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伝笑鳩

今月の一笑
好太川柳

＊コロナにも負けず飛んでる伝笑鳩 飛び立ち始め 30 年余＊＊

齢のせいいや気のせいか遠い耳
若き日日酒好き今やクスリ浸け
親の齢越えてなんとか孝を立て

埼玉・香野好勇（こうの好太）
猛暑の夏が終わりました。
9 月 15 日現在、100 歳超の方は 8 万人を超えたとニュー
スが流れました。皆さんはあと何年で 100 歳ですか。
世界最高齢女性・田中力子さんは 117 歳。
チョコレートが好きだとか。
チョコチョコ食べましょう。
新潟永林寺・佐藤憲雄
残暑御見舞い申し上げます。
「伝笑鳩」371 号嬉しく拝し、篤く御礼申し上げます。御尊身切に切にお大切
に佳い作品を飛ばしてください。 感謝 合掌
東京・三浦邦夫

毎年、毎月 笑を運んでいただきありがたく厚く御礼申し上げます。

来年も毎月笑いたいので伝笑鳩の１年継続をお願い申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

東京・山本雅保 切手送付いたします。毎回楽しみにしています。
長野・松原伸伍

本日（8/29）伝笑鳩がとどきました。コロナ禍と暑さの最中よくここまで

御努力なさったと心から敬意と感謝を申上げます。スタッフの皆様の御努力に心から感謝し御活躍と御壮健を
心よりお祈りしています。

東京・樋口七郎

褞袍（どてら）を着て熱燗を美味しくいただいております。

この寒いなか（？）伝笑鳩を飛ばしていただきありがとうございます。
アヌーク・エーメ、ジャン・ルイ・トランティニヤン出演の「男と女 人生最良の日々」
を観ました。昭和 41 年、61 年に大ヒットした「男と女」の３作目で、同じ出演者です。

東京・高栄子

この夏はコロナにかからぬよう熱中症にかからぬ様特にシニアは注意が必要でした。

毎週金土日近くのオープンカフェに足しげく通いました。カフェ店の若者にも何かと話しかけて、交流はか
ってストレス発散。私にとっては自粛期間中のうれしいハプニングだったんですよ。

福島・松山カオリ

コロナ禍に振り廻されている毎月ですが東京にお住まいの方は

地方に住む私より大変だろうと考えております。
毎月伝笑鳩をお送り下さいましてありがとうございます。お手数を掛けて申し訳
ございません。メンバーの皆様方の作品を拝見して本当に勉強になります。

東京・上條愛子

変集鳥様 皆様

いつもありがとうございます。

ほんの僅かで恥ずかしいのですが“カンパ”をさせていただきます。よろしくお願い致します。

千葉・海郷達人
神奈川・早川武

ZOOM にも慣れました。些少ながら切手を少々お送りします。時節柄御自愛のほど。
いつもありがとうございます。参加できず申し訳ありません。

秋風が 吹いてようやく 涼しくて ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥 曽田英夫】
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しば選 ものは付け 第 236 回
「間違いないと思うものは」（出題：長井秀和）
秀逸笑 次期首相は、菅義偉官房長官

高知

高橋 満子

（新聞・テレビ・は圧勝と予想。ワンサイドゲームでの圧勝は、100％間違いない）

金笑

百年経ったら、自分もコロナもいない
（コロナはともかく自分がいないのは間違いない）

銀笑

皆合 かず子

熊本

松野 信夫

東京

稲葉 浅治

熱っぽいし、麻婆豆腐食べても辛くない
（それはコロナやないかい：ミルクボーイ）

銅笑

千葉

何もありません！幻想です。自分だけと信じるしかない
（信じる者は救われる：聖書）

小笑
悔しいけど今年の巨人の優勝 （巨人の応援歌も阪神の応援歌も古関裕而が作曲）
人間の見栄っぱりは無くならない （三重県人の三重っぱりも無くならない）
やっぱりＵＦＯは存在する（焼きそば UFO：うまいソースふとい麺おおきいキャベツ）
アベノマスクの終焉（焼きそば UFO、冷やし中華、スガノマスク、始めました）
女房が介護士。将来の介護は安泰 （関白宣言：俺より先は死んではいけない）
世の夫は、我が子が自分と同じ顔だと安心するもの (他人の空似で安心する夫）
姉二人と違い、三女は性格も頭もとてもいい～絶対に俺の子（我思うゆえに我が娘）
自費の時は小食。経費の時は大食
（昼飯は中食で、財布が空の時は絶食）
安倍総理は殆んど虚言症。体中が嘘のウイルスに冒されている （アベのウイルス）
間違いないと力説する人程怪しい （安倍総理の嘘のウイルスに感染の症状）

千 葉
長 野
埼 玉
千 葉
静 岡
千 葉
埼 玉
東 京
埼 玉
神奈川

海郷 達人
松原 伸伍
酒井 典子
岡部千代松
野末 紳二
吉永こ百合
北沢 正嗣
藤野 哲康
高木 正明
浜田 頓坊

伝笑鳩・笑い
伝笑鳩は不死身（志賀明） 伝笑鳩のますますの発展（岡部千代松）
伝笑鳩が日本中を励まし癒しながら飛び続けること（大鳥羽裕太郎）
長生きしたけりゃジョークサロンへの投稿(松野信夫） 笑いは百益あって一害なし（北沢正嗣）
伝笑鳩のメンバーは笑いと脳トレで将来 100 歳越え（野末紳二）笑いは百薬の長（志賀明）
地球温暖化・異常気象関連
暑さ寒さも彼岸まで。でも本当かな（佐藤重剛）
温暖化で海水温が上がり、ゆでダコ・煮魚が水揚げ（野末紳二）
焦げるような気温。秋には下がるよネ（藤倉由紀子） 最近の気象情報（野本浩一）
夫婦の姿
口喧嘩は、男性は女性に敵わない（松原伸伍）
夫婦喧嘩における妻の勝利（大鳥羽裕太郎）
口うるさいのと器量を除けば、最高の妻だ（北沢正嗣） 家庭の安泰はかかあ天下（酒井典子）

第 237 回の題 「うっかりしたと思うものは」
（出題：うっかり夫人とちゃっかり夫人）
締切は、10 月 10 日とします（9 月の例会が月末につき） 笑いに自粛は不要です。
＊ひとり３作品まで受け付けてます。
送付先：〒203-0023
東京都東久留米市南沢 2-7-6
PC メール
kazuo.shibamoto@gmail.com
携帯メール shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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柴本和夫宛

長野・松原伸伍

ほんわか短歌

炎天下 かん高い声 気に障る 逃げ込む場所は 図書館の中
老いの我 とても便利な 散歩道 トイレとベンチ 完備の処
暑き夜 時間設定 旋風機 フトンけとばし 翌朝はせき
100 円の コーヒー飲んで リラックス フードコートで 読書三昧
顔の地図 毎日変る 八十路かな しわは増えるし 眉毛は抜ける
ウォーキング 少し歩くと 座りたい いつもセレクト 椅子のある道
声高に 注意されると 腹が立つ 認知のきざし とても気になる
カラオケで 好んで歌う 曲目は 昭和の初期の 軽快な曲
コロナ禍で 地域おこしの プレミアム 使ってみたが ちょっとぜいたく
断捨離で 荷物の区分け かったるい 元はといえば ためすぎた罰
切りがない 捨てるそばから 別のごみ よくぞ貯めたぞ 八十路まで
いっぺんに 捨てるに惜しく とっておく 数年ながめて やっと断捨離

東京・樋口七郎

私が党名を提案します。

立憲民主党と国民民主党が合同するにあたって、党名でもめているそうですが、
・甘党
・辛党
・悪党
・残党
・分党
・獄門党
・詐欺党

鎌倉極楽寺・浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド 136
《軟らかな発想 心地良い感じの歌・唄・詩》
◇
◇
◇
◇
◇

噺や会話であっても 間合いが命 落語わけても その極致
何もしてない 「間」なんだけれど これが解かれば 真打ちさ
本はけちらず どんどん買って 良いとこ取りして 歌のネタ
人は笑って 嬉しさ増すと 心理学者の 良い笑顔
笑うから 嬉しくなるのが 悦びの肝 これこそ笑いの心理学

《今日何か「用」ある、行く「所」あるの？》
◇
◇
◇
◇
◇

きようよう 教養ではない 今日「用」あるの 行くべき「所」が 有るか無し
秘密だが お金の哲学 使った人の ところに帰って くるらしい
「探求」より上 「探究」なんだ 藤井八段 心意気
避難して 何も無ければ 「空振り」でなく 「素振り」だったと 考える
「美容院 行くの暑いし」 「それじゃ庭で ニワカ床屋かー」 高砂やー

東京・稲葉浅治

川柳「時」

生きる時死ぬ時母を思い出す
立会いの時にいつでも負けている

肝心な時に打てないホームラン
時という魔法が傷をいやしてく
コロナでもいつか消え去る時が来る

江戸小噺笑い広げ鯛
大喜利瓦版
「ふうりん」
少々披露いたします
○ 夫婦なら 臨機応変 あうんの呼吸 ・・・番茶
○ ふざけんな うつすんじゃない 淋菌を ・・・ぼたもち
○ ふるさとで うまれた記念 りんごの木 ・・・そよ風
○ 夫婦仲 上手く見せかけ 悋気もめ ・・・古ねこ
○ 風せん便 海を渡って りん国へ ・・・あんこ
○ ふたりなら うたおう愉快 輪唱だ ・・・ 3 休
○ 風鈴を 上手く鳴らせて リンリンリン ・・・笑英
○ ふと行った 海辺の町は りんりんと（寒さなどが身に染みる）・・・ずんだ
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香野好勇・こうの好太

好太川柳

フォト川柳（鴎たちコロナ間合いでお出迎え）

アベマスク寄贈、備蓄で活躍か
潮騒に抱かれ嬰児大合唱
夕焼け小焼け潮騒ハミングヨット行く
蓮の花咲いて妙なる浄土楽
ＧｏＴｏのトラブル除けて巣にこもる
第二波もコロナ忙がし主役はる
オリパラよコロナ追い出しファンファーレ
青野正宏

33
70
8
34
70
45
38

百人一首 コロナ替歌

相方と光るコントはすれ違い 沈むことなく花の MC
うれしさに娶った嫁を眺むれば いずれも認む秋田の美人
あの部屋はみやこの真ん中六本木 多目的かと人は言ふなり
誰もかも知る人にせむスキャンダル 嫁も昔の人なら泣くに
さびついた宿六姿眺むれば いずれ離婚か見通しグレー
哀れともいふべき人はおもほえで 身から出たサビなりぬべきかな
忘らるる身をば再起を誓ひても 打撃大きく惜しくもあるかな
数字は百人一首元歌番号

大鳥羽裕太郎

＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)
「39 号は感謝を込めてお酒の＜伝笑鳩＞」

(幸)今月号ははや 39 号やな。読者の皆さん、読んでくれはって「サンキュー」どす。
(裕)ほんま有難いこっちゃ。
(幸) そやけど暑いなー。こんな時はシャワー浴びて晩酌やな。
1 本だけ飲んで十二分に飲んだ気になるお酒はなんや？
(裕)＜ A Beer＞ ちゃうか？浴びる程飲むんやろ。
(幸) ピンポーン。ほんならわてら皆なが好きなお酒はなんや？
(裕) ＜Whiskey＞・・・We 好きぃーやもんな。
(幸) ピンポーン。ほんなら少ない量を味わうのがカッコエエ外国のウイスキーは何や？
(裕) ＜Scotch Whiskey＞ すこっし飲むのがカッコエエで。
(幸) ピンポーン。結構よう知ってるなぁ。よっしゃ！一番アル中になり易いお酒は何や？
(裕) ＜焼酎＞ しゅっちゅう飲むようになるからや思うで。
(幸) ピンポーン。よう知ってるから疲れてきたで。お酒の＜伝笑鳩＞は さけ(酒)た方がよかったか
もしれへんな。
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平井幸雄

海郷達人

いろはコロナかるた ②

ショートジョーク

１．噛みつかれた
ハブを無許可で飼っていた男。うわさを聞いて駆けつけた警官からひどく噛みつかれたそう
だ。ハブから噛みつかれなくて良かった。
２．つまみ
お店に入った男。ビールを注文し、出されたお通しに手を伸ばして口に放り込み、「おい、この
つまみ、まずいよ。もっとうまいつまみ、出せよ。」と。途端に店からつまみ出された。
３．こまいこと
西の方では「細かい」ということばを「こまい」という。
ところで，今朝のおかずは氷下魚（こまい）の干物で、大きさが不揃い。こっちの方が小さいと
言ったら、「こまいこと言うのね。」と、けなされた。
門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）体調はアンダーコントロール 安倍総理
２）長いのはキリンの首と安倍の首
３）高値で目を白黒のサンマ
４）お盆の休暇も引き子守りのサラリーマン
５）二刀流山高ければ谷深し
６）温度がうなぎのぼりの４０℃ 浜松市
７）たまらない暑さ暑さも悲願まで
８）来年の夏も開催は無輪と思うがね
９）G がんばっても
D どうしようもない
P ピンチです
10）地元ワークを選ぶ人も多い
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吉永こ百合（尾垣聡子）

はめ字「夏の色～夏の雲」

こ百合のひとりごと「カナブン」

カナブン～昨日、お昼、公園で、カナブンがひっくり返って困っていまし
たので、起こしてあげたら羽を何度も鳴らして喜んでいるようでした。
すぐに飛び去ると思いましたが、しばらくその場に留まっていました。
よ か っ た 。 一 安 心 。 （ 元 気 で ね）

小宮三千夫

あいだみつを｢にんげんだもの｣より-１3

TicTok 買収したってっていいじゃないか
選挙前だもの
・・・トランプ
食べ残したってっていいじゃないか
4000 年の歴史があるんだもの ・・・習近平
支えてるんだからいいじゃないか 亭主が稼げないんだもの
・・・佐々木希
460 万円だっていいじゃないか 首里城再建のためだもの
・・・GACKT
毒殺したっていいじゃないか 反体制なんだもの・・ロシア/ペスコフ大統領報道官
萌えキャラだっていいじゃないか 「Cool Choice」なんだもの ・・・環境省
太田ひとりだっていいじゃないか テリーがいるもの
・・・サンジャポ P
太田ひとりだっていいじゃないか デイブがいるもの
・・・サンジャポ P
お持ち帰りしたっていいじゃないか マクドナルドだもの
・・・ジャニーズ
お持ち帰りしたっていいじゃないか 吉野家だもの

・・・ジャニーズ

こじままじこ（小島裕子） まじこのマジックルクル 回文

この夏、岩手県を旅してきました。猊鼻渓の舟くだりを楽しんでいた時、白っぽい綺麗なヘビが
岩肌をスルスルと横切っていきました。思わず「ヘビ・・・ビヘ」と頭の中でクルクルと。で、今
回のお題は「蛇」です。

「蛇・ヘビ」
へびたびたびたびへ
(蛇、たびたび旅へ)
へびくねくねくびへ
(蛇、クネクネ首へ)
へびえこつたえたつこえびへ
(蛇、エコ伝えたっ、小海老へ)
へびさむとちちとむさびへ
(蛇、サムと父と武蔵美へ)
へびころよきときよろこびへ
(蛇、頃良き時、喜びへ)
へびささむきむささびへ
(蛇、笹むき、ムササビへ)
にしきへびおろおろおびへきしに
(ニシキ蛇、オロオロ怯へ、岸に)
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阿部博

『子規を「ギャ句〝」る』 （夏井いつき、光文社新書）を読んで私もチャレンジ！

「ギャ句〝」とは、名句の一部を変えて、意味や場面 の転換を味わう言葉遊び。
俳人杉山久子を宗匠として始まった。
痩馬のあばれ危険や秋高し
原句「痩馬のあはれ機嫌や秋高し 村上鬼城」
心中や白きてのひらあしのうら
原句「新涼や白きてのひらあしのうら 川端茅舎」
キャバクラを驚かしたる股間あり 原句「鎌倉を驚かしたり余寒あり 高浜虚子」
宗匠のこれらの作品に感動した夏井いつきが日本ギャ 句〝協会会長を自称し、
広めている。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

子規 夏の句から
原句→ 本書掲載「ギャ句〝」
アベノ「ギャ句〝」
十年の汗を道後の温泉に洗へ → 天然の汗を道後の温泉に洗へ
中年の汗を道後の温泉に洗へ
温泉上りに三津の肴のなます哉 → 温泉上りに三津の肴のカマス哉 温泉上りにいつの肴のなます哉
芥子咲いて其日の風に散りにけり → 芥子吸いて其日の風に散りにけり 決済で其日の稼ぎ散りにけり
五月雨の足駄買ふ事忘れたり → 五月雨のあした買ふ事忘れたり
五月雨のアシカ這ふ事忘れたり
五月雨や畳に上る青蛙 → 五月雨や形見に上る青蛙
君誰や畳に上る青蛙
学校の昼静かなり百日紅 → 特攻の昼静かなり百日紅
執行の昼静かなり百日紅
鯛鮓や一門三十五六人 → ダイスしや一門三十五六人
鯛鮓や一門三～五六人
夏嵐机上の白紙飛び尽す → 夏嵐机上のバンクシー飛び尽す
夏嵐白紙答案飛んでった！
夏草やベースボールの人遠し → 夏草やベースボールの人出無し
夏草やゲートボールの人遠し
さまざまの夢見て夏の一夜哉 → さまざまの夢見て夏の玉屋哉
さまざまの夢見て夏の質屋哉
うたヽねの本落しけり時鳥 → うたヽねのペン落しけり時鳥
うたヽねの Phon 落しけり時鳥
短夜や宿もとらずに又こよい → 短夜や木戸もとらずに又こよい
短夜や宿もとらずに又来ぉわい
短夜や幽霊消えて鶏の声 → 短夜や幽霊耐えて鶏の声
短夜や幽霊飢えて鶏の声
家あつて若葉家あつて若葉哉 → 家あつて酒場家あつて酒場哉
家あつてスタバ家あつてコメダ哉
オマケ 古池や蛙飛びこむ水の音（春） → 古池や河童飛びこむ水の音 （夏）

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.352《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

腹に一物 荷物になって 体調不良の アベ首相
医療逼迫 現場の声を 握り潰しの 官邸団
医師らブッキレ 怒りの主張 コロナ休みは 無い医療
医療従事者 休暇も取れず 賞与支給も ままならず
アメリカ ブラジル 南アにインド コロナ急増 あぶないぞ～
リニア新幹線より先に 退治すべきは 新感染
旅行業者に 献金積まれ 食指動かす 自民党
ステイホームや GoTo キャンペ アクセル・ブレーキ ごっちゃごちゃ
GoTo キャンペに その気で乗って うっかり帰省し 村八分
暇な御仁が 造語にかぶれ 働き遊ぶ ワーケーション
メディアの批判に ようやく気付く 不要不給の アベマスク
コロナウイルス 暴れるさ中 酷暑で夏風邪 熱中症
暑い日盛り マスクは不要 体温注意の 高齢者
コロナ第２波 医師から言えば 直ぐに横槍 担当相
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芝崎満夫 笑いの笑解(紹介) 出張の思い出（4）：食べ物の話/定時後軽食のサービス（1980 頃）
（１）外注メーカの視察の為、四国/高松に出張した。定時になると、その日、残業する方には
「饂飩一杯」会社より、無償で提供される。
（２）韓国にある金星電線（ゴールドスター）という会社に外注することになり、視察に行った。
残業する方には「パンと牛乳」が無償で提供される。驚いたのは、定時のチャイムが鳴った直後に、
国歌が流れ、韓国の方は一斉にスピーカの方を向き、直立不動し、国歌を聞いていた。

笑いのポイント（笑点）
ゆ：（ゆ）ったりした時代（高度成長期）ではあるが、
と： 突（と）然のことでびっくり、
り：（り）っぱだなと、このようなサービスできるなんて
か： 韓（か）国、日本の一部も会社で同様なサービスに同時期に遭遇
な：（な）んとなく、とてもよい気分になる
時代の変化はあるかもしれないが、ふと、今もこのサービス続いているのだろうかと思う。
会社のちょっとしたサービスで社員皆さんもうひと頑張りしようという気持ちになるのではな
いかと。こんなゆとりを持った経営者がいればと、現状（関連のニュース）を見ると、つい思いたくな
る。そんなに高価な食べ物ではないけれども、みんなの気持ちを和らいでくれる効果があるような気が
した。なんともいえない微笑ましい光景だった。

柴本和夫

言葉の研究

①GO TO キャンペーンの実施
・賛成派＝郷ひろみとオーストラリアと囲碁 ⇒ 郷です・豪です・碁です
・反対派＝チコちゃん（五歳） ⇒ GO としてるんじゃねえよ
②外出自粛の高齢者の健康管理
・血圧はアグラで測るな・・血圧の数値が倍のリスクあり（バイアグラ）
・酒の飲み過ぎに留意・・・アルチュウハイマーのリスクあり
・６５歳を超えた高齢者が鍛えるべき筋肉とは・・・年筋（年金）
・退職した高齢者が貰える手当・・・病院からの残尿手当
・ナスを食べて血液を良くする・・・ナスの良い血（那須与一）
・ナスで良い血になったら、旅に出る・・いい血旅だち
③野党の合流報道をイジル
・新党の名前で揉める野党連合に堤案～銀行や生保を参考に全部くっつける
東京三菱 UFJ・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 ⇒ 立憲社民国民共産民主党
④駄洒落系ネーム
・サバ専門店のトイレ表示～男性用～お殿サバ
女性用～お母サバ
・器具名～オリロー・ニゲロー・タスカール 草刈り機まさお 駆動静香
・食品～元気で酢 達者ｄｅ菜、ご飯がすすんで「生姜」ない、三つ野菜だー、レ取るとカレー
・回転寿司～サーモン小暮、マダコデラックス、エビザイル、エビノミックス、走れトロイカ
ズームの例会の楽しい笑いで元気になれる。笑いの元気でコロナ対策
おおいに笑おう～ジョークサロンで
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曽田英夫
狂歌 NEW 門
● 大きな心 笑って暮らす
対コロナ 熱中症も 怖いけど 大きな心 笑って暮らす
自分自身 陽性なのか 陰性か 大きな心 笑って暮らす
外出を 控えほとんど 家に居る 大きな心 笑って暮らす
● ふっと感じた この胸さわぎ
照ノ富士 期待したら 優勝し
ふっと感じた この胸さわぎ
藤井棋聖 二冠目取ると 予想した ふっと感じた この胸さわぎ
黒い雨 お願い無視し 控訴した
ふっと感じた この胸さわぎ
● 両手をあわせて 必死に祈る
早いこと 神田に集まり 笑い合う 両手を合わせて 必死に祈る
ドラゴンズ 連勝つづけ 上位へと 両手を合わせて 必死に祈る
インフルの 大流行が ないように 両手を合わせて 必死に祈る
コロナ菌 愛されぬよう 朝に夜に 両手を合わせて 必死に祈る
野本浩一 お写落日記 【パソコンが突然フリーズ動かない 焦りまくって落ちこんだ日々】
パソコンに度々出てくる「古いデータをスキャンしてアップデートしま
しょう」（無料）を何気なくクリックしたことがそもそもの発端だった。17
日（月）パソコンがダウン。18 日にはにっちもさっちもいかなくなった。
残るは出張サービスのみとなった。
データが消えたら・・・・どうしよう。再度伝笑鳩の変集か、あーあ、不
安は募るばかり。「最短で 23 日（日）です」で溜息アップ。夕方、現場担
当から 19 日 11：00 なら OK と聞いて溜息ダウン。その日に修理できればメールが出せそうと滅入
る気持ちは収まりかすかに希望を繋ぐ。そこへ 18 日夕方に「時間勘違いです。20 日 11：00 にさ
せて下さい」「えぇー、仕方ないなぁ」再度ダウン。すると「もし、宜しければ今から（18：20 頃）
伺えますが」となって、気分アップ。作業は 18：30～21：00 まで 延々と続いた。ウィルスを全
て削除したと聞いた（アップ）が、画面が修復するか分からない（ダウン）、途中あきらめていた。
とある小さなプログラムが発見できて、光明かも（アップ）・・・で黙々と作業してもらいました。
21：00 頃、「元に戻りました！」で落着。作業実費は 6640 円。本当に大変でした。
教訓： タダより高い物はない
教訓： 気を付けよう 甘い言葉と タダの声
刻々と変るパソコン修理には 二転三転一喜一憂
落ちこむな最後は何とかなるものだ そんな思いは万国共通
佐藤重剛

数字遊び その４ つづき
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★2020 年 8 月 26 日 ZOOM 例会作品投稿参加者
14 名
小宮三千夫、野本浩一、阿部博、門口泰宣、平井幸雄、佐藤重剛、柴本和夫、青野正宏
古谷錬太郎、海郷達人、芝崎満夫、小島裕子（こじままじこ）、香野好勇、

、曽田英夫、

＊無料ズームは 100 人まで参加できるとか。遠隔地の皆さんも是非参加トライをお願いします。
こんな感じで
例会に参加です。
一人ひとりから
作品の披露が
あります。
メール接続が
可能な皆様は
是非是非ご参加
下さい。
変集鳥にあてて
E メール送って
下さい。案内を
送りますよ。

次回以降の予定
10 月 28 日（水） 千代田スポーツセンター 7 階第 2 集会室 14：30～17：00
＊ただし、オンライン ZOOM 例会になる可能性もあります。
11 月 25 日（水）、12 月 16 日（水）・・・・
2021 年 1 月 10 日（土） 新年会・・・予定です
＊１２月は例年第３週に実施してます。今年も同様に取組みます。
＊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

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2020 年 8 月 19 日～2020 年 9 月 17 日
切手：橋本豊、加藤勝彦、早川武、山本雅保、三浦邦夫
カンパ： 海郷達人、上條愛子、松山カオリ、山本雅保、三浦邦夫

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（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。
伝笑鳩 No.372 発行 2020.9.30
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・松原伸伍
マスコットカット：天野秀雄
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
★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。
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