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伝笑鳩
＊コロナにも負けず飛んでる伝笑鳩 飛び立ち始め 30 年余＊＊

今月の一笑
百人一首風 選挙落首
しのぶれどリスト出にけり買収先
票を思ふと人の問うまで
ばらまけば捕まるものと知りながら
なおうらめしき票集めかな
もろともに哀れとおもえあの夫妻
トカゲの尾とは知るよしもなし
神奈川・青野正宏

コロナ感染が終息に向う兆しもな
く、
寒さが厳しくなるに連れて感染者
数は増加傾向にあります。
千代田スポーツセンター７階第 2
集会室での開催も見込めません。
オンラインでの ZOOM 例会がいつまで続くのでしょうか？
忘年会は？ そして新年会は？ どうなるのか？
早くみなさんとリアルに会える時がくるように祈るばかりの日々であります。
みなさん、コロナに感染することなく、させることなくご無事にお過ごし下さい。
東京・神山徹 古文亭南朝
偏屈王
あるブスの少女
女の一升
フラダンスの犬
お焦げの餡

東京・藤野哲康

私的今月の一笑 私の本棚

（アレキサンドル デマ）
（ヨハンナ スベリ）
（モータクサン）
（マリハ ウィーダ）
（モンゴメンネ）

大変ご無沙汰しております。コロナ禍の中、秋色いろいろ深まり、

日一日と寒さがつのりますが、お変わりございませんか。本日伝笑鳩のエサを同封させて頂きましたのでこれ
からもよろしくお願い致します。

神奈川・中川克己

御無沙汰しています。コロナで大変ですね。切手御送りします。

来年度もよろしくお願いします。

長野・松原伸伍

コロナ禍と寒気の中、野本様始めスタッフの皆様大変御苦労様です。

過日、“伝笑鳩”がとどきました。相変わらず“とん智”の凝縮した作品ばかりでハイレベルな方が多いと、
拝察し沢山学ばせていただいています。又私の愚作をのせて戴き有難うございました。
経済的不況やコロナの第二波の心配もありますが、皆々様呉々も御身体をお大切に活躍されます様祈念して
御礼と致します。

東京・高栄子

コンビニのイートインで急に話しかけられました。

伝笑鳩 373 号に目を通していたところ、「大変ですね」と。テーブル一杯に書籍や食物、コーヒー、ノートの
類を置いていたので・・・。私「大変じゃないです。これも全部こなしてしまいますよ」彼女「お名前は？」
私無言。私の名前は栄子ですが、「A 子です」と軽く応えても良かったのかも。

鎌倉極楽寺・浜田頓坊 コロナで大変な年、続けて鳩を飛ばして頂いて感謝・感謝です。
東京・樋口七郎

コロナに負けるな伝笑鳩 コロナをやっつけろ伝笑鳩

冷たさが ぐっとしみいる 晩秋は 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 238 回
「お世話になりましたと思うものは」

（出題：井上順）

秀逸笑
コロナに振り回されたこの１年。伝笑鳩編集担当で苦労された皆々様に
神奈川 浜田 頓坊
（いえいえ、読者の皆様があっての伝笑鳩でした。ものは付けの投稿の皆様に感謝を込めて）

金笑

筒美京平さん～青春の思い出がたくさん

静 岡 野末 紳二

（お世話になりました。また逢う日までの作曲）

銀笑

3 人の立派な男の子を産んで美味しい夕食を作ってくれる妻

神奈川 大鳥羽裕太郎

（毎日が感謝の日）

銅笑

聞こえない時に、さりげなく横で筆談してくれたあの時のあの人

高 知 高橋 満子

（日本人の優しさの賜物）
小笑
家に風呂なし時代の日帰り銭湯 （銭湯のない田舎～風呂を沸かすと近所をお誘い）
免許返納後の車と、連動して諦めたゴルフクラブ （車もクラブもドライバーを諦め）
肺癌で末期症状の患者が日本専売公社にひと言 （のみ過ぎたのはあなたのせいよ）
小・中・高・大と私の入学はあなたのお蔭
（裏口入学の達人～あなた様は神様）
モリ・カケ・サクラ＆昭恵夫人
（伝笑鳩の紙面での今年の流行語大賞候補です）
未だ未だ皆様のお世話になる積もりの私ですので宜しく （私は、コロナウイルス）
生前葬を終えたばかりの「故人」にばったり（現世での再会～生前はお世話にの挨拶）
刑務所の出所の時
（三遊亭小遊三の心情～帰ってくるんじゃないぞとの激励言葉）

長 野
神奈川
熊 本
埼 玉
神奈川
埼 玉
埼 玉
神奈川

松原
浜田
松野
佐藤
志賀
高木
酒井
志賀

伸伍
頓坊
信夫
重剛
明
正明
典子
明

お世話になった人
私を取り上げてくれた産婆さん（岡部千代松・稲葉浅治）生前の母が入所の介護施設スタッフ（藤野哲康）
コロナ禍で廃業のラーメン屋のおじさん（稲葉浅治）退職時の部下、退院時の医師と看護師（海郷達人）
お世話になったモノ
コロナのマスク（吉永こ百合・大鳥羽裕太郎・松野信夫・野末紳二）
デジタル化で不要となる印鑑（高木正明・三浦邦夫）
カラオケでの持ち歌（皆合かず子）
サイズが合わなくなった衣類（吉永こ百合・酒井典子） スマホ時代到来のカメラ（吉永こ百合）
学生時代のチョメチョメ本（藤野哲康）
愛用品の思い出
兄弟 3 人が共有したお下がりの学生服（松野信夫）底がすり減りのジョギングシューズ（大鳥羽裕太郎）
漫画「巨人の星」の時代から苦楽を供にしてきた卓袱台（野末紳二）擦り切れたお財布（皆合かず子）

第 239 回の題 「そんなの関係ないと思うもの」
（出題：小島よしお）
締切は、12 月 5 日とします。笑いに自粛は不要です。
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
-2-

柴本和夫宛

三浦 邦夫
アメリカ大統領選挙
両候補の勝敗因分析
米国各州で接戦となりましたが、両候補の勝因・敗因を分析してみました。
【バイデン候補の勝因】
ウィスコンシン州
形勢不利だったが、「ウイス」キーで「懇親」会をやった。
ミシガン州
まだ民主党に志願してない「未志願」の人を集めた。
ペンシルバニア州
お年寄りに「ペン」を送り「シルバ」ー世代を「ニヤ」とさせた。
【トランプ候補の敗因】
ニューヨーク州
せっかく「風呂リダ」で勝ったのに「入浴」しなかった！
イリノイ州
もともと「入りのいい」州なのに票が入らなかった。
ペンシルベニア州
配った「鉛筆」が「べニア」板でできていたため書けなかった。
鎌倉極楽寺・浜田頓坊

甘辛都々逸ほのぼのランド 138

《笑顔絶やさず、好きに生き抜く心意気》
そうだなあ 人生付いてた 難し道も 好きに選択 生きてきた
死んでいたかも しれない事が 何度かあったが 善くもまあ
世の中は 上手先生 下手さえも又 すべて自分の 良き教師
歌か楽器か 絵画か詩歌か 旅もよかろう 好き勝手
パリの夜 「ムーラン・ルージュ」も コロナで駄目か ちょっと残念 年の暮れ
《時には「能」や「陶芸」の世界に遊んでみる》
時には静かに 「能」など見聴き ゆるり人生 想う悦
芸道は 寿命福徳 増長させて 人の心を 和ませる
秘すれば花なり 世阿弥の主張 「風姿花伝」の 主旋律
世阿弥「風姿花伝」と 武満徹 どこか通じる 芸の極
玄人の 陶磁器鑑る目は 厳しい一語 真贋生き死に 色や綾

長野・松原伸伍

ほんわか短歌

昨日まで 冷やしタオルに 冷シップ 一夜明けたら えり巻とかげ
早とちり 明日も解らぬ 身を想い お別れ文を 準備しておく
早歩き すぐに疲れて 筋肉痛 指圧やハリに 余分な出費
便利だが スマホは苦手 ストレスたまる 肩はこりこり 目もうつろ
意識して 蛋白質を よくたべる 気分のせいか 肌がつるつる
検査前 洋菓子（かし）店の前 目が泳ぐ 和菓子を食べて やっと落ちつく
気付いたら 家の内外 不要品 捨ててから買う 身につかぬ我
検査の日 つい食べ過ぎを 指摘され 御しがたきもの 食欲の叫び
暖房器 石油の補給 日々なれば 重さこたえる 腰痛の冬
コロナ禍で どこもかしこも 映像化 操作とまどう 八十路の我等

東京・樋口七郎

「蒲」とは何か研究しました

「蒲」はイネ目ガマ科属の多年草で、北海道から九州まで、池や沼などの水辺にいたるところに自生してい
ます。 カマボコを漢字で書くと
「蒲鉾」
と書くのは白身魚のすり身を細い竹の棒に巻きつけて焼いた形が
「蒲」
の穂に似ているからといいます。 また「蒲」の葉を集めて円形に編み込んだものが「蒲団」なのだそうです。
「蒲」がカマボコになったり、フトンになったりで不思議ですね。

東京・稲葉浅治

川柳「火」

あと１年待ちわびている聖火台

火遊びが過ぎて火傷のアスリート
しのび逢い密かに握る導火線

残り火を消さないように愛を足す
恋の火を押さえ切れない八十路越え
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青野正宏

百人一首風

選挙落首

票のため広島に出でて金を積む
着く金は党より落ちる買収金
広島でカネの受け取り人問わば
弾込めて票の取り込み図れども
記者のがれと見しやそれともノイローゼ
足がつき、自由はのお(ノー)の拘置所で
大騒ぎ 結審時期も遠ければ

＊元歌は省略させて頂きます

わが陣営に取り込みしつつ
票ぞつもりて議員なりぬる
浅はか臭うやましき返事
よに特捜の網は許さじ
雲隠れにし議会欠席
ながながし夜をひとりかも寝む
まだゲロもせず甘過ぎ見立て

おのみん・小野秀夫 群馬県の榛名神社の七福神巡り～回り歌
ひとつの神社の境内だけで、七福神めぐりができてしまう。こんな由緒あるところがどこにある
か、ご存じでしょうか。紅葉の季節に訪れた群馬県の榛名神社。参道を歩いていると楽しみなの
は、七福神の像に会えること。あちらこちらにおわすのがいいんです。
七福神といえば、＜宝船とともに描かれた絵を枕の下に敷いて寝ればいい初夢が見られる＞とい
う言い伝えが江戸時代には広範に普及し、現代でも残されています。
「長き夜の遠の眠（ねふ）りの皆目覚め 波乗り船の音のよきかな」
そう、世界最古とも言われる回り歌（回文の和歌）です。
私は、回り歌をたくさん詠んでいるだけに、七福神とのご縁も感じざるを得ません。
鳴る囃す 七つ釣り合う 福呼ぶよ 工夫ありつつ 名成すや榛名
（なるはやすななつつりあうふくよぶよくふうありつつななすやはるな）

桑原妙子

ワンダフルワールド
キャラクター

ハイハイ
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大鳥羽裕太郎
＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)
「時代作った孤高の作曲家逝く！」
(裕)「筒美」かくさず言うわ。ほんまに偉大な作曲家やったな。
ワテが「京平」和な気持ちでいられるのもあの人のおかげやで。
(幸)1968(昭和 43)年、今も京急横浜駅の電車到着メロディーになってる＜ブルー・ラ
イト・ヨコハマ＞(いしだあゆみ)で頭角を表し、1971 年＜また逢う日まで＞(尾崎
紀世彦)、79 年＜魅せられて＞(ジュディ・オング)で日本レコード大賞を取りはっ
た。
(裕)＜17 才＞(南沙織)、＜男の子女の子＞(郷ひろみ)、＜ロマンス＞(岩崎宏美)、＜ギ
ンギラギンにさりげなく＞(近藤真彦)、＜卒業＞(斉藤由貴)、＜なんてったって
アイドル＞(小泉今日子)、＜抱きしめて TONIGHT＞(田原俊彦)、＜AMBITIOUS JAPAN!＞
(TOKIO)などなどぎょうさんの歌手やグループに楽曲を提供し続けはった。
(幸) 80 歳で亡くなりはるまで芸能界に溶け込もうとはせず、孤高の人やったけど、近しい人とワイング
ラスを傾ける時は穏やかな口調で楽しい話をしはったそうや。
(裕) 一方スルーした主な歌手は山口百恵、松田聖子、中森明菜など。
多くのヒット曲でタッグを組んだ 9 才年下で作詞家の松本隆さんは「先輩と
後輩であり、兄と弟であり、ピッチャーとキャッチャーやった。」と偲んで
はるで。
(幸) 当初筒美さんの曲が先にあり、松本さんが後から詩をつけはってんてな。
(裕) その逆に松本さんの物語風の長い詩に筒美さんが後から曲をつけ大ヒットしたのが＜木綿のハンカ
チーフ＞(太田裕美)(1975 年)やってんて。
(幸) ＜サザエさん＞や＜怪物くん＞などのアニメ主題歌も含め生涯 3,000 曲を作り、7,500 万
枚を売り上げたまさに昭和歌謡の巨人やな。
(裕) 3,000 曲を作り燦然と輝く筒美京平さんに一句捧げるで。「稲雀 昭和の歌の新しさ」
柴本和夫

言葉の研究

① コロナ騒動
・お客様の呼び名が変化
コロナ騒動前＝お客様は神様 コロナ騒動後＝お客様は濃厚接触者
②アメリカのテレビ討論会
・大統領候補の討論会・・・・討論会でなく口論会
・副大統領候補の討論会・・・筆と針の討論＝ペンスとハリス
③菅首相の演説
・目玉政策は、国民の「自助」、政府の「公助」～そして学術会議の「排除」
・学術会議の任命拒否と掛けまして、藤川・岩隈投手の引退と解く
そのココロは、原因は内閣（内角）を攻め過ぎ
・GO TO 病院 キャンペーン も始めます。
手術代金 35％の割引、15％の薬のクーポン
④最近の話題
・鬼滅の刃（きめつのやいば）と破滅の石破（はめつのいしば）
・GO TO キャンペーン・・ローマ字読みでは、「強盗」キャンペーン
秋田県に、笑内（おかしない）との地名あり
北海道に、面白内（おもしろない）との川あり
コロナ禍で笑内（おかしない）、面白内（おもしろない）の気分の人も
参加すれば気分は爽快。おおいに笑おう～ジョークサロンで
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芝崎満夫 笑いの笑解(紹介)

23．友人篇：コロナ禍での久しぶりの友人との再会

１．コロナ禍で 4 月から横浜にいたが、学生時代の友人から電話あり、5 年ぶりの再会をした。
東京駅の京葉線ホームで待ち合わせをした。結果的に、お互いに約束時間より早く着いたので、
3 回程度ホームを歩いたが、相手を見つけられず。お互いに帽子とマスクで、相手の顔わからな
なかった。やっと再会できて、お互いの姿を見て笑った。（最後は携帯電話・スマホで連絡）
２．私はその時、以前小学校の同級生と 35 年ぶりに再会した時の事を思い出した。私は彼に
お互いにわからないのでは？何か目印必要だよ言ったが、彼はわかるから必要ないと。・・・
結果：函館駅で 3 回ぐらいすれ違ったが、案の定わからなかった。私が思い切ってそれらしい人に
声をかけてみたら、彼だった。無事会ったけど、「やっぱりわからなかったね」と笑いでの再会。
35 年以上は顔が進化していることを確認、でも会ってよくみると、面影があるようだ。
（その時は小学校の写真をとりあえず念の為、持って行った。）

笑いのポイント（笑点）
さ：最（さい）近はコロナ対策で帽子とマスクで顔が見えない
い：以（い）前とは違い、変装に近い形ですれ違い
か： 過（か）去は微妙な顔の変化/進化に気が付かず
〈鳥の方が賢い？〉
い：以（い）前は歳に伴う顔の変化ですれ違い
「変化」には何が要因で起こるかわからないけれども、結果的にお互いにちょっとした
差異解消できて、無事再会できたのは良かった。
その後、小中学校の同級生とはその再会から同窓会の再開時には参加中。
平井幸雄

馬鹿話 （ばかばなし）

毎度馬鹿々々しいこの「ヒライ信」で
す が、
馬鹿々々しい噺と言えば
「落語」
です。
その落語に 出てくる馬鹿の立役
者は「与太郎」です。昔から馬鹿には
四十八馬鹿あるというそうです。その
四十八馬鹿は、
何だろう？ と研究して
みました。６×８＝４８馬鹿を並べて
みました。 馬鹿なことをしたとお笑
いください。馬鹿々々しいでしょうが
ご笑覧下さい。 ちなみに、私の落語家
のもう一つの芸名は、建久亭 馬家（う
まや）ばかではありません

吉永こ百合（尾垣聡子）

はめ字「黄色の実～紅い花」
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小宮三千夫

あいだみつを｢にんげんだもの｣より-１5

アニメだっていいじゃないか 3 日間で 342 万人動員したんだもの
・・・東宝「鬼滅の刃」制作者
4G だっていいじゃないか 5G はまだ使えないんだもの
・・・孫正義の心の声
通信料金が 3 社横並びだっていいじゃないか
日本の良き風習なんだもの・・・NTTDocomo 社長 吉澤和弘
お金が戻ってきたってっていいじゃないか Go To Eat なんだもの
・・・小池百合子
たまには線路やトイレに落ちたっていいじゃないか ワイヤレスなんだもの
・・・ワイヤレスイヤホン
国際線から CA が消えたっていいじゃないか 5100 億の赤字なんだもの
・・・ANA
水着カレンダー出したっていいじゃないか まだ 61 歳なんだもの
・・・デビュー40 周年の宮崎美子/79 歳の篠山紀信撮影

こじままじこ（小島裕子） まじこのマジックルクル 回文 「くま」

最近、「熊が町に出没」、「人が熊に襲われた」というニュースを耳にすることが多いような気
がします。熊も冬眠の準備に必死で山を下りて来てしまうのかもしれませんね。
くまうそうまく
（熊、嘘上手く）
くまねたままたねまく
（熊、寝たまま種まく）
くまあいつについあまく
(熊、あいつについ甘く)
くまだくがかがくだまく
(熊抱く画家がくだ巻く)
くまきいにいくととくいにいきまく
(熊、紀伊に行くと得意に息巻く)
くまをたしかめおおがさつさがおおめかしたをまく
（熊を確かめ、「おおガサツさが多めか」、舌を巻く）
片岡隆
古々米のどんぶり飯（古くて臭いし、かさが張りすぎとの苦情多し）
Go to なんとかキャンペーンをおちょくる
わしが英語を習ったときは、go to school とか go to church とか go to Hospital
位しか聞かなかったよ。Go to bed! とか Go to hell！ なんてい
うのもあったっけ。
Go to Heaven 賞なんてどうかな。コロナで亡くなった方へ弔慰金
を支給するのさ。
Go to 五島列島キャンペーンはどうかな？ マスクしないと飛行
機に乗れないぞ。
おまけ 後藤 got goat（後藤がヤギを手に入れた）、強盗 ゴトゴト 仕事中。
コント 鳥的人間
小鳩）初めまして こばと です。
大高）初めまして おおたか（オオタカ）です。
小鳩）あなた、羽を拡げると、２メートル位あるんでしょ。
大高）ハネは伸ばしますが、拡げたことはありません。
小鳩くるみ
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大高美貴

香野好勇・こうの好太

好太川柳

フォト川柳 空と海二人語りにマッカッカ

ノアの舟宇宙飛び出しゃ皆仲間
前にフル後ろコロナの冬イザヤ
妄想を互いに信じ世は平和
秋なのに旅行自粛でネット旅
アベミクス菅ミクスの露払い
コロナ禍で GO-TO-NO でジャンボ買う
目力を付けても足りずマスク下げ
秋来んと手ぐすね引いて胃を休め
温暖化反旗フリフリ熱中症
高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.354《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

冷めた目玉は 排除の目玉 令和おじさん 豹変す
学術会議の 6 人排除 訳も言わずに 切った菅
判断したのは 総合的で 俯瞰的だと 意味不明
菅は菅なり 思いがあって 排除や無断や すっぽかし
自助や共助や 絆や公助 庶民に冷たく 押し付ける
自助や共助を 叫んだ菅が 中曾根葬儀は 公助葬
ハンコ文化や 従事者見捨て 廃止有りきで デジタル化
ハンコ廃止を やるより先に 縦割り廃止や 効率化
コロナ以前も 苦しい暮らし 政治はコロナの せいにする
籠り暮らしに 刺激のアニメ 「鬼滅の刃」が 大ヒット
ハローウィンは 迷惑至極 GoTo 渋谷は お断り
GoTo 何やら やたらに増やし 直ぐに修正 直ぐ変更
誹謗中傷 フェイクで勝負 これがアメリカ選挙戦
五輪委員や アスリート等は コロナ騒ぎも 何のその
春は七里香 沈丁花なら 秋は九里香の 金木犀
佐藤重剛

シュガーの数字遊び その６
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）政治家の錯誤 菅スピーチの読み間違い
２）チコちゃんがボウットしていた岡村の結婚
３）自転車のあおり運転 バイシ狂う
４）コインムダンドリーの両替金窃盗
５）官邸の機密の刃
学術会議員のリスト削除
６）商店街の写真を撮つしたがシャッターばかり
７）どんぐりハングリーの熊出没
８）もともと大阪は水の都だった
野本浩一 お写落日記 【エール観て涙隠せぬ日々続く 若鷲の歌長崎の鐘】
NHK 朝ドラ「エール」で涙がこぼれてしまう日々が続いた。
主人公（古山裕一）が予科練の歌「若鷲の歌」を仕上げるべく霞ヶ浦に出向いて訓
練に立ち会った時、そして名曲「長崎の鐘」が生れる時である。
オヤジ（野本生男）は予科練を経て
ゼロ戦に乗った（と言っていた）。エールを観ながらその父を思いだしたのは、長崎
の母も同様だった。
「乙種合格だったわ。壱岐からは一人だけ合格というので評判だった」（注）
「勉強できたんですねぇ」
（1940 年頃、オヤジが若鷲になるあた
りの頃）
「そうよ。あんたとはエライ違いだわ」・・・これにはオロオロするばかり。
翌週、「長崎の鐘」が生れるシーンでまた涙。名曲に聴き惚れつつ、永井隆先生が
最後を迎えた如己堂を想い出していました。
友達を大事にしろと言い残し オヤジは死んだ５２才で
注：乙種飛行予科練習生 12 期 1939 年（昭和 14 年）11 月 1 日入隊、370 名

曽田英夫
狂歌 NEW 門
● 迷った末に 決断下す
集まれぬ ジョークサロンは またズーム
迷った末に 決断下す
胃が痛い 胃カメラやって 見てみたい
迷った末に 決断下す
久々に 高価な酒が 飲みたくて
迷った末に 決断下す
● 憂いも消えて さわやか気分
インフルの 予防注射を ただで打ち
憂いも消えて さわやか気分
ドラゴンズ 四位から二位 急上昇
憂いも消えて さわやか気分
毎月の ズーム例会 盛り上がり
憂いは消えて さわやか気分
● あれやこれやと さんざん悩む
何故六人 学術会議 落ちちゃった
あれやこれやと さんざん悩む
この秋に コロナウイルス 暴れそう
あれやこれやと さんざん悩む
温室ガス 三十年後 誰が見る
あれやこれやと さんざん悩む
江戸こ噺広め鯛

折り句

あとがま

あと１歩 我慢比べで 負けました
・・・ そよ風
雨の日に 通りに出たら がまがえる
・・・ 福風
あきらめな 盗られたカードと がまぐちは ・・・ 古ねこ
あなたとなら ともに百まで 我慢しよ
・・・ ３休
あと少し 頑張るつもリ 真面目顔
・・・ 笑英
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★2020 年 10 月 28 日

ZOOM 例会作品投稿参加者 13 名 太字は初参加

小宮三千夫、野本浩一、香野好勇、曽田英夫、芝崎満夫、柴本和夫、古谷錬太郎、
青野正宏、諸星彰三、桑原妙子、小島裕子（こじままじこ）、佐藤重剛、門口泰宣
＊古谷さんは変集鳥がインターネットを通じて懇意になった方です。兵庫から参加です。
＊諸星彰三さんは変集鳥の高校時代の友人です。長崎から参加です。

小宮三千夫
芝崎満夫
諸星彰三

野本浩一（変集鳥）
柴本和夫（金鳥）
桑原妙子

香野好勇
古谷錬太郎
小島裕子

曽田英夫（快鳥）
青野正宏
門口泰宣（カメラ
佐藤重剛
が不調でした）

次回以降の予定
12 月 16 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。
2021 年 1 月 9 日（土） 新年会・・・予定です
2021 年 1 月 27 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
2 月 24 日（水）、3 月 24 日（水）、4 月 28 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 10 月 20 日～2020 年 11 月 15 日
切手：中川克己、諸星彰三、藤野哲康
カンパ： 浜田頓坊、香野好勇（好太）

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.374 発行 2020.11.25
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・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。
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