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今月の一笑
まじこのマジックルクル 回文
となかいこいつあついこいかなと
(トナカイ、こいつ熱い、恋かなと)
さんたついにすいすにいつたんさ
(サンタ、ついにスイスに行ったんさ)
埼玉/こじままじこ（小島裕子）

伝笑鳩

＊＊コロナにもめげす飛んでる伝笑鳩 目指せ 400 奮闘中＊＊
コロナ感染の広がりで千代田スポーツ
センター７階第2 集会室での開催を断念し
たのが４月でした。４月例会からは
オンライン WEB 例会方式となり、ZOOM（ズーム）を利用して例会を開いてます。
今月も ZOOM 例会です。忘年会はオンラインで実施という次第です。

新年早々の恒例の新年会も ZOOM で行う事と致します。パソコン或いはスマホで参加できる方
は変集鳥までご連絡下さい。ZOOM 新年会の招待状を送ります。宛先は 10 ページ記載です。
さて、毎年恒例の年間笑の投票は行います。今月号に織り込んであります投票用紙で、来年１月
５日までに曽田快鳥あてに郵送又はメールで送付して下さい。住所、メルアドは記載してます。
さらにお願いがあります。毎月の例会が開催されないので、当日の会費
徴収ができない状態です。ジョークサロンは入会金や年会費は無く、例会
参加の方からの会費と皆様のカンパで運営してます。
今後の活動のために、今回初めてカンパ受付の口座を案内することにし
ました。金鳥が緊張しつつ待っています。
今年度、自粛生活の中で節約できました分の一部でも振り込んで頂ければ大変光栄に存じます。
ということで、連絡させて頂きます。
切手のカンパ送付先 146-0085 東京都大田区久が原 6-20-11 野本浩一 宛て
カンパ金 振り込み先 みずほ総合口座（みずほ銀行）東京営業部 店番号 ００１
普通預金口座 ２３５９３２２
柴本和夫 まで

佐賀・野田ふみお
神奈川・志賀明

令和３年も宜しくお願いいたします。
毎月お世話になり、感謝しております。コロナ禍に負けず伝笑鳩を発行し続けて

おられる事に頭が下がる思いです。切手を同封しますのでよろしくお願い申し上げます。

東京・亀山光昭

年末恒例の切手カンパです。コロナにめげず良いお年をお迎え下さい。

62 円切手在庫が沢山ありますので、一部を 22 円相当と交換してお使い頂ければ幸いです。

伝笑鳩３７４（ミナヨ＝見なよ！！）号 ありがとうございました。
はい、見ました！ カンパ切手も額面 6 千万円？いや 6 千円ほどお送りしました。
交換手数料 ５円/枚で 切手・はがき、ゆうパックなどと
交換のうえ お使いいただければ 幸いです。
東京・三浦邦夫

毎月楽しませて頂きありがとうございます。

古い切手で恐縮ですが万一お役に立てば望外の喜びです。

東京・高栄子

知人の二家族がコロナ感染し入院しています。

八十代の先輩は恐怖心から、一切外に出ないとか。

長野・松原伸伍

沢山掲載頂き本当にありがとうございます。ストレス解消と生きる意欲向上！

愚作でも多くの方によんで頂けることで胸がわくわくしてきます。

コロナ禍に 振り回されて 終わる年 大いに笑おう ジョークサロンで
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【快鳥 曽田英夫】

しば選 ものは付け 第 239 回
「そんなの関係ないと思うものは」
（出題：小島よしお）

秀逸笑
秀逸笑

落語が面白くて笑い転げてお腹が痛くなった人～それは自笑自得です
長 野 松原 伸伍

（落語の面白さは総合的で俯瞰的。ジョークサロンの面白さは多目的）
金笑
銀笑

銅笑

冬のボーナスは過去 10 年で最低のニュース
（年金生活者にはそんなの関係ない）
来年はウシ年～コロナ禍はモウ～大丈夫かしら
（伝笑鳩があればモウ大丈夫）
福島をゆっくり歩く私を、急いで追い抜いて滑って転んだ人
（ゆっくり歩こう福島）

静 岡 野末 紳二
埼 玉 酒井 典子
福 島 松山カオリ

小笑
老けた、惚けた、いじけた。（誰のせいでもありゃしない♪みんなコロナが悪いのよ 埼玉 北沢 正嗣
日本シリーズ第４戦は、巨人が先制するも逆転で４連敗～両チームのファンの気持ちです
・逆転の４連敗で惨敗・・・⇒ 巨人愛には、そんなの関係ない
熊 本 松野 信夫
・巨人に先制されたが、すぐに逆点 ⇒ 巨人の先制なんか関係ない
神奈川 大鳥羽裕太郎
世間の GO TO トラベルとイートの狂騒に～そんなの関係ないとのひと言
・近くのコンビニに出かけて、食べて帰る生活者には関係ない
・コロナ治療に全力集中の医療従事者には狂騒なんか関係ない

埼 玉 北沢 正嗣
埼 玉 高木 正明

アベノミクスとアベノマスク （今はスガノミクスとスガノブック）
1 階から 8 階まで洪水で水に浸かった（我が家は 9 階なのでそんなの関係
お世話になった人からの保証人の頼みごと （あれって大きなお世話だったの）
隣の家の豪華住宅 （我が家は平屋「へいけ」でなく「ひらや」で 2 階と無縁）

千 葉 岡部千代松
埼 玉 佐藤 重剛
高 知 高橋 満子
東 京 稲葉 浅治

トランプ元大統領
トランプ大統領の敗北（稲葉浅治） 吐乱負の発言と書き込み（浜田頓坊）
安倍元首相
桜を見る会の補填問題は捜査中。私には関係ないと煙にまく安倍元首相（大鳥羽裕太郎・稲葉浅治）
第 240 回の題 「全集中で臨むものは」
（出題：鬼滅の刃）
締切は、1 月 10 日とします。新しい年を迎えて、面白いジョークに全力集中

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

東京・樋口七郎

「国字について」 日本独自の漢字です。ご存知ですか？

鰯、鱈、鯒、鰰、鯑
いわし、たら、こち、はたはた、かずのこ
働
どう
辻、 凩、峠、梺、凪
つじ、こがらし、とうげ、ふもと、なぎ
「辻で行く先に惑い、凩に耐え峠を越えて梺に下り、ようやくおだやかな凪が訪れる」

長野・松原伸伍

ほんわか短歌

この頃は驚く程によく寝るが 寝違い多くボケの始まり
大相撲好きな力士を応援し 力み過ぎたか便通によし
検診で脂肪多しと指摘され １食抜いたが２食は多目
コロナ禍で外食やめてコンビニで おむすび２個と焼鳥ひとつ
寒空にマッサージ行く我がために やさしき家族車はしらす
和食屋でゴーツーイートランチ食べ 家族が少し笑顔になれた
この頃はトイレのあかりけし忘れ 用をすまして二度振り返る
断捨離で頭かく器具見つかって ひまにまかせてゴリゴリと掻く
水飲むとのみこみ悪くせきこんで コロナに見られけげんな眼線
がつがつと熱々のそば流し込む 秋晴れのフードコートで

鎌倉極楽寺・浜田頓坊

甘辛都々逸ほのぼのランド 139

《どんと来い未来は自分で拓くもの》
◇ 年はじめ 運は自分が 信じて創る 強い信念 その力
◇ 行動を うまく誘導 するよな知恵を 笑いまぶして 届ける歌
◇ 仏教の 徳と言うのは 自利利他だとさ こんな誠心 いま貴重
◇ そうだよあ 「我慢」無理でも 「辛抱」できる 辛さ抱くなら まだ楽だ
◇ シニアの笑顔が ど～んと殖えて 粋な都々逸 目指す日々
《笑いは落差に比例することもあるかな》
◇ 一番バーディ 次パー結果は なんと情けの BB 賞
◇ 笑いま賞だよ この日最も 笑声集め どっと湧いたは この落差
◇ スピーチは 一番短く 笑声誘い 笑顔振りまき 盛り上げる
◇ 漱石は 首相招きを 七回蹴った 学術六人
さあてさて
◇ 漫才師 西川きよし氏 初めて文化 功労者賞 エライコッチャ

三浦邦夫
１．
２．
３．
４．

コロナウィルス用 ワクチンに関する研究

ワクチンについて研究しました。

ファイザー社製ワクチン
副作用：家庭内で使用すると、「不和」や「イザ」こざが起きる
モデルナ社製ワクチン
副作用：家から出られなくなる。「モうデルナ」
アストラゼネカ社製ワクチン
副作用：飲んだ翌日「明日トラ」になり小銭をせびるようになる。「ゼにネーカ」。
製薬業界が混乱する
「日通」「クロネコヤマト」「佐川急便」が製薬業界に参入して大混乱となる。上記の 1.2 の材
料が「メッセンジャーＲＮＡ」なので得意分野と勘違いしたらしい。

東京・稲葉浅治

川柳「美しい」

美しい嘘はそのまま棺の中
美しい羽に隠れた毒の針

美しい人の注射は痛くない
自分史に美しい嘘散りばめる
美しい蝶にあこがれ夜の街
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こじままじこ（小島裕子） まじこのマジックルクル 回文「トナカイ」「クリスマスその他」
街にクリスマスのイルミネーションが美しく輝く季節ですね。
今回はクリスマスに関する回文を考えてみました。

となかいいがいせいがいいかなと
となかいおもいよいもおいかなと
となかいなかあらためたらあかないかなと
べるよぶのしのぶよるべ
もみのきかうからかうかきのみも
そりむかうそこそうかむりそ
神代京子

（トナカイ、意外性がいいかなと)
（トナカイ、重いよ芋、老いかなと)
（トナカイ、中改めたら？開かないかな、戸）
（ベル呼ぶの、偲ぶ寄る辺）
（樅の木買うから、買うか木の実も)
（ソリ向かうそこ、そうか無理そ？）

久しぶりに「はめ字」 「満天の～いつの日か」

新人さんも大活躍され活気のあるサロンの様子、嬉しい限りです o(^o^)o
コロナ禍が去り、いつもの懐かしい日常が戻ってくるようにと願いをこめて。

桑原妙子

ワンダフルワールド

吉永こ百合（尾垣聡子）

乳歯（みかんママ）・落ち葉（ばあばあ）

はめ字「青い星～かぐや姫」
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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）
バイデン氏の勝利をことほぎ、はしゃぐ
私は、梅田（ばいでん）ですけど、それが何か？
私は、売電で生活しています。（太陽光発電）
私の祖父は、売田して、私を大学に入れてくれました。
私の白髪は、婆（ばば）遺伝です。
これ一個 10 円？ いや、倍でんがな。（ギミック＠縁日）
抜いちゃいかんばい、殿中で。（切腹になる）

駅名などをおちょくる（絞り出し版）
恵比寿：いびつ。 渋谷：新聞屋。 目黒；めぐろう。 五反田：ごったんです。
大崎：大阪と大酒の間にある。 大久保：多くを語らず。 中野坂上：何かの逆恨み
青戸：アウトレット。 葛飾：勝つしかない。 押上：引き下げ駅はないの？
京浜東北線：景品と苦戦（詐欺的クレーンゲームで、取れそうで取れない）
高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.355《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

嘘で固めた 安倍継ぐ菅も 嘘の刃で 決め付ける
理屈・屁理屈 学者と総理 意地の張り合い 攻防戦
官房時代の 突っぱね技が 利かぬ総理の あせり感
同じ意見の 忖度学者 だけを集める 菅政権
自助や共助や 絆に任せ 公助削って 菅々し
GoTo トラベル 旅行者増えて 地方にばら撒く 感染者
GoTo イートや 会食注意 5 人以上は お断り
GoTo そのまま 感染増すも 命より金 国の策
コロナ退治を ほったらかして GoTo かぶれや 五輪狂
バッハ会長 コロナのさ中 東京五輪に 発破かけ
クルードラゴン 見事に飛翔 スタイリッシュな 宇宙服
古関裕而の 戦中戦後 歌や芝居が 花盛り
駄々を捏ねてる トランプ坊や 未練がましい 負け惜しみ
マスク外して 樹守り柿や 紅葉眺める 散歩道
阿部博

時事川柳

１ 秘書の⼝アベノマスクじゃ塞がれぬ

２ 秋⼑⿂焼く⾼値溜息⽬に涙

３ 焼き芋よお前も偉くなったんだ

４ 流⾏語⼤賞コロナだらけのパンデミック

５ ⽔たまりまだ⾶べるかと靴悲し

６ 給付⾦どこへ消えたか秋の⾵

７ コロナ禍や勇者集いし同窓会

８ 故郷は遠きにありてディスタンス

９ 猫の⼿も孫の⼿も借りオンライン

10 荒事（Go To）か ご都合（Go To Go）主義か トラブルか
Bʼz 共演？

蒲⽥のトランプタワー
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大鳥羽裕太郎

＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)

『バイデン氏勝利を秩序回復の契機に！』

(幸) わては最初バイデン氏の票がトランプ氏の「倍でんねん」くらい行くかと思たけど大接戦やったな。
(裕) そやなあ、勝利宣言したバイデン氏とハリス氏演説全文訳を読んでんけど、いずれも
格調高く久しぶりに米国を見直したし、二人に共通の言葉もあったで。バイデン氏は
①Unity(結束)、②Diversity(多様性)、③Possibility(可能性)、④Decency(品格)の 4 つを
訴え「分断ではなく結束させることを、赤い州、青い州ではなく米国の州として見る
ことを誓う。」と発言。そして「常に米国を一言で定義できると信じてきた。」
それは「可能性」やねんて。
（幸）一方ハリス氏は「女性として初めての副大統領かもしれないが、最後にはならない
だろう。なぜなら今夜これを見ている全ての小さな女の子たちがアメリカは
「可能性に満ちた国であることを知ったからだ。」もええなぁ。
(裕) そう、2 人の共通語は「可能性」や。
(幸) かのうぜい(可能性)トランプ氏には無理な言葉や思うで。
(裕) トランプ氏は選挙の不正を言い続けてるけど、4 年前に初当選した時、自分は不正を
したんちゃうか？そやから他候補が不正せずに当選することなんか、あり得へん思てる。
(幸) トランプ氏はレベル低いな。トランプ氏には確かに熱烈な支持者もいるやろうけど、やっぱり 4 年間
の＜トランプ疲れ＞もあるで。トランプかたずけて,レートはバイデン(倍でん)でもええから＜麻雀＞
でもやろか？

平井幸雄

魔方陣（まほうじん）
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小宮三千夫

あいだみつを｢にんげんだもの｣より-１6

不倫したっていいじゃないか
ジャニーズ最古参なんだもの・・・ギンギラギンに愚か者
キメハラしたっていいじゃないか
社会現象なんだもの・・・鬼滅の刃 共感の同調圧力
売り切れたっていいじゃないかなぜか日本人がやたら買いにくるんだもの
・・・ドルチェ＆ガッパーナ フレグランス事業部
Go To Travel 一時停止でいいじゃないかキャンセル料は国負担なんだもの
・・・都知事と総理の押し付け合い
ちょっとくらいごねたってっていいじゃないか引き継ぎはするんだもの
・・・第 45 代米合衆国大統領 ドナルド・トランプ
センチュリーに乗ったっていいじゃないかだって、走行性能、安全性、環境性能が素晴らしく
何より快適なんだもの・・乗ってみてください 2000 万円ですが-兵庫県知事
香野好勇・こうの好太

好太川柳

フォト川柳 新コロナ間合い作って浜ガラン

トランプを替えて女神もホッとする
白を切る主人（あるじ）に噴火山の神
在家僧寺に行かずに街修行
コロナ禍をマスクファッション闊歩する
八十路越え熟成乱熟繰り返す
ウェブ会議火花散らすも ZOOM 醒め
ウェブ法会在家僧侶の見せ所
まだ続くコロナ話題にゲップする
芝崎満夫 笑いの笑解(紹介)

24．我が出来事篇 ：腕時計が壊れた

腕時計が壊れたので、電気店で電波腕時計をウォッチしていた。見ると、電波腕時計なのに各々秒針が
合わない：誤差がある。店員に電波時計なのに誤差があるはおかしくないかと聞いた。店員は、「窓がな
い建物では直接電波が入らないので、多少違いあるが、窓のあるところに置くと、一致する」との返答。
もし、一致しなければ、クレームするつもりで購入してみる。電波時計をその晩、窓のそばに置いておい
た。朝、見てみると見事に一致している。実は、目覚まし時計・柱時計・置き時計を、更新時に電波時計
にしていた。
結果：この 4 つの時計はすべて誤差なく、一致！！「まさに誤差無し！！」
笑いのポイント（笑点）
ご：御（ご）多分にもれず、
さ：差（さ）はあらわれず
な：何（な）に事もなく、きちんと一致！！
し：自（し）然となんとなく気分がよくなる・・・思わず微笑む

基本的には、部屋にあるのはすべて電波時計になり、すべて秒単位迄一致：誤差無しの
環境以前はそれぞれの時計でどの程度の差があるか頭で調整していたが、今は不要とな
る。どの時計を見ても同刻を示す/誤差無し＝正確な時間にきちんと安心して行動でき
ることで一層信頼される性格（とりあえずは時間を守る）に繋げてゆきたいと思う。
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）年賀状には臥床（がしょう）としか書けないよ
２）五つの小はイートは言えない
３）トランプ氏 ファイトハウスの たてこもり
４）コロナ患者激増はやっかいどう
５）自助自助自助のボランティアおじさん
７）上席社員の定石は横領だった
第一生命
８）ハロウィーンは仮想で我慢した若者
９）倒産とは言わぬが ANA の生き残り
10）♪あっけらかんの不倫スキャンダル♪ マッチ
11）BS フジ TV： はやく起きた朝は・・・
はや起きは三文のトーク

＊トーク番組
（景品をゲットしました）

野本浩一 お写落日記 【朝ドラの「エール」で出てきた若鷲が 霞ヶ浦へ我を誘う】
NHK 朝ドラ「エール」関連本の３冊目「古関裕而 ―流行作曲家と激動の
昭和」（刑部芳則著、中公新書）を読書中。新書だから一気読みすれば一日で
読了するかも知れないが、次から次へと出てくる曲名をネット検索しては、you
tube で 聴いたりしているので、ゆっくり味わってます。
予科練の「若鷲の歌」に惹起され、オヤジの軍歴を調べるために厚生省援護
局に必要書類を送ったら、早速の返事。早いな、と思ったら、
「調査依頼のある
野本生男の戸籍謄本（生年、死亡年月日と、調査依頼者との関係が分かるも
の）を送付してください」とのこと。妹に依頼して入手できたので、送付して
待つことになった。
戸籍謄本は有事に際しては必須なんですね。有事の戸籍、つまりは古関裕而か、と苦笑い。
亡き父の軍歴調査結果待ち 二ヶ月或いは三ヶ月かも
楽しみは古関裕而のエール得て 有事の戸籍手にいれるとき
柴本和夫

言葉の研究

① バッハ会長の突然の来日～開催ありきの発想に非難の声
・出演したテレビ番組～YOU は何しに日本へ
・オリンピック開催～そのコロなら、コロな、は大丈夫～バッハじゃなかろか
② コロナ問題
・小池都知事の新キャンペーン～６つの小（５つの小＋小池の小）
・三密対策～接近に敏感になりましょう ⇒ 近く過敏（知覚過敏）
・連日報道の「咲いた咲いた」～咲いたのはコロナ。「最多最多」コロナの花が
・サクラが駄目ならモミジがあるさ（サクラは外出自粛、モミジは GOTO 客が殺到）
③ その他
・巨人の丸選手が苦手な投手の言葉～丸には死角（四角）がない
・近藤真彦（マッチ）の不倫騒動～マッチ一本火事のもと
・ソフトバンクの周東の盗塁成功の秘訣～用意周東（用意周到）
・楽天が西友に投資の発想とは～楽天の発想（逆転の発想ではありません）
・努力家は長女・次女のどちら～それは次女です。（常に、自助努力）
鬼滅の刃は「全集中の呼吸」ジョークサロンは、「全集中の笑い」
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
●深く悩んで 腕組みをする
コロナ禍の 第三波来る どうするの
深く悩んで 腕組みをする
学術会議 六名早く 解決を
深く悩んで 腕組みをする
ＧＯＴＯは なんとかせよと 叫びたい
深く悩んで 腕組みをする
● うれしくなって お酒もすすむ
野口さん 再び宇宙に 飛び立った
うれしくなって お酒もすす
ドラゴンズ ようやく 3 位 Ａクラス
うれしくなって お酒もすすむ
宇良関が 十両上がって 勝ち越しに
うれしくなって お酒もすすむ
照ノ富士 地獄から抜け 上めざす
うれしくなって お酒もすすむ
● 深い情けが 心にしみる
高木さん 封筒いつも ありがとう
深い情けが 心にしみる
お向かいの 旦那はいつも 道掃除
深い情けが 心にしみる
写真展 行けず詫び状 返信が
深い情けが 心にしみる
兄が死去 家族葬にも 人多く
深い情けが 心にしみる
青野正宏

閣僚川柳

人気取り 携帯値下げ 縋る策
執行書 神に代わりて 署名する
剥ぎ取るな 授業時間 大事だよ
農業が 頑張るところ 見せてくれ
GOTO は 安全なのか 場当たりか
周辺と 軋む関係 覚悟せよ
ヒラながい 安倍は馬鹿だと 騒ぐから
お子様へ 大臣の椅子 義理果たす
判子もう 廃止なのだが 判子好き
道府県 栄えさすのに もっと策
賑わいは コロナ防止で 無理かしら
閃いた 目玉政策 ディジタル化
進めると 判断したが もう徒労
椅子の数 もうひとつ増え 大臣に
佐藤重剛・蓮田市のシュガー

大切だ 携帯施策 大胆に
外交は 持てる語学で 議論する
頼むのは 民の健康 これからも
経済の 舵取りやれよ 真っ当に
好感度 良いが随分 みせかけだ
官邸で 統率力は どの程度

怒られたって

怒られたって平気だよ。だって怒られ慣れてるもん。
昔から、小・中・高で、先生から、小使いサンから、いつも、しょっちゅう怒られ、叱られた。そして近頃
は市役所の窓口で注意され、電車では車掌に忠告され、駅員から罵声を掛けられ、車運転中に警官に警告き
れ、家に帰ったら、カミさんから怒鳴られた。まァ 毎日まい日 何回も怒られているんだ。従って、あち
こちで怒られているんで、怒られ慣れているんだ。そんで怒られても平気なんだ。
嘘だと思ったら今俺を怒ってごらん。
ゾーレ平気なもんさ!! 全く気になんないんだ。アンコールだ、もう一度 俺を怒ってみて?
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★2020 年 11 月 25 日

ZOOM 例会作品投稿参加者 15 名

香野好勇、野本浩一、平井幸雄、門口泰宣、小宮三千夫、柴本和夫、
芝崎満夫、桑原妙子、阿部博、大鳥羽裕太郎、小島裕子（こじままじこ）
青野正宏、片岡隆、曽田英夫、佐藤重剛
香野、野本、平井、門口

小宮、柴本、芝崎、桑原

阿部、大鳥羽、小島、青野

片岡、曽田、佐藤

2020 年は ZOOM 例会を実施の年でした。遠隔地の方の参加もありこれまでの例会とは違う雰囲気
のときもありました。2021 年もしばらくは ZOOM 例会が続きそうです。
伝笑鳩は飛び続けますので、応援は引き続きよろしくお願い致します。
ZOOM 例会参加以外の読者の皆様からの応援に応えるよう、元気を出して行きます。
★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。
切手は変集鳥ヘ、現金は金鳥の口座へお願いします。 １ページを参照下さい。
次回以降の予定
2021 年 1 月 9 日（土） 14：00～
ZOOM 新年会になります
変集鳥まで E メールを送って下さい。ZOOM 新年会の招待状をメールで送付します。
メルアドは E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
ここへメールを送って下さい
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）・・・
＊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 11 月 16 日～2020 年 12 月 7 日
切手（郵送分）： 大鳥羽裕太郎、指田忠雄、樋口七郎、志賀明、野田ふみお
カンパ： 三浦邦夫、青野正宏、佐藤重剛、桑原妙子、野本浩一、森昤二、浜田頓坊
大鳥羽裕太郎、亀山光昭

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.375 発行 2020.12.16
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
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