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狂歌ｎｅｗ門 「祝定年」
２２で会社入って定年だ
よくぞここまで生きながらえた
このサロン２０年で怪鳥に
よくぞここまで生きながらえた
夢かない時刻表ではグラビアに
よくぞここまで生きながらえた
所沢市／曽田英夫

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
その昔、織田信長さんは言った「人生、五十年」。
そして今、曽田英夫さんは言う「人生、九十年」。
時が流れ、私たちはより永く生きながらえるのですが、
「五重の喜びがあった」人生が、ある人にとっては「苦渋の人生」ともなりかねない時代になりつつある
かも知れません。とは言え、元気に生き抜くという気持を持つことが７２より８２より９２より大事です。
ある友人は「明るく元気に健康で」というモットーを教えてくれました。曽田さんは、夢が叶い、ＪＴＢの
時刻表のグラビアに記事が掲載されました。さあ、大いに笑って元気に生きましょう。
「過去と他人は変わらない。未来と自分は変えられる」と言います。まずは、気分を代えて笑いましょう。
札幌市／奈良孝一さん■いつもいつも楽しい伝笑鳩を遠い島国まで飛ばしていただきありがとうござい
ます。子供も巣立ち、妻と二人、なんとはなく会話の弾まぬ日々ですが、伝笑鳩が笑いの種となり、今日
も我儘な亭主関白を貫きました。「人はパンのみにて生きるにあらず」と和食好きの私はあたたかい炊き
たてのご飯にみそ汁の朝食をネダッています。快鳥はじめ皆様のご努力にただただお礼申しあげます。
高知市／高橋満子さん■毎号たのしみに拝見させて頂いております。紙面も益々充実・笑いのうず、
編集の方々に感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。

川崎市／池田功さん■だんだん「ボケ」が始まる歳にて“ボケ防止にはこれだ！”・・・・と言いなが
ら繰り返し楽しく読ませて頂いております。これからも宜しくお願い致します。
文京区／稲葉浅治さん■いつもお世話になっております。つたない川柳に気配りを頂きましてありがた
く感謝いたしております。＊愚痴を聞くおでん屋台の椅子きしみ――傾聴は人を救います。
川柳「椅子」＊天下り椅子変え増える退職金
＊出世には八方美人の回り椅子
＊もうろうとした会見で椅子失くす
＊大不況茨の道の社長椅子
（サロン同人も読者もつたないなどとは思ってませんよ。「椅子」･･･「いーす、ね」）
横浜市／平田レイ子さん・・・ 新年会では、大変楽しく過ごさせていた
だきまして、ありがとうございました。
普段は清楚な
私ですが、
ビールやワイ
ンがあれば、

こんなに、変
わります。

「ポカポカと 暖かくなり 桜さく ジョークサロンで 大いに笑おう」 【曽田英夫】
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うるさくてかなわないものは

相手チームの応援
秀逸

稲城市：藤井 敬三

【評】うちのチームの応援は全然気にならないのにね

入選

佳作

お墓の売り込み
親切な忠告
相部屋のいびき
変身中のヒーロー
夜中の蚊
選挙カーの鉢合わせ
坂道のバイク
映画館で食べる菓子
下手なカラオケ
電車の中のおしゃべり
借金取り
五月の蝿
米寿の母の箸の上げおろし
休日の女房のこごと
教育ママ
カミさんのイビキと寝言
真夜中の恋猫
饒舌なコメンテーター
解散論議
ディスカウント店のＢＧＭ
キャバクラの音楽

（さいたま市：高木 正明）
（中央区：松山 カオリ）
（佐倉市：笠原 宏之）
（横浜市：阿部 浩）
（京都市：牟禮 丈夫）
（船橋市：山田 三郎）
（横浜市：鈴木 びん子）
（広島市：香川 信子）
（横浜市：織田 元康）
（伊勢原市：武井 美雄）
（鎌倉市：若狭 芳生）
（文京区：稲葉 浅治）
（板橋区：植竹 団扇）
（荒川区：藤野 哲康）
（江東区：土屋 妙子）
（岩手県：片山 敦夫）
（渋谷区：樋口 七郎）
（千葉市：岡部 千代松）
（高知市：高橋 満子）
（さいたま市：北沢 正嗣）
（松戸市：堀川 静雄）

次回（第１００回）の題 「つらいなぁと思うものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切 ：5 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈
浜田頓坊
極楽頓坊、庭師と都々逸風流語り
＊自宅下の段に家が建った。筑波山の麓から粋な庭師がきたので差し入れを添えて贈る。
▼みかんきんかん突っつく鳥と鳴子仕掛けて知恵くらべ
＊「かまくら」を織り込んで、粋な庭師は返歌を詠んだ。
▼リスととんびが鼻唄競う猫は片目でおお欠伸
（筑竹亭 桜坊）
▼かんのわるさがまるぞん招きくるしまぎれにらっぱ吹く （石々亭 桜谷）
＊「楽しみは癖ある石と語らいてそれぞれ巧く収まりたる時」
（頓坊）
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怪鳥・変集鳥
ジョークサロンＰＲ奮闘記
――４月４日（土）アルカディア市谷（私学会館）にて――
＊療養中の石井志津夫さんの代役ではありましたが、異業種交流会の草分けとも言われている
水雲会発会３０周年「記念縁会」に参加しまして、ふたりして大いにサロンのＰＲに努めて
きました。ジョークサロンに割り振られたテーブルにて、伝笑鳩と昨年１月の日経新聞文化
欄掲載記事「発笑の地ジョークサロン」のコピーを配布しＰＲしました。
＊出版関係、マスコミ関係の方々に興味を持って頂きました。反響があるといいのですが。
＊出前サロンを行った新潟・永平寺の佐藤憲雄和尚や青木孝さんとも会場で会いました。
＊石井さんを通じて、伝笑鳩を愛読中の郷内末吉さんとも久しぶりに再会を果たしました。
＊怪鳥の知己･友人も多数参加していまして、怪鳥は巣箱の笑介に余念がありませんでした。

ジョークサロンも２０年！

左：青木孝さんと怪鳥

右：郷内末吉さん

サロンに来てくれるかな

隣はダーレ、誰でしょう

右：爆笑説法の佐藤和尚

曽田英夫
狂歌ｎｅｗ門
いついつまでも 若さなくさず
還暦と いわれ実感 まるでなし いついつまでも 若さなくさず
むずかしい 事をめげずに やっている いついつまでも 若さなくさず
いろいろな 人と会える その時は いついつまでも 若さなくさず
若いコと お酒を飲んで 盛り上がる いついつまでも 若さなくさず
（３月と 4 月に発売のＪＴＢ発行の時刻表グラビアに怪鳥が登場です。ご覧下さい）
野本浩一
お洒落日記：時代は変われど、ショートギャグは変わらず
☆ 社会人になりたての頃、配属先の名古屋の工場では、サンシャイン計画というプロジェクトに
取り組んでいて、ボクの同期のひとりがその担当になった。
「サンシャイン計画っていうのは、どういうことをやっているの？」と聞くと
「表向きは太陽光に関する計画と言ってるけど、本当は３人の社員でやってるから、三社員
計画って言うらしい」……ホントだろうな、と思ったものだ。
☆すっかりオジサンになって東京暮らしも永くなって、地球温暖化が話題になって来た。
「太陽光発電っていうのは、今後のエネルギー対策としてやはり有効なのかな？」
「ソーラーそうだよ。太陽のパワーはソーラー凄いよ」なんて…いうばかり。
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米岡泰
南亭琴内どんでん説法
１． 弁護士の相談料
「先生！簡単な質問三つでお幾らですか？」
「きっちり五万円は頂きますな」
「先生！それは一寸高すぎませんか？」
「いや、普通こんなもんですよ」
「・・・」
「ではアナタの三つ目の質問は」
「！？×」

「だまし絵」の中に
「どんでん返し」の絵を
見つけました
＊左の絵をひっくり返し
てみると、にこやか
な顔が変わりますよ

堀川静雄
ダジャレ 「ガン、ガン、言われて・・・」
○ドクターに、前立腺ガンですよ！ 私の頭は「ガーン」
○マーカーが高いですよ！
なぜか私はマーカーリマセン
○細胞針の結果 ガンはなかった。
ドクターに、なぜマーカーが高いのにガンはないのか？ と聞いた所
ドクター「マーカーふしぎ」です。
私「ホンマーカー」
○ドクター「貴方は、リョクナイショーです」
患者「大丈夫でしょうか？」
ドクター「ヨクナイショ」
加藤熊次郎

言い訳川柳

１．ババ引いて 喜ぶ母に 子も笑顔
２．何食べた 桜が急に 芽を出した
３．園児達 春が来る度 若返り
４．オーバーが 着てくれぬかと 恨み顔
５．息子の目 悔し涙で 訴える
６．カルビ焼き 布団一枚 蹴飛ばさせ
７．ビル風に 慣れぬ主婦らは 蟹歩き
８．杖をつく 爺ちゃん座らず バス留める
９．子が作る 家のたこ焼き 足を出し
１０．長兄は 母のおはこを 今日も聞き

＜言い訳＞
＜母子のババ抜き＞
＜本当に急だ＞
＜いつも可愛い＞
＜冷え込む日が無い＞
＜我慢の後、手を出した＞
＜焼肉はカロリー多量＞
＜近くに高層ビル建つ＞
＜都営バスは安全第一＞
＜足を旨く畳めない＞
＜長男は偉い＞
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上の空組：印南博之
大娯解
ことわざ我楽多店 本日開店 口上
古より伝え来ることわざ、故事、成句より拾い出しましたる品を、紙上店頭に取り揃え
ジョークを愛するお客様のご来駕を伏してお願い申しあげまする。
１．大風呂敷
小は懐へ入るサイズから、国を包み、地球を包み、太陽系を包み込むものまで
ご用意できますが
それが大風呂敷だろうってへへへ
２．助け舟
木製、ファイバー、スチールなどいろいろございますが、タヌキおやじ様には
泥舟がおすすめかと。
３．口車
スピードの早いものは小口の取引用に、ゆっくりしたものは大口のご商談の
お役に立つものと存じます。
４．転ばぬ先の杖
お安いものはそば杖ですが、黄門様や座頭市様のものはなかなか難しゅう
ございますな、あ、以前にモーゼ様のものをローマ法王庁へお納めしたこと
があると曽祖父から聞いたことがありますですハイ。
土屋妙子

男の天国と地獄
髪結の亭主気どりて朝寝する
大暮景亭惚樽の「男の天国と地獄」 さそわれてどつぼにはまるおろか者
若き日の下校の友は今オバン
のどもとをすぎれば忘る恋やけど

樋口七郎
シャレ、シャレ、シャレード
☆魁皇（カイオウ）が、胃カイオウになった。
★力士で、医師の資格をもっている人がいる。それはマスイ（増位）山。
☆あのむずかしい相撲の判定をした審判長は。－カイケツ（魁傑）
○開成（カイセイ）高校に合格した日は、カイセイ（快晴）だった。
●鮨屋さんが、シャコ（社交）ダンスを習った。
○床屋さんは、リハツ（利発・理髪）だ。

参議松野信夫

政界ジョーク

お年寄りは元気だぁ！！

６５歳から７４歳までを前期高齢者、７５歳以上を後期高齢者というが・・・
先日、高齢者の懇親会に出かけた。
若々しく明るいおばあちゃんから一言
「わたしゃぁ、ゲンキ高齢者」・・・ホントに元気だね！
酒を一気飲みしているおじいちゃんから一言
「おれは、ゴウキ高齢者」・・・ホントに豪気だね！
結婚相手を探しているおじいちゃんから一言
「おれは、コンキ高齢者」・・・ホントに婚期を逃さずにね！
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高木正明

《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》

三月一日 奈良東大寺 修二会（しゅにえ）本行 お水取り
泣かす三月 卒業式で 黄砂･花粉で また涙
例え漢字が 読めなくたって 解散しっかり 読む総理
揺れる麻生も 給付は貰う さもしい男に なり下がる
政治献金 小沢は強気 与党にも居る 貰い人
海賊退治に ソマリア沖へ 勇む海自の 桃太郎
人工衛星 打ち上げなどと おどすミサイル 上げる北
漢字検定 幹部が患部 暮れの漢字の 寺もグル
客を呼び込む 経済効果 ラッコのクーちゃん 人気者
機転効かせる 騙され振りに 御用の振り込め サギ野郎
王子駅から 駅弁ならぬ 臭い駅便 垂れ流し
盗んだ仏像 ばれないように 盗った仏に 拝むドジ
吉田御殿が 無念の出火 戦後の歴史を 焼き尽くす
老いのたまゆら 姥捨てホーム 施設丸ごと 逝く火葬（合掌）
カーネルおじさん 川からあがり 呪い解けたと 阪神ファン
サムライ・ジャパンが シャンパン開ける 韓国抑えて 世界一
柴本和夫

言葉の研究

①政界空耳アワー
アメリカと日本の首脳会談
アメリカの大統領の発言～とても～深うございました。
日本の首脳の発言～とても～浅う（麻生）ございました。
会談した首脳は誰でしたか？
アメリカ側の首脳～オバマ大統領でした。
日本側の首脳～おバカ首相でした。
麻生～だいじん
ちょっと前までは～麻生大臣と聞こえた。
今では～麻生退陣としか聞こえない。
②恋のお話
コイ～の悩みとは
既婚者なんですが、こいの悩みがあるんです。
今日は休みの予定だったのに上司から出社の要請があるんです
これが本当の～来い～の悩みなんです。
ちなみに、ジョークサロンには、《来い》の悩みはありませんよ！
いつでもおいでください～《よいこ》～になれます。
まず例会に《来》てください。そして多聞（たもん）にも《来》てください。

例会も《来い》ここも《来い》～～多聞に《来い》！
《来い》をすると《酔い子》になれる、ジョークサロンで！
-6-

シェイクスビア島川（島川謙二）

ブッシュ物語

その２

★ジョージ・ウオーカー・ブッシュ 名門イエール大学卒（クリントン夫妻と同じ）
テキサスの石油実業家のボンボン
見合結婚 あだ名 ドゥブヤ テキサスなまりで
W をドゥブヤと発音する。 なんでも基準はテキサス 最も死刑執行が多い州
★９・１１で１機目が突っ込んだとき『下手くそなパイロットがいたもんだ』
★ブレアと最初の会談を終えて共通点が見つかったかと聞かれ『コルゲート
歯磨きを使っていることだ』という。 (o^―^o)
★１９８９年テキサスレンジャーズのオーナーに就任してファンに『みんなと同じイス
に座り、同じポプコーンを食べ、同じ小便器で用を足している人間だと思ってほしい』
★政府専用機の中でもランニングするブッシュ (@_@)
★『がっかりさせないでくれよ』と言われるたびに大きな信頼を感じるね
(-；-)
★私の決断に私は責任を負っている。みなさんもその責任を負っている。 （×。×）
★タウンミーテングで『私は毎朝目がさめます』（読書の習慣を聞かれて）『新聞を
読んでいます』 『輸入品は海外から入ってきます』
(#^.^#)

海郷達人
対文「カフンショー」
１．皮膚アレルギー
ママ呼ぶ。いらいら苦しむ。気がおかしくなるよ。
夜泣くし、顔かきむしる。暗いライフよ、ママ。
２．布団干し
寒くぁないか。布団干しが慣れたな。春は布団ふかふかだ。
はな

だが、ふー、花粉飛ぶ春。洟垂れ流し、ほんと不快な悪夢さ
川柳

３．怪しそう？
ＡＴＭ マスクをとって キーを押す
振り込め詐欺のおろし役に疑われないように。

４．まぎらわしい？
風邪ですか 花粉症ですか そのマスク
この時期はよく尋ねられます。

５．マスク美人？
並の人を 美人に変える 花粉症
見る方の期待に基づく錯覚です。花粉症でない貴女もマスクをどうぞ。

山﨑正剛
文部科学省からの通達
今年度から下記の漢字と語句の読み方と意味を変更する旨公告致します。

さもしい
貰わないと言いながら、只なら堂々と貰うこと。
頻繁 (はんざつ) １. 判断は大雑把に、官僚の薦めるままにすること。
２. 品格の無い人はパンクしたタイヤ同然という意味。
低迷(ていまい) マンガ好きの大人によく現れる症状で、低能で信念がなく迷っていること。
渦中 (うずちゅう)
酔っていなくても目が回ってふらつくこと。
緊急情報
文部科学省から… は誤探知で、正しくは首相官邸からの通達でした。
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平井幸雄

沼と池の違い・・・河童が住んでいるかいないかの違い

池（いけ）は、通常、湖（みずうみ）ほどには大きくないものを指す。同様のものを沼（ぬま）と
呼ぶこともあるが、これらに明確な区別はない。両者をまとめて池沼（ちしょう）と呼ぶこともあ
る。慣例的には水深が浅いもの（おおむね 5m 未満）を池とし、それ以上のものを湖とすることが
多い。最深部まで植物が繁茂するものになると沼と呼ぶことが多くなる。また、池は小さいだけに
水生植物の繁茂する範囲が広く、小動物や水生昆虫が豊富で、逆に、大型魚の魚類は生息しないこ
とが多い。沼（ぬま）とは湿地の一種。湖との区別は明確ではないが、一般に水深 5m 以内の水域
であり、イネ科やシダ、ヨシ、ガマ、スゲなどの草に占められ、透明度が低く、規模があまり大き
くないものを指す。湖沼学上では、水深が浅く水底中央部にも沈水植物（水草）の生育する水域と
定義される。

大きさでいえば

湖＞沼＞池

のようだ。

調べるために、インターネットサーフィンしてみたが、さすがの私も「河童の川流れ」で、何が何
だか池沼の違いがますますわからなくなって、泥沼にはまり込んだ。河童もどっちに住んだらよい
か迷うことだろう。
「陸（おか）へ上がった河童」状態で、池沼の周りをうろうろ。それとも、そん
なこと「屁の河童」
（取るに足らないこと）といって無視するのだろうか。
結論としては、河童は川や沼に棲んでいる。例外として、酒飲み河童は、海に棲むそうだ。

松山カオリ

カオリのジョークエッセー

＜桜の花と教科書＞

桜の花の季節を迎えると必ず思い出すのは中学校入学式の日に渡された教科書の事です。ペ
ラペラの薄い仙花紙全版の印刷物は教科書の形に折りたたんであるだけ。ハサミを入れてから
ページをめくってみると、所々穴が空いていたり藁屑がすきこまれているお粗末なものでした。
満開の桜の花びらが道路一面に散って、所々に黒い地面がのぞいている風景を見ると、60
数年前手にした穴あきの教科書が目に浮かびます。そのショックは大きく後々まで紙に対して
執着心を持つようになりました。裏面が白い紙を見ると勿体なくて捨てる事が出来ません。何
気なくメモ用紙を作っております。
同居している妹には「生きている間には使いきれないね」と笑われていますが相変わらずメ
モ用紙は増え続けています。
私にもしもの事があった場合、処分できなかった紙類はあの世まで宅配便で送ってもらう
事になりそうです。
一ノ瀬善秋

シャレクスピア

（洒落久寿悲夜） 花のはなし

花の季節 女性の名前 松・竹・梅・桃・桜・五月（さつき）
・葵・菊・・・・
３月～５月
梅・木蓮・辛夷（こぶし）
・泰山木・・と白い花
こぶし 握ればコブシ（げんこつ）開けば手のひらで、握手
こぶしの実はコブシにそっくりとか
山吹・菜の花・まんさく・・黄色い花
＊まんさく
豊年満作 秋の実りを願う花
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信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）

小噺＆狂歌

『◎銀杯』

八っつあん： ご隠居さん、ご隠居さん、た、大変ですよ、厚労省は百歳記念に贈呈している銀杯
のサイズを小さくしようって目論んでるそうですよ。
ご隠居

： 大変だって飛び込んでくるほどのこともなかろうに、わしにゃーまだ先のことだぜ、で
もなー、長寿化が色んなところに影響を与えてるってことだな。

八っつあん： あー、なるほどね、流石は厚労省でやんすね、長生きさせる為にゃー、銀杯のサイ
ズを小さくして、酒の飲む量を少なくしようって寸法ですか。
ご隠居

： 何感心してるんだい、そんな訳ないだろー、いいかい百歳への銀杯贈呈が始まった 1963
年には銀杯対象者は僅か 163 名だったんだ、ところが昨年には 1 万 9 千人台に、さらに
今年は 2 万人超えは確実となったんで、予算に合わせてサイズを小さくしようって魂胆
なのさ。

八っつあん： なんだ厚労省のこと褒めて損しちまった、木端役人はやることがせこいね。
ご隠居
： なんだい、なんだい、こんどは打って変わって文句たらたらかい。
八っつあん： ご隠居が百歳になったら小振りの銀杯かー、ところであっしらが百歳になる頃にゃ
ーどんな風になってるでしょうかねー。
ご隠居
： そうさなー、銀杯が○×？パイになってるだろーな。
八っつあん： なんですって、ご隠居の入れ歯のせいかよく聞こえなかったんで、えっつ、銀杯が
何パイになるってんですかい。
ご隠居
： いや何、銀杯がゼンパイ（全廃）になってるだろーって言っただけじゃよ。
そこで狂歌を
『長生きし 長寿の人が 増える度 減る減るばかり 銀杯サイズ』
『厚労省 百歳記念 銀杯に 予算と健康 二股かける』

門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）仏像を盗むとはブッダまげた
２）うるま湯につかったような煮え切らない弁解
３）♪起訴のナー大久保さん 起訴の大久保さんは なんじゃらほい
続投でも厳しい よいよいよい よいよいよいでよいよいのか♪（木曾節）
４）政治介入かどうかご検察ください
５）阪神がこれで優勝するかどうか保証しカーネル
６）スクープでご褒美かと思ったら誤報だった
バンキシャ
７）ヤッホーと呼べばヘイコーと応える
やまびこ学校
８）ずさんな管理で火事とは“たまゆら”んわ
９）♪陣内紀香の 高島田 見えぬ溝に いたわしや
曇る今宵の 浮気風 誰の咎やら 罪じゃやら♪（目ンない千鳥）
藤井敬三

ユーモア川柳「ああ、あご」

定年後家族にアゴで使われる
運動会あご上げ走るうちのパパ
野良犬の下あご撫ぜて咬みつかれ
あご紐で防災訓練引き締まる
尺八は顎でリズムで取っている
大神楽あごの上でも皿回し

つまみ食いアゴの動きで見つけられ
お化粧で隠せないのは二重あご
息を止めアゴをあずけるレントゲン
長講話アゴであくびをかみ殺し
人形のあごに喋らす腹話術
ジョークうけ得意顔して撫ぜる顎
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★３月例会参加者
３月２５日
集合順
２２名
野本浩一・印南博之・阿部浩・平井幸雄・土屋妙子・高木正明・樋口七郎・佐藤忠恕・
松山カオリ・島川謙二・堀川静雄・一ノ瀬善秋・海郷達人・古澤猛夫・米岡泰・加藤義雄・
門口泰宣・藤井敬三・曽田英夫・柴本和夫
＊古澤猛夫さんも、一年ほど前に日経文化欄で、サロンを知っての顔出しです。嬉しい！
＊青木孝さんからのコメント：セミナー等でも、効率的で楽しいのは２０乃至３０名。２２名の
例会参加が、おそらく大盛況であったことがわかります。すばらしい活動ぶりです。
＊渡辺達雄（欠席）さん：なんとかスケジュールを合せて参上したいのですが、思うにまかせま
せん。皆さんのすぐれた作品を見るにつけ、恥じ入るばかりであります。
☆☆☆変集後記☆☆☆
＊今号は、例会参加者の作品に加えて、メールや郵送作品も多くあり、一部掲載を見送らざるを
得ないという状況になりました。読者層が高齢化しているという現実もありますので、できる
限り分かり易くて直ぐ笑えちゃうというような作品を掲載して行きたいと思います。
ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。
今後の例会予定
１８：３０～（受付は１８：００頃から）
５月２７日（水）千代田区立スポーツセンター７Ｆ 第２集会室
６月２４日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
７月２２日（水）２０周年記念例会 「ラ・リヴィエール」
住所：神田多町２－２ 第 3 ハヤカワビルＢ１ 電話：03-3258-1800
ビュッフェスタイル飲食付き ５千円前後を予定してます。
（通常例会費用＋特別例会飲食費用になります）
＊ＪＲ神田駅北口、地下鉄神田駅４番出口から徒歩２分程度
８月２６日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
電話
千代田区立スポーツセンター
℡03-3256-8447

切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2009 年 3 月 17 日～2009 年 4 月 14 日
北海道：奈良孝一 東京都：青木孝、稲葉浅治
神奈川県：池田功、渡辺達雄 京都府：大石脩 高知県：高橋満子
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
郵送希望の切手：一年分は 80 円×15 枚です。
ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞごらん下さい。
伝笑鳩 No.235 発行
2009.4.22
変集鳥・・・野本浩一
変集協力
石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・神山徹・佐藤忠恕・柴本和夫
【笑品快発集団】 曽田英夫・高木正明・平井幸雄・藤井敬三・門口泰宣・米岡泰・土屋妙子・
松山カオリ・樋口七郎・島川謙二・加藤義雄・海郷達人・稲葉浅治・
堀川静雄・松野信夫・平田レイ子・渡辺みどり・山口幸子・浜田親一
あたたカット ： 天野秀雄、平田レイ子
ホームページ：河野康博、渡辺みどり
発行鳩舎：同巣会ジョークサロン
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