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＊＊＊＊２０２０年４月 No.３６６＊＊＊＊＊＊ 

            
＊＊子年にも笑い溢れる伝笑鳩 飛び立ち始め３０年余＊＊     

 皆様如何お過しですか？ ちゃんと自粛してますか？ 

 ストレスを感じないようにしながら、身体も少し動かし 

ながら、気力・体力を維持しなければいけません。 

 笑いも必要です・・・から、今後も宜しくお願いします。 

 2月16日（日）の読売新聞に掲載されましたジョークサロン関連記事・写真へのコメントから始めます。 

 

東京・石田貴代司    読売新聞で取り上げられて、メンバーの皆さんは・・・ 

永年の積み上げの努力が評価された様で、他事ながら嬉しく思いました。 

 

東京・樋口七郎 読売新聞を見ました。カラーでイクメン？が写っていましたね。 

愛知気晴亭・加藤勝彦  巻頭の写真生き生きと、和気藹々と、楽しそう・・・ 

自然とその場にいるだけで楽しそうな写真ですネ。 

学生時代のゼミの先生はとても厳しい方で、その先生の必須科目を二年連続で落としたのに、何か魅かれて、

そのゼミに入りました。50年たっても年二回の同期会、一回の合同会を開いて大勢集まります、その先生が私

の結婚式の祝辞で述べたこと、「加藤君、あなたがいるだけで、場がなごみ、ホッとする様な、皆が来たがる

人になりなさい」     拝 

 

山田武彦    迷画を訪ねて 

オレ成るど・駄・ヴィンチ 画 

    「最高の晩餐」 

ちょっと比率が変ですが・・・最初新聞を見たとき、 

すぐ何か似ているなあと思いました（笑） 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄  伝笑鳩365号 嬉しく嬉しく拝し御厚礼申し上げます。 

益  々 御健勝・御活躍を祈念申し上げます。 

 

東京・𠮷田昌宏  「伝笑鳩」をお願いします。 江戸小噺笑い広げ鯛会員 

 

埼玉・笹崎静雄（ペンネーム能輝） 「ジョークの宝箱」ありがとうございます。 

今回のお礼の代わりにJCBギフト券ン千円分とアサヒフードクリエイトのレストランお食事券

ン千円分同封します。また“鳩の餌”ン年分ぐらい（？）としてJCBギフト券ン千円分も同封し

ます。例会にもいつか参加できればと思っています。 お礼旁  々  能輝  

 

春が来る 桜菜の花 チューリップ ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥 曽田英夫】    

伝笑鳩 

今月の一笑 

 コミックどどいつ瓦版 
屋形船にも クルーズ船も  

乗らず乗っかる 詐欺電話  
詐欺の誘いと クルーズ船に  

乗っちゃいけない 高齢者 
      埼玉・高木正明 
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しば選 ものは付け 第 230回 

「ちょっと気どってみたいものは」   

 （出題：キャンデーズのもうすぐ春ですね） 

秀逸笑  春の陽気に誘われてベランダでシャンパンを  埼 玉 小島 裕子          

（外出がままならぬベランダで。シャンパンの泡にまどろみを感じる） 
    

金笑  白髪を金髪に染めてみる  

（金八先生でなく金髪先生と呼ばれるかな）                静 岡 野末 紳二   

銀笑  ユルブリンナーの向こうを張って丸坊主  

（グラサンすれば、チョイワルおやじ）                神奈川 志賀 明  

銅笑  年金支給日にバックからお金を出す時  

 （自分にご褒美のプチ贅沢をする日）                  福 島  松山 カオリ  

小笑 

コロナで気が滅入る日々～新デザインのマスクに変えて気分を明るく      神奈川 大鳥羽裕太郎  

マンネリなマスク姿～マスクのかけ方をちょっと変えて気分を明るく      東 京 阿部 博 

新調した服装で外出した時 （春ですものちょっと気どって外出します）    神奈川 藤倉由紀子 

春の新作ブラウス鏡の前での気分（鏡さん。この世で一番綺麗な人は誰？）   千 葉 吉永こ百合 

ものは付け秀逸笑連続～夢の中で （ちょっと気どった作品投稿続けます）   埼 玉 石原 義三 

あなたの笑顔心和むと言われたとき （嬉しさについ軽いスキップ）      高 知 高橋 満子 

夏は蝶ネクタイがいいな～ポケットに入るし便利（帽子と色メガネも忘れずに） 神奈川 浜田 頓坊 

中折帽子に色メガネ～気分は昭和のモダンボーイ （蝶ネクタイも忘れずに）  千 葉 岡部千代松 

カラオケデュエットに誘い笑顔で応じてくれた時 （もちろん十八番の曲を）  長 野 松原 伸伍 

カラオケでコスプレして歌うキャンデーズ （マイクの小指を立ててます）   熊 本 松野 信夫 

柩に入る時も被せてもらいたいウイッグ （気どった姿のままでひとり旅）   埼 玉 酒井 典子 

気どっても話途中でまた頻尿  （シニアドラマ：気どる世間は頻尿だらけ）  埼 玉 高木 正明 

結婚式の祝辞挨拶   （ちょっと気どって記憶に残る挨拶を目指します）   東 京 野本 浩一  

誰も居ない個室でのジョークサロン例会挨拶練習 （練習成果で毎回好評）   埼 玉 佐藤 重剛 

無観客試合でのサヨナラ満塁ホームラン （喜びをアメリカの筒香に捧げる）  東 京 稲葉 浅治 

 

第 231回の題 「春が来たなと思うものは」   （出題：どじょっこふなっこ）  

 

締切は、4月 5日とします。不安な世情も、そのコロナら大丈夫！ 

お待ちしてます。 
送付先：〒203-0023  東京都東久留米市南沢2-7-6  柴本和夫宛    
PCメール  kazuo.shibamoto@gmail.com  携帯メール shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp 

 

福島・松山カオリ  大きい封筒が届く度に東京に向って感謝の気持を申し上げております。 

ありがとうございます。楽しそうな写真を見るとうらやましくなりますが、皆様の作品を眺めて気持を押え

ております。ミニエッセー書いておりましたが、間に合いませんでした。 

（変集鳥：まだまだ東北の復興への取組みは続きます。どうぞ元気に願います） 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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瀧口庸行   小生も諸氏に負けず出来る限り投稿をと考えていますが今一筆が進みません 

 

 

 

 

 

 

東京・西川信治         大変御無沙汰しております。 

「伝笑鳩」をお送り続けて頂いて久しくなりますが、諸般の事情により出席及び投稿もせず、心苦しく思って

おります。・・・郵送費をお送り致します。今後の御活躍をお祈り致します。皆様の御健勝をお喜び致します。 

東京・樋口七郎   外国の美人女優を漢字で表示・・・その２ 

   「ローマの休日」「麗しのサブリナ」のオードリー・ヘップバーン ～ 王鳥井・辺分番 

   「シェルブルールの雨傘」「昼顔」のカトリーヌ・ドヌーブ    ～ 加鳥井沼・戸沼宇部 

   「島の女」「ひまわり」のソフィア・ローレン          ～ 素布井亜・露蓮 

   「真昼の決闘」「裏窓」のグレイス・ケリー           ～ 具礼素・気理井 

   「カサブランカ」「ガス燈」のイングリッド・バーグマン     ～ 印具理井戸・番亜具満 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  〈甘辛都々逸ほのぼのランド 130〉 

 《スペイン・マドリッドで日本語通じた》？ 

◇その昔 街で日本語 いやまあ似てた あとで気付いて 笑い種 

◇地図を拡げて 「どこですここは」 「ドンデ・パス」とね 似てたんだ 

◇「ドンデ・パス」とは 「どこ行くのサ？」 なあるほどねえ セニョリータ 

◇フラメンコ そうだ本場の スパニッシュ・ギター ピカソ・ゲルニカ アルハンブラ 

 《韓国人に依る「反日種族主義」いい本だがねえ》 

◇いずれ名著と 歴史に残り 韓国政治も 変るかな 

◇日本人には どうでも良いが 尖って損する こともある 

◇韓国政治家 民の考え そのうち気付く 変化じっくり 待つとする（か） 

 

長野・松原伸伍          ほんわか短歌                 

医師達は せわしく言って サッと去る 聞きたいことも 語るひまなし 

家族より 無理をせぬよう 言われるが 無理をしないと 何も出来ない 

子供には スマホ賭博を やめさせて 大人やってる 本格バクチ 

 

菅谷信雄    ワシントン観光～ツアーガイド曰く「バスケットの八村累選手が大活躍しているので、 

最近日本人ファンが急増している」と。私が、「これぞまさしく累は友を呼ぶですね」と反応・・・ 

ツアーガイドが、「それいただき！今後、使わせていただきます！」と喜んでいました（^ω^） 

 

東京・稲葉浅治    川柳「負け惜しみ」    残念を顔に出さずに腹で泣き 

親上司残念ながら選べない         かっこ良く転ぶ練習高齢者 

負けるが勝ちいつでも負けて許りいる    最後には正義が勝つと信じてる 

孫娘が出産・・・一人家族が増えました 

我家は天皇家と同様女系・・・ 

娘二人に孫娘二人・・・新しき命も女児 

曾祖父の称号を頂戴しました・・・ 

 生まれ来る尊き命の  息吹あり 

我が家に誕生 かぐや姫かな  

陽耕 詠  

 

一家の危機   桃栗三年 柿八年  

女房の不作は  六十年 

亭主の不出来は これ一生 

陽耕 写す 
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高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.346 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

コロナウイルス 春一番を 突っ散らかして 大騒動  
行きは楽しい クルーズ旅行 帰路は地獄の 病院船 
クルーズ船には 対策後手に 世界メディアが バッシング  
 
高を括った ウイルス管理 今や拡散 全国区  
バスや電車で ゴホンとしたら 周りの視線が 突き刺さる  
効果無いとは 言われていても マスク掛けてる 右左  
ウイルス対策 マスクが高値 買いだめ・転売・詐欺・盗難  
奇病蔓延 SNSで デマや誤報も 蔓延中  
コロナ対策 会議を休み 地元の酒宴へ 進次郎  
待っていました 催し物を コロナ騒ぎで やる？やめる？  
消費増税 感染病で 景気見通し 立たぬ春  
野村克也は ボヤキを残し 妻に呼ばれて 黄泉の旅  

 

こじままじこ（小島裕子）  まじこのマジックルクル 回文   

桜の季節も近いというのにコロナウイルス騒ぎでいまひとつ気分が乗らないような・・。でもそん 

状況ですから逆に今年は静かに桜を楽しめそうな気もします。 

暖冬のためでしょうね、都内でも既に桜が咲き始めている所もあります。 

季節柄、今回のお題は「桜」。「地名」は外国をクルクル考えてみました。 

 

「桜・サクラ」 
さくらひにひにひらくさ        （桜、日に日に開くさ） 
さくらがさくいくさがらくさ      （桜が咲く、戦が楽さ） 
さくらだもんもだらくさ        （桜田門も堕落さ） 
さくらのきときのらくさ        （桜の、木と木の落差） 
さくらとるのにちちにのるとらくさ   （桜取るのに父に乗ると楽さ） 
さくらいおうかむかうおいらくさ     (桜、言おうか、向かう老い、楽さ) 

「地名-その5」 

たいわんなんこかこんなんわいた     (台湾、何個か困難湧いた) 
いらんしらんみんながなんみんらしんらい (イラン知らん、みんなが難民ら信頼) 
いらくはよいかんかいよはくらい     (イラク早よ行かんかい、夜は暗い) 

門口泰宣         阿呆リズム＆パロディ 

１）♪ヤジりの私♪  安倍総理 
２）無理が通れば総理引っ込む 
３）非常時にも連夜美食楽しむ特上様 
４）言違いは忖度にコネクティング 
５）飛んだところへ北村大臣 地方創生相 
６）豪華客船はタイパニック 
７）ペンギンが猛暑に脱ぎたい燕尾服 
８）野村監督に頭を使えと言われたヘッドコーチ 
９）マスクを転売したら口止めされた 
10）下船してから発病とは解せんないね      
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大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)  「ペット優先」の病院のエレベーター！ 

 

<裕>先月白内障の手術で横浜市大病院いう大きい病院へ入院してんけど、院内の 

  エレベーターの表示がふざけとんねん。 

<幸>わても、白内障の手術うけたで。術後小さい文字が見やすいわ、明るくなるわで 

ほんま受けて良かった思たで。けど、エレベーターに何て書いてあってん？ 

<裕>はいな。「ペット優先」て書いてあんねん。 

<幸>そりゃないな。病院は患者さん優先やし、そもそもペットなんか入れんのか？ 

<裕>あかんやろ。そやけど、白内障の手術終わった後に同じエレベーター見て、わての 

見間違いに気付いたわ。 

<幸>どないしてん。 

<裕>はいな。「ベッド優先」やったわ。すんまへん。手術前はよう見えへんかってん。 

 

芝崎満夫   笑いの笑解(紹介) 過去の思い出（その２）篇 ：実家が火災に巻き込まれそうに 

実家の出来事（15年前） 

 実家の2軒隣の家が火災を起こした。昼間おばあさん一人でいたとき、電気こ

たつに 洗濯物を乾かしていたら、何かの事情で洗濯物が燃え出した。 その時、

おばあさんは驚き、咄嗟に近くにあった布団をかけた。これで消えると思った 

 瞬間、さらに火が燃え上がる。さらに、驚き逃げ出す。 

その布団は木綿の重たい布団ではなく、化繊の軽い布団為、消火機能がなく、

かえって燃え上がった。おばあさんは火災の時、布団をかけるようにと聞いてい

たらしいが、どのような布団であるべきか知らなかった。 

実家は火災のあった２軒隣で隣のとの間が１ｍもなく、もう家も延焼したと思ったが、 

奇跡というべきか、実家への延焼は免れた（無事）。火元の家だけの火災事故となった。 

下記に２点が延焼を食い止めた主な理由： 

（１）西と東側の家が改築したばかりで、外壁を耐火仕様にしていた事 

（２）南と北側が道路で、消防車からの放水が２方向から行なった。 

笑いのポイント（笑点） 

か：（カ）えって、燃え上がるとは、 
さ：（サ）らに火が拡大し、思わずびっくり 
い：（イ）萎縮してしまった気の毒なおばあさん 
じ：（ジ）自己のミスで火災を拡大 
こ：（コ）んな状況から、消火が早く済んだのは不幸中の幸い 

近くに化繊の布団がなければ、初期消火で済んだかもしれない。 

       その時になって、即、状況判断をするのは大変だと思う。 

今になってみれば、ホッとする話ではあるが、その当時はゾッとする話でもある。 

消火された時は、近隣住民はホットな状態からホッとした瞬間でもあった。 

気の毒なおばあさんはホットな状態から解放されたが、ホトホト参ってしまったようだ。 

備考：消火の為の三要素：Ｔ（温度低下）、Ｏ（酸素の遮断）、Ｍ（燃える物の除去） 

覚え方例：『ＴＯＭで、もっと（ＭＯＴ）早く消火を！！』 

 

https://pixta.jp/illustration/22210510
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吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「春の雨 春待ちて」 こ百合のひとりごと:大 き な 河 

 

 

 

 

 

 

 

    

～  大 き な 河  ～ 

 最 近 は 、検 索 す れ ば 何 で もす ぐ わ か り ま す 。 

便 利 で す 。 

ア マ ゾ ン ラ イ ン  と い う 名 の 手 段 も 

今 の 時 代 に 流 れ る大 き な 河 で す ね  

柴本和夫           言葉の研究   

  １，「マスコミ・某夕刊紙が伝える、感染の症状 
     ・スポーツを見学した人が感染すると～スポーツ観戦症  

・汗をたくさん掻く人が感染すると～汗による汗腺症 
・クルーズ船に乗船した人が感染すると～クルーズ艦船症 
・屋形船の宴会で感染すると～恐怖の屋形感染 
・ヒトからヒトに感染すると～子連れ狼感染＝ヒトヒトぴっちゃん・ヒトぴっちゃん 

２.世の中の話題 
・ＮＨＫ大河ドラマ・・・麒麟が来る 週刊文春の特集・・・不倫が来る 
・横浜港は、プリンセス 芸能人は、不倫せす 

    ・もうゴーンは過去のヒト？いえいえゴーンは過去分詞です。 
・聖火リレーの練習が始まる～練習のセイカを見せます 

  ・かみさんから頼まれて、スーパーにミツカン酢を買いに行った。 
   亭主～売り場に無かった。「ミツカン無かった」と答えた。 
   かみさん～よく見なかったでしょう。だから「見つかんなかった」んでしょう！ 
 

佐藤忠恕  ○（きょうかあしたか）なんでも狂歌 no.5 ◎ 新型コロナウィルス騒動に寄せて 
●  豪華クルーズ船 

クルーズ船 あこがれの的 一転し 寄港もできず 爪弾きされ 

船旅は 楽しいものと 羨むも 望まぬ滞留 苦しみと知り 

摩訶不思議 発病期間 過ぎたのに 下船した後 肺炎となる 

長期間 動かぬ船に 乗せられて 病魔恐れた 苦難の記憶 

●  恐怖の新型コロナウィリス 

肺炎の 早期対応 カギとなる 日本の決断 後手後手となり 

先駆けて 追っかけたいのは 流行りだが 願い下げだよ 新型コロナ 

コレラかな いやそうじゃない コロナだよ 怖い病原 世界を廻る 

アルコール マスクも買えぬ 薬局で 観光減っても 爆買い減らず 

新型に 罹ったならば 医院には 来るなと言われ 只祈るだけ 

ひたすらに 感染増える 新肺炎 庶民は祈る 激しからねと 

●  最後にお定まりのこの一首 

 新型の ウィルス肺炎 何時消える それにつけても 金の欲しさよ 
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 平井幸雄       上下左右対称の漢字 

 
富士山は、左右対称（シンメトリー） であり、湖面に映すと上下対称でもある。 上下左右対称（シンメ
トリー） は、幾何学的、美術的、建築的 にも美しく、安定感がある。 
 
上下左右対称（シンメトリー）の漢字を集めてみました。 
 

          

海郷達人           ショートジョーク  

 

1．うるう年 
 今年はうるう年。1日余計働くんだと思って、 
カレンダーをよーく見たら、土曜日で休み。よかったー。 
 
2．余計な心配 
 入院して病室でのこと。右隣のベッドは、坊さんらしい。 
小声ながら早朝から読経を聞かされるが、隣の集中治療室の患者に聞こ

えるとまずいんじゃないか。 
 
3．タクシーに乗るとき 
 まず「屋形船には乗っていませんか？」と確認して、乗り込むこと。 
 
4．肩たたき 
 「かーさん、おかたをたたきましょー。♪♪」と、孫が歌う。 
今、会社で早期退職の勧奨やってるんだが…。 

シュレッダー漢字  
さて元の漢字は？ 

 

脳、輝 
断捨離 
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野本浩一 お写落日記   【楽しみはジョークサロンの面々と 笑顔浮かべて新聞載るとき】 

16 日（日）読売新聞くらし・生活面 19 頁にジョークサロン

同人一同の笑顔写真が掲載された。よみうり生活応援隊の板東

玲子記者が 1 月 29 日例会を覗いてくれて、最後に撮って頂い

た集合写真だ。 

1，2部予備をコンビニで買おうかとも思った。ひょっとして、

もしかしたらと担当の配送センターに電話をいれて、写真と名

前入の記事が掲載されたと伝えて、１，２部コンビニより安く

買えませんか、と頼む･･･。「１，２部ならタダでお届けします

よ」との嬉しい返事。そぼ降る雨の中、２部頂けて有難かった。 

掲載予定を案内できた方達から、「いい写真ですね。凄い、

なぁ」とメールが沢山届いて、嬉しい限り。 

「いい会のようですね。楽しい会のようですね。私も入れますか」と尋ねて来る人が、今の

所皆無なのは、ちょっと寂しいなぁ。 

新型コロナの余波で「笑ってる場合じゃない」からなのか。そんなコロナのか。ファイト！ 

予想より大きな写真記事見つけ ニコッと笑う日曜の朝 

 

曽田英夫              狂歌NEW門    
 
● 胸のすくよな 大逆転を 

早いこと コロナウィルス 消滅へ 胸のすくよな 大逆転を     

国会で 桜みる会 期待する    胸のすくよな 大逆転を 

ドラゴンズ 応援すると 夢に見る 胸のすくよな 大逆転を  

● その判断が 運命変えた 

船の中 客人出さず 患者出す   その判断が 運命変えた    

   定年で 豪華客船 旅選ぶ     その判断が 運命変えた  

   甘く見た 日本中に 拡散し    その判断が 運命変えた   

● 声をあげて ひとりではしゃぐ   

新聞に カラー写真で 我が顔が   声をあげて ひとりではしゃぐ 

旨い酒 笑い上戸に 薬かも     声をあげて ひとりではしゃぐ   

寄席へ行き 落語家うまい 語らいに 声をあげて ひとりではしゃぐ 

 

佐藤重剛        ばかばなし  あれやこれやで日が暮れる 

 

大晦日 (おぉ味噌か ?)   正月前には味噌がないことに気付いて大変    

除夜の鐘 ゴーン ゴーン  そんな名前の誰かさんが逃げましたねぇ 

トランプ・花札        アメリカの大統領がトランプさんなら 

            日本の偉いさんに花札さんが出てくるかも 

小泉進次郎氏  隅に置けない  といいつつ、いつも隅っこに座ってます 

白鵬 ・ 正代         私ははくほうよりも脱ぐほうが好き まさよさんって女性ですかねぇ  

血圧計・三時制限    今頃の若い人はそのむかしの産児制限知らない？ 三時まで？     

WHITE  KICK     あんまり変なこと言うと 座がしらける 白をける？ 

酒は三献に限る 酒は天の美禄    酒癖が悪いと言われビールばかり ビール癖はいいですよ 
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小宮三千夫         あいだみつを｢にんげんだもの｣より-7 

 

 

 
 
阿部博   川柳 令和二年は流れていく、過ぎていく  十キロの米重し五キロへ老いの春  

  

春風や肩に軽々米五キロ 

 （今じゃ十キロの米袋ありませんねぇ） 

勝つほどにチップ感染カジノ船 

濃厚接触エロい思いが怖くなり 

マスクかけ兵士のごとく家を出る 

コロナ禍や訛りなつかし和光前 

日輪の五輪脱輪の全輪            暖冬や桜は急に止まれない 

南極の熱風寒し十八度            ジョークサロン笑顔はじける掲載紙 

 

＊ノーベル経済学賞受賞者リチャード・セイラー(右写真)に影響を与えた「相田みつを」

の人間観 「つまずいたって／いいじゃないか／にんげんだもの／みつを」・・・これ

までの経済学はあまりにも合理的で冷徹な存在として存在として描く。 実際の人間は、

必ずしも経済的合理性だけで動くのではなく、あえて損をする選択をする。 また常に

個人主義的なわけではなく利他的な行動もするもの。 

「にんげんだもの」を前提として「行動経済学」が誕生！   

「ナッジ」：強制や命令をすることなく、暗に良い行動を採らせる仕掛け  

例：グーグルの無料社員食堂／男性用小便器に描かれたハエ（弓矢の的、サッカーゴール）等 

八王子市の「がん検診受診率改善」 

A：今年度、受診された方には、来年度もキットをお送りします（22.7 ％受診）  

B：今年度、受診されなかった方には。来年度はキットをお送りできません（29.9 ％受診） 

 人間は損失を利得より強く感じる   

橋本之克『世界最前線の研究でわかる！ スゴい！行動経済学』（総合法令出版）から 

一茂だっていいじゃないか 
長嶋だもの 

クリステルだっていいじゃないか 
滝川だもの 

爆発したっていいじゃないか 
岡本だもの 

意味不明だっていいじゃないか 
小泉だもの 

キョンキョンだっていいじゃないか 
小泉だもの 

刈上げだっていいじゃないか 
ジョンウンだもの 

反社だっていいじゃないか 
吉本だもの 

反社だっていいじゃないか 
さぶちゃんだもの 

おけらだっていいじゃないか 
友達だもの           みちお 
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前回例会＆二次会ショット  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カンパ（会場代、印刷代対応）お願いします。笑う顔には福が来る・・・ですよ。 

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2020年2月19日～2020年3月18日 

切手：彌永孝一、前嶋昭夫、笹崎静雄 、石田喜代司、松原伸伍、加藤勝彦、西川信治 

カンパ： 彌永孝一、前嶋昭夫、笹崎静雄、瀧口庸行 

送付先 〒146-0085 東京都大田区久が原6-20-11  野本浩一宛 

℡＆fax 03-3753-7725（faxはam9～pm9） E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp 

☆郵送希望の方は 上記 野本宛、84円切手15枚（一年分）を送付下さい。 

☆ジョークサロンＨＰのＵＲＬ：www.jokesalon.com/ ＊是非、訪問して下さい。 

★2020年2月26日例会参加者（到着順）      12名参加 ＊太字は初参加  

芝崎満夫、野本浩一、曽田英夫、佐藤重剛、平井幸雄、高木正明、小島裕子、阿部博、 

尾垣聡子、大鳥羽裕太郎、柴本和夫、小宮三千夫 
次回以降の予定 

4月22日（水） 千代田スポーツセンター７階第2集会室 確保 

5月27日（水） 千代田スポーツセンター 予定  

6月24日（水）、7月22日（水）、8月26日（水）、9月23日（水）・・・・ 

 ＊千代田スポーツセンター 千代田区内神田2-1-8 Tel 03-3256-8444 

 
                                                                                                         

                          

伝笑鳩 No.366 発行 2020.3.25     変集鳥・・・野本浩一    

変集協力：笑品快発グループ＆投稿グループ 

阿部博・大鳥羽裕太郎・尾垣聡子・海郷達人・片岡隆・香野好勇・小島裕子・小宮三千夫・榊原金市 

佐藤俊一・佐藤重剛・佐藤忠恕・芝崎満夫・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・野本浩一・平井幸雄 

森昤二・門口泰宣・山田武彦・稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・樋口七郎 

伝笑鳩マスコットカット：天野秀雄  おわらいカット：曽田英夫 

ホームページ：河井康博、波木博信、野本浩一          発行：ジョークサロン 
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