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＊＊＊＊２０２０年１１月 No.３７３＊＊＊＊＊＊＊＊ 

            
＊コロナにも負けず飛んでる伝笑鳩 飛び立ち始め30年余＊＊   

 読者の皆様から、カンパが沢山届い
ております。ありがとうございます。 

 ジョークサロンホームページはご覧頂い

ておりますでしょうか。FB（フェイスブッ

ク）でもジョークサロン仲間を募っております。そのFBにも新しい仲間の方が 

参加するようになりました。 

 コロナ禍の活動は自粛がちになりますが、何とか踏ん張って、次へ 

つなげていきたいと思います。応援を宜しくお願致します。 

             

埼玉・和久井哲男   毎月の「伝笑鳩」楽しく拝読しております。 

コロナなかなか終息せずつらい年寄り（85才）の毎日です。 夏に暑中見舞いの三密分離のハ

ガキ前島密の切手、各位へ送りました。御笑覧下さい。変集協力の皆様に何卒宜しく。 

 

福島・松山カオリ  伝笑鳩はコロナに負けず元気に飛び廻ってる様子を知って嬉しくなります。 

全国の伝笑鳩が『笑い』でコロナを追い返して欲しいと願っております。毎月元気で楽しい伝笑鳩を読ませ

ていただいてありがとうございます。これからも益々元気に飛び廻って下さい。 

 

長野・松原伸伍    お陰様でコロナ禍でもストレス解消とぼけ防止に大変役立っています。 

又、生活を客観視することで様々の合理化に役立っています。 

 

新潟・永林寺・佐藤憲雄 初秋の好季節となりました。何時も御報愛を賜り御厚礼申し上げます。 

「伝笑鳩372号」嬉しく拝受。篤く御礼申し上げます。お元気で楽しい作品を飛ばしてください。鶴首してま

っています。 合掌 不一 

 

 

 

愛知・気晴亭：加藤勝彦 テレビ見て頂きありがとうございました。  

亡父がとんとん拍子ごはんという商品を特注の容器に入れて木のフタをして提供し

ていました。それを長男が“お寿司とんかつ”用の容器にアレンジしたものです。 

昨日は朝11時の開店前から行列ができ、かなりの待ち時間となりました。 

 

東京・高栄子  若い有名人が次々と彼岸に渡り私は寂しく思っています。 

私が彼岸に行った後、彼らにどんなに私の失望が深かったかお話してあげますよ。 

娘と川崎の水族館に行ったところ「ママは150歳まで生きそう」と言われてしまいました。 

 

東京・樋口七郎  いつまでも、いつまでも、いつまでも、高く、高く、高く、飛び続けろ伝笑鳩。 

 

菊の香が そよ風のなか さわやかに 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】    

伝笑鳩 

今月の一笑 
 

   コロナいろは歌 

ちゑをつけふえてはへりぬころなうい

るすおさまれとねかいのそむわあたら

しきよゆめみせにほんひやくも 

（智恵をつけ増えては減りぬコロナウ

イルス治まれと願がい望ぞむわ新しき

世夢見せ日本飛躍も） 

     東京・平井幸雄 

9月27日（日）TBSテレビ「バナナマンのせっかくグルメ!!」     
で伝笑鳩読者 加藤勝彦さんの店「気晴亭」が紹介されました。 
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しば選 ものは付け 第 237回 

 

「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）   

 

秀逸笑 先に行って下さいが、「逝って」になっていた 埼玉 北沢 正嗣 

（五木ひろしも嘆いてます。あの人は逝って、逝ってしまった～もう帰らない）    

金笑  食前のビールは忘れないが食後の薬は忘れる        静岡  野末 紳二 

（食前の薬、食後のビール：逆転の発想）   

銀笑  スイカと間違えてオヤジの頭をポカリ             神奈川 志賀 明  

（ポカリスエットの飲み過ぎに注意してね）    

銅笑  マツコ・デラックスが女性だと思い込んでいたこと       神奈川 大鳥羽 裕太郎 

         （タケコとウメコはどっち？）       

小笑 

 お汁粉を作る時、塩を入れてしまった。   （糖尿病には塩味のお汁粉がおすすめ）  長 野 松原 伸伍 

いつも付けてるカツラを忘れて出社 （リモート勤務になったので忘れても大丈夫） 熊 本 松野 信夫  

今日も駐車場に着いてからキー無しに気が着いた（気なしの行動はキー無しの結果） 埼 玉 佐藤 重剛 

ビールと勘違いして、ブランデー（神谷バー）を一気飲み（ビールの値上げが原因） 千 葉 岡部千代松 

物忘れの通院に自転車で出かけて、バスで帰宅 （トホホな話～対策は徒歩に転換） 静 岡 野末 紳二 

正装してズボンのチャック締め忘れ     （社会の窓は、常に大切にしてます） 埼 玉 北沢 正嗣 

生年月日の欄に今日の日付を書いてしまった        （永遠のゼロ歳～百田尚樹）  神奈川 志賀 明 

水を汲もうとして、ザルを持参していた。         （どうにも救えない話です）  熊 本 松野 信夫 

GO TOトラベルをトラブルと覚えてしまった（昨今はトラブルの話題がてんこ盛り） 埼 玉 高木 正明 

 

期日関連 

ものは付けの投稿＆締切日（高橋満子・酒井典子・小島裕子）      宝くじの期限切れ（稲葉浅治） 

締切日を過ぎた伝笑鳩の作品（海郷達人）           半年前にした眼科予約日のど忘れ（野本浩一） 

半年後に気づく免許証の更新期日（浜田頓坊）   妻の誕生日～今年も忘れたサプライズ（北沢正嗣） 

結婚生活関連 

60年前に婚姻届に押印しちゃったこと（佐藤重鋼）     私達の結婚～お互い様ですが（稲葉浅治） 

 出来ちゃった婚（海郷達人）       暴力男と知らずに結婚～とたんに豹変してしまった（松原伸伍） 

電車とマスク関連 

電車の乗り過ごし（藤野哲康） 反対方向の電車に乗った（浜田頓坊）マスクのつけ忘れ（稲葉浅治）  

飛び乗った電車は女性専用車（大鳥羽裕太郎）       病院に着いた時マスクがない！（皆合かず子） 

 

第238回の題 「お世話になりましたと思うものは」   （出題：井上順）   

締切は、11月5日とします。 笑いに自粛は不要です。 ＊ひとり３作品まで 

 

 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 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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鎌倉極楽寺・浜田頓坊  甘辛都々逸ほのぼのランド 137 

《笑い種。人を動かす静かな曲もの「仕掛学」》 

◇よく見ると 社会心理や 群集心理 時に乗せられ 踊る仁 

◇「仕掛学」 松村真宏（氏） 見掛けは自然 裏に仕掛けが 見え隠れ       

◇世界は仕掛けに 溢れていると ちょっと変わった 斜の構え 

◇もう一歩 前に進もう トイレに的が あると無しでは 違う率 

◇言っとくが 誰かが不利益 被るような 悪い仕掛けは 笑えない 

《「心の抗体」てなものが有ればよい薬だとー》 

◇どんと来い 運は自分が 信じて創る 強い信念 その力 

◇心の抗体 てなもの無いか あれば人心 安堵する 

◇ヒントだが 法然・親鸞 日蓮そして 道元・栄西 心かな 

◇自ずから 打って出るのも 良いのだけれど 果報は確り 練って待て 

◇世の中の 良いもの取り込み ちゃっかり消化 自分仕立てに するも技 

  

東京・稲葉浅治     川柳「和む」       半世紀心が和む赤い糸 

お世辞でも心が和む一言を           白ネクタイ心が和む黒い服 

曾孫が生まれ四代和む日  々           地球儀がコロナ倒して和む日  々   

 

東京・樋口七郎                        語呂のいい名前 

  まず、「美空ひばり」です。美しい空にひばりとはいい名前だと思います。山川豊も語呂がいいですね。 

 大山登、大川渡、大橋通、大林繁、大森繁、星野光、春野曙、夏野暑男、秋野紅葉、冬野寒央 ・・・ 

 取りは「佐藤利雄」→「砂糖と塩」です。 

 

三浦 邦夫    米国大統領選についての一考察 
 
１０月７日 米国で行われた副大統領候補同志のテレビ
討論会で話題となったのはペンス副大統領の頭にとまっ
た「蠅」でした。 
地元のハイスクールの研究によると、コロナで両候補の握手ができ
ないので代わりに「ハイ・タッチ」したものとわかりました。ちなみに前回の大統領選挙では「ヒラリ
ー・クリントン」に蠅がとまり、その結果か？「ハイ北」しました。今回のことでトランプ―ペンス陣
営は震え上がったとのことです。一方のバイデン候補は「蠅出ん」と安心しているとのことです。 
１０月１１日TBSのサンデージャポンでは、あの蠅の種類はー「インスタばえ」だという話がありまし
た。さすがプロ！と感心しました。 
 
長野・松原伸伍         ほんわか短歌 

 

 ピンコロに 終らせたくて 家族らが プールの歩行 我に寄り副い 

 幾年も 部屋に積まれた 古物を 離れがたいが 今日も断捨離 

 便利だが ペイペイ持つと 浪費ぐせ つらい結末 待っているかも           

スーパーで 品物見乍ら いい気分 誘惑に負け 少し買いすぎ 

コロナ禍で マスク不足を 心配し つい買い過ぎて 心はブルー 

家族いう 認知症には ならないで サプリ渡され 服用の日  々

やせたかな パンツのひもが ゆるくなり ゴムヒモ作業に 嬉しいつかれ 

Go To （キャンペイン）で 観光客が 増えすぎて 日帰り風呂が すしづめとなる 

映画館 家族と2人 貸切りで 久方ぶりに ドキドキ止まず 

人のはげ 笑っていたが 今は我 はげ拡がりて 爺々となりぬ 

杖ついて 歩く人  々 笑っていたが 今は杖つき よろけ歩く我 
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平井幸雄      コロナ    イ ロ ハ カルタ ➂  

前回に続いて、コロナ禍の新しい生活様式に沿ったコロナ教訓イロハカルタの第 3 弾です。 

 

曽田英夫              狂歌NEW門   
● 思わぬことに 心がなごむ 

川柳が 一句入選 通知来る   思わぬことに 心がなごむ 

ラジオから 古い漫才 懐かしい 思わぬことに 心がなごむ 

黒マスク 大坂なおみ 優勝し  思わぬことに 心がなごむ   

翔猿が 新入幕で 奮闘し    思わぬことに 心がなごむ  

● 耐えてしのんで その時を待つ 

今でさえ 県境越える 勇気ない      耐えてしのんで その時を待つ 

オリンピック やるかやらんか いつ決まる 耐えてしのんで その時を待つ  

このサロン 皆で会して 笑うまで     耐えてしのんで その時を待つ 

● 愚痴と文句で 夏も過ぎゆく 

持病だと 言って首相は やめちゃった   愚痴と文句で 夏も過ぎゆく 

出来レース 石破・岸田の 立場ない    愚痴と文句で 夏も過ぎゆく 

結局は モリカケさくら 迷宮へ      愚痴と文句で 夏も過ぎゆく 

 

 

桑原妙子          ワンダフルワールド  ハロウィーンだよ 
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青野正宏          百人一首風 総裁選    ＊元歌は省略させて頂きます（番号だけ記載） 

7    安倍の腹下すの見ればかんがえる みかねるやまい 運の尽きかも 

17    安倍もふる 禅譲効かず 立つ瀬なし 票くれないに 水さされるとは 

100  もう無理や ふるいたたせて 挑むにも なおあまりある 票差なりけり 

62    意思こめて 選挙出馬を はかれども 領袖たちは これをゆるさじ 

60    進次郎 総理の道も 遠ければ まだ声も出ず 菅をもりたて 

11    菅の旗 勝負をかけて 立ていでぬと 党には告げよ 明日のおおぶね 

11    話題には 新味を欠けて 組閣する 民には告げよ 甘い公約 

 

香野好勇・こうの好太     好太川柳     フォト川柳 朝茜富士がヨットにお早うさん 

目力とマスクで差付けモボとモガ    

ウイズコロナ令和維新の火付け役 

ウェブ会議チョット超えるか糸電話   

ウェブ会議根回し大事とラインする   

ウェブ会議腹割り語るも中読めず 

夢の夢宇宙旅行はすぐそこに      

オンラインバーは賑やか一人酒 

新コロナ地球一気に小さくする 
 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.353《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

菅と岸田と 石破の 3馬 派手な八百長 出来レース  

菅へ菅へと 派閥がなびく 菅に固まる 総裁選  

菅氏担いだ 忖度メディア 農家育ちの 叩き上げ  

総理就任 理念は国家 よりも派閥の 手打ち式  

世間の評価は むっつりオヤジ 影で操る 二階・安倍  

桜・もり・かけ 調査はやらぬ これで疑惑は お蔵入り  

人事握って 忖度させて 逆らう官僚 排除する   

菅の答弁 木で鼻括り 「問題ない」とか 「当たらない」  

省の縦割り 横槍突つき 壊す手立ては デジタル化  

自助と共助で 公助は渋り 絆でカバーと ケチる菅  

目安箱とか 110番や デジタル化はもし 監視用？  

国勢調査の 結果はどうか 酷政調査に 成り兼ねず  

アホノミクスを スカノミクスに 変えて茶化しの  浜矩子 
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大鳥羽裕太郎  ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)   ♫モネは画家ちゃうで 

 

(幸)何いうてんねん。モネは1840年生まれで＜印象派＞を代表するフランスの画家や 

  ないか。1872年に描いた代表作「印象・日の出」は＜印象派＞の名前の由来にも 

  なったらしいで。 

(裕)そのモネちゃうねん。服部家の一族やねん。 

(幸)ほんなら服部半蔵の孫かなんかか？  

(裕)そんなに古ないねん。 

(幸)わてらの時代は服部いうたら＜服部良一＞はんや。笠置シヅ子さんの「東京ブギウギ」   

   作曲しはった人で、わてより15歳年上の1907年大阪・天王寺生まれや。 

(裕)その長男さんが1936年生まれの＜服部克久＞さん。パリ国立高等音楽院を1958年に 

   卒業して日本のTV放送の創成期を担いはった。長寿番組「ミュージックフェア」の 

  チーフアレンジャーやったんやで。 

(幸) ＜服部克久＞さんの長男が1965年生まれの＜服部隆之＞さんやろ。この人もパリ国立 

高等音楽院で学びはった。倍返しの「半沢直樹」やNHK大河「真田丸」のテーマ曲等を 

作ってはる。ここまでの3人は全て作曲家・編曲家やわな。 

(裕)そうだす。いよいよ登場するのが＜服部隆之＞さんの長女で1999年生まれの＜服部百音 

(もね)＞さん。この方は現在21歳。2015年ボリス・ゴールドシュタイン国際ヴァイオリン 

コンクールでグランプリを取りはった天才ヴァイオリニストで、画家ちゃうで。 

(幸) ＜服部良一＞さんの曽孫で初めて演奏者が出たわけやな。 

(裕) エンソウデス。 

  

門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 

 

１）翔猿の活躍を見たよ言ったよ聞いたよ                                

２）♪あんた勝ったどっこさ 熊本どっこさ♪ 正代 

３）封じ手に買い手がついた 

４）♪どんとなった花火だサプライズ♪ 

５）子豚泥棒にはピッグリ 

６）泥棒に襲われ梨がりも蒲萄がりもガッカリ            

７）引き続きサクラを見る会を注視しよう 

８）ドコモかしこも料金値下げ警戒 

９）三浦春馬に次ぎスー再度の竹内結子 

10）わざと菅（かん）総理と言った麻生不服総理の真意 

 

こじままじこ（小島裕子） まじこのマジックルクル 回文 「イルカ」 「地名-その8」 

いるかあしたわたしあかるい      （イルカ、明日私明るい） 

いるかいいたべたいいかるい        (イルカ言い、食べたいイカ類) 
いるかあめなめなめあかるい       （イルカ、飴舐めなめ明るい） 
いるかはおっいがいっおはかるい     (イルカは、おっ以外っ、尾は軽い） 

 
たいわんさくやひなひやくさんわいた  (台湾、昨夜、雛百三羽居た) 
いらんほしいのはあわのいしほんらい  (イラン欲しいのは阿波の石、本来) 
しりあがにくいくにがありし          (シリアが憎い国がありし) 
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小宮三千夫             あいだみつを｢にんげんだもの｣より-１4 

 

 

コロナウィルスがあってもなくてもいいじゃないか 

東京五輪は開催されるんだもの     ・・・ジョン・コーツ（IOC副委員長） 

参加選手が少なくたっていいじゃないか 日本のメダルが増えるンだもの 

             ・・・山下泰裕（JOC会長） 

 

五輪ができなくたっていいじゃないか 国政に打って出るから・・・小池百合子 

Docomoを子会社化したっていいじゃないか 料金を4割下げるンだもの・・NTT社長 

芝居が少しくらいおおげさだっていいじゃないか 視聴率32.7％だもの 

・・・「半沢直樹」プロデューサー 

菅さんだっていいじゃないか パンケーキ好きなんだもの          ・・・令和おじさんファンクラブ 

大学2年生だっていいじゃないか 気象予報士の資格を持ってるンだもの 

 ・・・村上なつ (日本テレビ系“news zero”のお天気キャスター) 

 

 
佐藤重剛             シュガーの数字遊び その５   

 

 

 

 

 

 

 
吉永こ百合（尾垣聡子）  はめ字「秋の色～お月さま～菅総理」   
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柴本和夫                言葉の研究    

１.菅総理が誕生しました 

・「圧勝の選挙」の翌朝～スガスガシイ（菅菅強い）朝を迎えた 

・スガノミックス～中身はスガでなく、スカスカ 

・好きな相撲力士は、『貴景勝』 ⇒ シコ名は、『安倍継承』  

・好きな歌は『アナと雪の女王』 ⇒ 安倍のままに♪（アリのままに♪） 

・常備薬は山崎帝国堂の毒掃丸 ⇒ おかげで総裁選では「独走菅」 

  ・叩き上げ報道の疑惑 ⇒ 姉二人は国立大、弟は慶応大、父親は１６年町会議員 

２.世相の話題 

①肝いりのデジタル庁設置 

    焦りは禁物ですよ。デジタル（過ぎたる）は及ばざるが如し       

②電子マネーのドコモ口座 

   どこが安全ですか？ドコモ不安です。 

③困るもの～迷惑行為   酔払いの「たちション」と暴走族の「くらクション」 

  ④間違いないと思うもの（ＮＨＫ番組広報から）   

・朝ドラのエール～コロナ禍の人の応援歌～古関の歌がエールとなる、間違いない。 

・大河ドラマ～コロナ禍の殺伐とした世相～絶対に麒麟が来る、間違いない 

  

間違いないと思うもの。それは、ジョークの麒麟の存在。 

笑いの元気で麒麟を呼ぼう！おおいに笑おう～ジョークサロンで  
 
 
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。 

 

正岡子規 「秋」の句から 元句               アベノ「ギャ句〝」               

＋本書掲載「ギャ句〝」 

 

①  世の中の人や案山子の出来不出来           → 世の中の人や嬶（かかあ）の出来不出来  

世の中の人や案山子の西城秀樹  

②  紫のふつとふくらむ桔梗哉                  → 紫のふつと吹くらむ煙管（キセル）哉    

胸先のふつとふくらむ帰郷哉  

③  鶏頭の十四五本もありぬべし               → 検討の十四五本もありぬべし 

 蛍光灯十四五本もありぬべし  

④  居酒屋に新酒の友を得たりけり             → 居酒屋に断酒の友を得たりけり  

居酒屋に新種の友を得たりけり 

⑤  たヽかひのあとを野山の錦かな             → たヽかひのあとを野村の錦かな          

歌会のあとを野山の錦かな 

⑥  しづしづと野分のあとの旭かな             → しづしづと戯（たわ）けのあとの旭かな  

しづしづと仕訳のあとの赤字かな 

⑦  ツクヽヽボーシツクヽヽボーシバカリナリ   → ツクヽヽボーシツクヽヽボーシバカニナリ  

ムギワラボーシムギワラボーシバカリナリ 

⑧  名月や笛になるべき竹伐らん               → 名月や蓋になるべき竹伐らん  

名月や姫になるべき竹伐らん 
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野本浩一  お写落日記 【お陰様無事にお祝いできました 古稀前の年六十九歳】 

フェイスブックにはかつてのフィリピン勤務時代の小生の車の運転手からもお祝いのメールが届

いた。かれは God bless you always   と書いてきた。そこで、彼に返事を送った・・・。 

   Please pray and ask god  to send me more wealth and health! 

  するとその願いに対して優しいフィリピン女性から応援が届いた。 

  yay! I pray for that! More blessings to come   

 とにかく、一日一日を大事に生きて、長生きしよう。 

  「野本は長生きすると思うよ」 

  「どうして？」 

  「だって、昔から言うじゃない 『憎まれっ子世に憚る』ってさ」 

  いくつまで生きればなるか長生きに 百までわずか三十一年 

 

芝崎満夫 笑いの笑解(紹介) 22．コストダウンではなくコストアップの思い出 

(1)一時期コストダウンチームに属した。購入品の価値分析を行い、無駄な機能を削減するもの。 

(2)あるーメーカと、協議の上、大幅なコストダウンができ、実施したが、営業運転を始めると、トラ

ブルを引き起こした。ボールベアリングが焼き付けを起こすことがわかった。原因はベアリングのラ

ンクをメーカが勝手に変更していた、メーカ独自のコストダウンも（これが盲点）行っていた。 

笑いのポイント（笑点） 

コ：個々（こ）こにメーカと共にしっかり価値分析を行い、 

ス：（す）ごく、コストダウンにつながり、無駄の削減になり、 

ト：（と）ータルで評価されたけど、 

ダ： 大（だ）い丈夫だなとメーカにさらに念を押したにも関わらず、 

ウン：運（うん）転すると、軒並みベアリングが焼き付け起こす、これではコストアップ！！ 

今では、笑い話かもしれないが、あまりにも良すぎる話は裏がある 

ことがわかった気がする。まさに「安物買いの銭失い」という言葉が浮かんでくる。 

とても大きな成果に対する喜びと失望との落差が大きすぎて、思わず苦笑い！！ 

                         
 

 

 

 

江戸こ噺広め鯛    ＜＜ 折 句 ☆ ことばあそび ＞＞  たいいく ・ たいく 

  ○ 伊達男 粋（いき）にマフラー くゆらせて     ・・・ 番茶 
  ○ タバスコを 一（いっ）杯かけて 食らう美女    ・・・ 番茶 
  ○ だいすきな いすみぐんし（夷隅郡市）くらしたい  ・・・ 剣心 
  ○ たいへいよう いんどようまで くちく（駆逐）せよ ・・・ 剣心 
  ○ 高（たか）のぞみ いい人に出会い 暮らしたい   ・・・ 福風 
  ○ 鯛も好き いくらもっと好き 食（くい）道楽    ・・・ 古ねこ 
  ○ 鯛焼きを いくつでも食う 食いしん坊       ・・・ 古ねこ    
  ○ 宝（たから）くじ いつもハズレ くやしい！！   ・・・ あんこ 
  ○ たらちねの いかにおわすか くにの母       ・・・ ３休 
  ○ 楽（たの）しいな イクラ食べて いくらかな    ・・・ 笑英 
  ○ 逞（たくま）しく 生きて行くんだ 苦学して    ・・・ 笑英 
  ○ たまらない 芋（いも）の天ぷら 食いすぎた    ・・・ ずんだ 
  ○ たくましく 良い（いい）体つき  黒（くろ）光り ・・・ ずんだ 



- 10 - 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

★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。 

★2020年9月30日 

ZOOM例会作品投稿参加者 11名  

香野好勇、野本浩一、平井幸雄、柴本和夫 

曽田英夫、阿部博、青野正宏、小宮三千夫          

桑原妙子、大鳥羽裕太郎、芝崎満夫 
                                                          

                     

次回以降の予定 

11月25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。 
12月16日（水）・・・・千代田スポーツセンター 7階第2集会室  予定 又はZOOM 
2021年1月9日（土） 新年会・・・予定です 
2021年1月27日（水）、2月24日（水）、3月24日（水）・・・  
 ＊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9月18日～2020年10月19日 

切手：森岡直人、瀬川裕志、青野正宏、和久井哲男 

カンパ： 浜田頓坊、松原伸伍、青野正宏 

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。 
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