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政界ジョーク
☆鳩山総理は、５２分間も所信表明演説をして
熱気むんむん。
顔も上気して鳩ポッポ。
☆公立も私立も高校無償化
川端文科大臣は「文科あっか」
熊本市／参議・松野信夫

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
さる１１月１０日に９６歳で亡くなった森繁久彌さん
の追悼記事・追悼番組で、生前に森繁さんが周りの人たちに伝えていた事を知りました。
「歌は語るように、語りは歌うように」
「人生はシャレ（ジョーク）だよ」
「その日を完全燃焼す
る」
「何をやっても、面白くなきゃいけない」などなど。そして、
「海に行くのは、大きな愛を感じ
るからなのだ」
。周りの人たちを楽しくすることをさり気なく行って来た人生の大先輩の生き様に、
大いに感じるものがありました。
（合掌。ご冥福を祈ります）
東筑摩郡山形村／須山ケサ子
世田谷区／三浦邦夫
お世話になっております。引き続き伝笑鳩を
拝啓
ジョークサロンの封筒を開くの
一年お願いしたく、切手を送らせていただき
が、生きがいとなっております。
（ものは付
ます。どんなことも笑いで吹き飛ばせるよう
けの応募でなくホンネで）来年も、よろし
に毎日を暮らしております。皆様の御活躍を
くお願い申し上げます。
敬具
お祈り申し上げます。
くお願い申し上げます。
港区／石井赳夫
拝啓
新政権よりも、ずーっと前から立派なビジョンをお持ちのピ
ジョンの皆様に敬意を表しつつ、愛読させて頂いております。和久井
哲男獅子舞名手のご紹介にて、読者となりました。毎回お世話になり、
有難うございます。今後も宜しくお願い申しあげます。
敬具
加須市／大畑道之助
拝啓
秋色一段と増し爽快な頃となりました。
毎月欠かさず永い間「伝笑鳩」後送付下さり早、十年以上すぎました。
毎号ウィット溢れる機関誌に感激と抱腹絶笑しております。中々思うように良いアイデアが浮
かばず、投稿できず、残念です。
ユーモアのヒントを頂き、今、秋葉原のユーモア共和国で笑い話サロンで話し方の勉強を致し
ております。一ノ瀬大統領先生にご指導頂き、さいたま市の笑い話サロンにも毎月一回通って、
ユーモアの初歩を学んで居ります。
今後共宜しくご指導、ご声援のほどお願い申しあげます。
敬具
町田市／青木孝
『伝笑鳩』ありがとう存じました。
１０頁のボリュームで、十分楽しめ
る内容に敬服しきりです

京都市／大石脩
屁ん酋長さんへ
何回読んでも分からない場合は、南無かい南無かい
と拝み唱えておれば、仏や菩薩が、ホットケホット
ケボサッとしてなはれと、ご教示されますぞえ。

秋深く 紅葉狩りでも 旅行でも 大いに笑おう ジョークサロンで」 【曽田英夫】
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「生きがいを感じるものは （出題：田中 清咊）

新居を構えたヤドカリ
秀逸

入選

佳作

（板橋区：植竹 団扇）

【評】ヤドナシかと思ったらヤドカリですか。メルヘンですねぇ。
姑の嫁いびり
外人より背が高くなるハイヒール
山頂でぬぐう汗
牡蠣の養殖（生き貝）

（町田市：浅沼
（横浜市：濱中
（広島市：香川
（横浜市：織田

マサ子）
順一郎）
信子）
元康）

生涯楽習の日々
湯上りの一杯
おいしく感じられる日の晩酌
孫の笑顔
病気の全快
遊び心

（さいたま市：北澤 正嗣）
（千葉市：岡部 千代松）
（京都市：牟禮 丈夫）
（稲城市：藤井 敬三）
（中央区：松山 カオリ）
（鎌倉市：浜田 頓坊）

ありがとうと言われる人生
早起きして仰ぎ見る朝日
朝陽の深呼吸（息がいい）
プロポーズに対する暖かい返事
イギリスでＭＢＡ資格をとった娘の活躍
商売を継ぐ息子

（横浜市：阿部 浩）
（松戸市：田中 清咊）
（佐倉市：笠原 宏之）
（伊勢原市：武井 美雄）
（横浜市：鈴木 びん子）
（文京区：稲葉 浅治）

熱中できる趣味
採れたてのカキの味
効いてきた毛生え薬
１０年後の夢の実現
ものは付けに面白いネタを送る
ものは付けの入選

（荒川区：藤野 哲康）
（横浜市：加畑 高治）
（さいたま市：高木 正明）
（高知市：高橋 満子）
（岩手県：片山 敦夫）
（渋谷区：樋口 七郎）

次回（第１０７回）の題 「心が弾むものは」
（出題：高 栄子）
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切 ：12 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈
サロン同人活躍中
２００９年１０月１０日 ＮＨＫ 文芸選評 おりこみどどいつ
出題「みつまめ」
選者 筏丸けいこ
★入選
みんな集まり
☆佳作
見よう見真似で
つもった話
つまずきながら
まだまだ元気だ
真似て盗んで
目に光
目指す芸
（神奈川県 浜田親一）
（さいたま市 高木正明）
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山崎 正剛

世 相 問 答

◎あっしは熊と申します。ご隠居に教えてもらいたくて伺いやした。
◎熊さん 前の総理に漢字の読み方を教えて上げようと思ったぐらいで、私は
何でも知っているから遠慮せずに聞いて下さいよ。
◎政権交代と騒いでいるようですが、あれは何のことですか。
それはな、日本人のニューハーフが世界コンテストで優勝しちゃったので人
間の性に対する見方、つまり性見が変わって来たということじゃ。
◎ダム工事を中止するのは何故ですか。
世の中を大きく変えるのだから、ダムも逆に読むことになったのじゃ。
えっ、ダムを逆に読むと…ムダ… なるほど無駄は止めるべきですな。
◎郵政見直しというのが、分からないのですけど。
大リーグに勧誘されていた菊池雄星という高校のピッチャーが、日本のプロ
野球に入団することになって、見直されたということだ。
◎空港のことも話題になっていますが。
あれは、漢字の読み方を間違えとるなぁー 飛行機が来ないのに造ってしま
ったから、前の総理は「からのみなと」と読んでいたはず だよ。

松山 カオリ

ジョークエッセイ

風に吹かれて

秋晴れのある日の午後、近くのバス停に立っていると急に枯れ葉を巻き込みながら冷たい一
陣の風が突然吹いてきました。
「アッ」という声に前の方を見ると若い女性のスカートも空
の方に向けて舞い踊っております。昔の映画にあったマリリンモンローの有名なスチール写
真で見たような風景。と同時に「ヤヤッ！」との声、
私の後ろに並んでいた男性の二人組でした。魅力的な女性を困らせてもフレヤースカートに
突風という組み合わせは若い男性を喜ばせる事になったのです。その時私はと申しますと、
そのどちらでもなく近くから飛んできたソメイヨシノの赤や黄色に染まった枯れ葉の舞い
の方に目を奪われておりました。
渡辺達雄
よく歌い
よく語る

「新首相夫人は太陽を食べるという」
「それは太陽即神とあがめるエジプトは怒る」
「これは国際問題！」
「じゃ、月に替えたら….？」
「それじゃ月並みだよ」

新政府の新制度発足
①子供手当、大幅増額
②略奪婚手当新設

この不況時に飛躍的に売上げをのばしているのはパチンコ業界で３０兆円産業、
（ちなみに外食産業は７兆円）
。その大きなきっかけは、ナナナント定額給付金支給のあと。
アッソーですむのかね 麻生さん。
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一ノ瀬 善秋

（洒落久寿悲夜・シャレクスピア）の聞き書き

●漱石のユーモア
「我輩は猫である」 猫の死亡通知 １９０８、９／１４
「久々
病気の処、療養叶わず、昨夜裏の物置のヘッツイの上にて逝去いたし候」
作品では「飲み残しのビールをちょっと失敬したら、酔っ払ってしまい、足をとられて
水甕に落ちてしまう」と・・・死亡通知は野上豊一郎・弥生子夫妻への葉書で通知（公開される）
●遠藤周作の卑下「我輩は猫背である」孤狸庵のえんがわで日向ぼっこ、いつも猫背だな
●阿久 悠の風刺「猫の手も借りたいよ、田植えと稲刈りが一緒が」
「とりあえず孫の手で間に合わせてよ」
●ことわざ成句（冗句）
「猫に鰹節」
あの男に経理をやらせるの？ 金庫番だぜ
「猫に小判」
この本（美術書）を彼が選んでもね・・・神田古書市
「猫にマタタビ」 ご機嫌だぜ、彼女はケーキとなると・・飛んで来るよ
「猫の首に鈴を付ける」 あの創業会長を引退させるには・・誰が好いのか
「猫の額」
我が家の庭だね
「猫の恋」
思春期の男いや女
いや狂い咲きの中高年

門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）
２）
３）
４）
５）
６）
７）

みんなで野党よ
谷垣党首
亡くなれば 誰でも惜しい 人となり
マニフエスト だけでも取れる ノーベル賞
脱官僚から奪官僚へ
郵政幹部人事
他の大臣は忙しいのに国家戦略室は菅（閑）職だなあ
“鳩首”とは違法献金問題を協議することである
♪ダムよ道路よ われらが頼り 工事なしでは 食えないからに
ムダよさよなら ご機嫌よろしゅ 人への投資には
笑っておくれ♪（雪山賛歌）
番外回文：うかつにダムをひく国費を無駄に使う
８） I hub decided that Haneda airport should be・・・・ 前原大臣
９） 横浜開国博失敗でくもの子を散らすように去った
中田前市長
１０）寝心地のいいフトンを引き剥がされる
西川社長
１１）アクセント身につかず
外国語
１２）矢野が衰えたから城島が捕手かった
阪神タイガース
１３）♪ＣＳへの夢が 叶えてしまったの シャボン玉のような 私のぼやき
監督だけが 生き甲斐なの 忘れられない
解任 胴上げ 涙のノムさん♪（ラブユー東京）

参議・松野信夫
政界ジョーク
☆前原大臣はダムを次々に中止
それは国交だけと、推進派は誰かよーく健作しよう
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信用亭 駒公
（世田谷 佐藤忠恕）

都々逸パロディー（お馴染み都々逸もじりで世相を唄う）no.3

苦労なしでの 気楽な老後 夢見るからこそ 苦労する
気楽な老後の生活のためには、苦労が絶えませんねー。

年下上司の 親切よりも 窓際自由の 席が良い
元部下だった奴が、上司として職場に来たんだが、お互いやりにくくってねー、窓際でいいのさ。

女房選ぶに 見かけじゃーだめよ 見ればやさしや 知れば怖い
若い頃にゃーどうしても外見に捉われるんだが、変わるよ、女ってーやつは。

飲む・打つ・買うと 泣かせておいて 威張った亭主 今はなき
亭主関白ってーのも、とうとう死語になったんだなー

年金・へそくり 準備はできた そろそろ亭主と 別れよか
熟年離婚ってーのが増えたそーだな、そーいう女房は相当前から準備しているらしーな

長野では～牛に引かれて善光寺
メルボルンでは～ペンギンに惹かれて 5 キロウオーク
すてきな夏のオーストラリアと掛けまして、柴俊夫と解く。
言葉の研究
オーストラリアスペシャル
そのココロは～すてきな
AUGIE SUMMER（おじさま）
柴本和夫
オーストラリアには、行くだけで誰もが必ずハッピイになれる都市があります。
それは、西オーストラリアのパース～ハッピイ・パース・デイ
10 月の上旬、柴俊夫（本名柴本俊夫）といくメルボルンの旅に参加＊長野の
82 歳
メルボルンマラソンのテーマソングは、日本の民謡なんです。
の父親は、最初はとてもメルボルンマラソンに参加はなんか・・・と言ってましたが
その曲は～そうらん節。マラソンは、≪走≫と≪ラン≫ですか～ら
ペンギンパレードの姿に、元気をもらい、5
キロウオークを完歩！
オーストラリア牛は、美味しい赤み肉です
完歩の宿・完歩の声
飼料（穀類）ではなく、草原の自然の牧草を食べている～牧畜だけど農耕な味
オーストラリア（豪州）の税関検査はとても厳しい～卵の入ったカップめんは没収され
ます
-5たとえ厳しい≪豪≫の税関でも～≪豪≫に行ったら≪豪≫に従うこと
最近のオーストラリアは柔道にめっぽう強く、メダルを獲得しております。
柔よく【豪】≪が≫制す

奥村 篤史

“毎度あり！出前サロンが久しぶり”洒落日記

9月30日久し振りに出前サロンが横浜・驛（うまや）の食卓で27名参加し行われました。出前の初
回は2001年6月23日新潟。JS初めての泊り込み笑旅行。皆の宗・コニコ宗・双本山・佐藤憲雄和
笑様に呼ばれ浦佐に向かう男7名と紅一点の8名。
「☆ウララウララと歌ってる内に ウララウラサ
と浦佐着」和笑のお迎えを受け、一行8名鮎料理屋へと向かう。
「☆アーユー鮎？」と親父ギャグ専
門の織田氏。皆も負けじと「☆鮎 ラブ ユー！」
「☆鮎ちゃんあんたに鮎たかったよ！」
「あーゆ
かった、ゆかった鮎料理」とギャグ飛び交う。
「☆さすが天下の魚沼産よ ぴかりと鮎も腰ひかり」
。
アッシー君は本邦初演の「☆Are you 鮎？ No.Ⅰａｍ どじょうです！」 と どじょう掬い
を演じる。隣の部屋から子供が何だ何だと見に来たので、隣の家族旅行に乱入。家族はびっくり、
でもご祝儀くれました。６月に還暦を迎えたアッシー君、出前サロンで還暦ジョ－クを披露した記
憶。翌日は奥只見ダムを見学。
「☆さぁさタダ見だ奥只見、奥ちゃんタダ見る奥只見」
「☆ダムはム
ダかも、ムダダム ダムムダ」
。2回目出前は2003年４月10日「知と人の交流」水雲会に呼ばれて
東京開催。いつも重厚なテーマ、軽いテーマに興味が薄いか11名の参加しかなく拍子抜け。でもア
ッシー君の「ジョークの総合笑社」宣伝南京玉すだれ、続いて皆さんの作品紹介で参加者は大笑い、
反応頗る良くユーモアは絶対必要と熱く語り、お蔭様で本がバンバン売れました。
さて、今回は、前変集鳥門口さん率いる生涯現役かなざわ会100回記念講演が、女優有馬稲子さん
を招く豪華版で、横浜にぎわい座で行われるとのこと。第二部芸能バライティーではジョークサロ
ンのメンバーが多数出演を依頼されその為か？千円の有料チケットは400枚を完売！
「☆アリマーと言う間に完売400枚」
。落語：三遊亭円塾、南京玉すだれ：佐藤忠恕グループ、か
っぽれ：奥村アッシー＆仲平逸子、カンツオーネ：渡辺達雄出演。当然ジョークサロンのメンバー
も多数来て声援。ではと、にぎわい座終了後に驛（うまや）の食卓にて横浜出前サロン開始、真打
三遊亭円王さんも初参加。時間の都合で、発表は要点発表で大忙し、30分で終了。でも、食事・
お酒・カラオケになると大賑わい。南京玉すだれのアンコール、カラオケではプロ・セミプロ入り
乱れ大発表会。ジョークのみでなく話芸も芸も達者、凄い芸人・芸者の集まりだとほとほと感心。
「☆にぎわい座よりも賑やか出前サロン」 「☆ジョークは無論 芸も出前をするサロン」
「☆出るわ出る話芸・演芸・歌・ジョーク」 「☆飲みすぎて酔ってゲイゲイ 芸も出す」
最後に 「☆ジョークよし芸よし歌よし酒もよし ジョークサロンで日本元気に！」

曽田 英夫

狂歌ｎｅｗ門

これはいいねと ほめておだてる
おばさんが ミニスカはいて 出社する これはいいねと ほめておだてる
夕食に 妻が買った 高い酒 これはいいねと ほめておだてる
若い娘に 連れられた店 バカ高い これはいいねと ほめておだてる
すし屋には カッパに鉄火 太巻きで これはいいねと ほめておだてる
なんとかなると 笑い飛ばして
勘定が 財布の金を オーバーし なんとかなると 笑い飛ばして
いい狂歌 今日になっても 出来てない なんとかなると 笑い飛ばして
来年は 戦力外と 会社から なんとかなると 笑い飛ばして
世のなかは どないなってまんねん
八ツ場ダム ハブ空港に ＪＡＬなどで 前原さんは 苦労背負って
ＪＲ 西日本なる 大会社 企業の悪を 全部備えて
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米岡 泰

南亭琴内氏のどんでん返し 1９

アルバイトの仕事

「リーン！リーン！」
「はい！はい！」
「誰だ君は？」
「今日雇われたメイドです」
「またメイドを変えたのか！妻に代わってくれ」
「若い人とベッドにおられて」
「畜生！こないだからアイツは素振が怪しかったんだ」
「・・・」
「君！五万ドル稼いでみる気はないか？」
「はい！とても、お金に困っています」
「電話代の引出にピストルがあるだろう？」
「えーと、アー！脇机にありました」
「うん？そのピストルで２人を撃つんだ。やってみる？」
「ハッはい！なんとか」
「君の銀行口座は南蛮？」
「○○銀の××××です」
「カタ、カタ、カタと、よし！パソコンで五万ドル振り込んだ」
「分かりました」
「トン、トン、トン」階段を上がって行く音。
「バン！バーン！」
「トン、トン、トン」階段を降りて来る音。
「もしもし？やった？」
「はい！ホトケさん達はどうします？」
「裏のプールにでも放り込んどいてくれ」
「ハイ、分かりました。でもお宅のプールは前庭ですよ」
「！？×」
「えーと、そっちの番号は△△の×××だっけ？」
「イイエ！違います」
「！？×」

高木 正明

コミック仕立て 語る七七七五調

野党時代は 脱官僚を 今は頼みの 過去官僚
書いてあるとか ないとか揉める 政典もどきの マニフェスト
絞り切れない 鳩山予算 財源確保に 四苦八苦
中小企業を いじめちゃならぬ 銀行相手に 亀井節
ダムや道路や 航空事業 伸るか反るかの 国交相
羽田ハブ化と 大臣言えば 噛み付きハブ顔 千葉の知事
首都圏六知事 八ツ場に集い ダムを造れと 発破かけ
五輪招致で 都税をドブに 承知できない 招致料
恥を晒した 酩酊人へ 冥土の土産に 旭日章
自殺相談 日に千件も 年に三万 見離され
進路逐一 被害を撒いた 暴れ台風 十八号
効くか効かぬか 新型風邪に 足りぬワクチン 奪い合い
被告ノリピー 公判人気 傍聴希望が 六千人
稼ぐユニクロ パリへも出店 秋パリジャン パリジェンヌ
利かぬアクセル マットが裏目 掛かるリコール トヨタ・カー
佳境だったら 似合わぬ架橋 ポニョの舞台の 鞆の浦
味のミシュラン 京・大阪の おでん･たこ焼き 星いくつ
尽きる契約 解雇が決まり ぼやき尽きない 野村節
女優･洋子の 介護を晒す これが長門の 思いやり
加藤和彦 あの素晴らしい 愛をもう二度 とは聞けず
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シェイクスビア島川

インテリゲッチャチャ日記

某日
横浜にぎわい座開演前に『関東のお伊勢さま』という伊勢山皇大神宮へ。
『ええじゃ
ないか』のお伊勢参り、お蔭参りで江戸時代、1000 万人以上が出かけた伊勢神宮。連中のな
かには 『願をかけたらガンにかかった』いうて『イセ参り』ならぬ『腹イセ参り』の者もい
たとか・・・。(~ヘ~;)
某日
友人たちと玉川上水から小金井公園の『江戸東京たてもの園』まで歩いた。玉川上水
の脇に一本の赤い彼岸花（マンジュシャゲ）
。
俳人・志奴は 『川音に独り嘆くや彼岸花』
と詠んだ。彼岸花は葉ある時は花がなく、花ある時は葉がない花であるので、韓国では『相思
華』と言うそうな。 （－;-）
『江戸東京たてもの園』には多くの江戸から明治・大正・昭和の建物が移築、保存されている。
226 事件で殺された高橋是清大蔵大臣の木造 2 階建ての家もあった。
『軍事費を削るのは許せ
ぬ！』と反乱軍が怒って襲ったとき、高橋是清はちょうど風呂に入っており、あわてて素っ裸
で飛び出した。
見かねた将校がガウンを手渡しながら言った。
『高橋！これ着よ！』
（＞_＜）
某日
右脚に発疹、痒い、痛い。
『帯状疱疹です。安静。禁酒！！』と医者。
『ウァー安静の
大獄だぁ！居酒屋から 退場方針だぁ！（>。<）
』
『幼い頃やった水疱瘡のウイルス、体内に潜んでいたのが、疲労や加齢をキッカケに暴れだす
のです』だと？本当？マロには水疱瘡などという記憶はないのでお JAL （×｡×） 『禁酒
で身体が PURE になればよろしおま』 (@_@)

野本 浩一

お洒落日記：リオデジャネイロと本当に言ったのか？

１０月３日 ２０１６年の夏季オリンピック開催地が決定した。その模様が、何回もテレビで
放送された。IOC のロゲ会長が、最終決定の都市名が書かれたメモを見つつ「リオデジャネ
イロ」と言うシーンだ。
「何としても東京に・・・」と、日本から大挙して現地でアピールした人たち、そして東京都
庁や日本で大画面を眺めながら応援していた人たちは、
「リオデジャネイロ」と聞いて、ショ
ックの色を隠せなかった様子。東京は選ばれないんじゃないか、と思っていた僕には、ロゲ会
長がメモを見ながら発した言葉は「リオでいいんじゃねーの」としか、聞こえなかった。

稲葉浅治
裏の裏 かいた積りが 更に裏
栄転の 裏に隠れた 涙あり

川柳 「裏」
自分史に 嘘ちりばめて 美化してる
介護する 心の裏に 遺産分け
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☆
☆
☆
☆
☆

浜田頓坊
－甘辛都々逸ほのぼのランド－
江戸の昔に 開いた市で 今もおばさん 元気よい
鎌と椀とを 続けて描き か・ま・わ・ん入れと 骨董屋
亭主どなれば 女房も怒る だんだん似てくる 五十年（春）
山のカミさん 咄嗟に一句 都々逸もどきの 歌を詠む
結果どうなる お子様むきの 超大盛 マニフェスト

平井幸雄

ヒライ信
オリジナルバージョン
＊作品をスキャンしてます。ご容赦下さい。
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★１０月例会： １０月２８日
集合順
阿部浩・野本浩一・柴本和夫・平井幸雄・一ノ瀬善秋・佐藤忠恕・高木正明・
門口泰宣・渡辺達雄・奥村篤史・島川謙二・松山カオリ・渡辺みどり・曽田英夫・
川島奈緒美・米岡泰・松野信夫
以上１７名
＠ジョークサロン２０周年記念例会や横浜出前サロンが続きましたので、参加者が少ないように
感じてしまいました。都合がつかなかったりした常連さんも多かったかも知れません。
＠政権交代後、初めて参議・松野信夫氏が例会及び二次会に顔出ししてくれました。
早速に、政界ジョークを披露して頂きました。与党となった後のジョークは、今後は、どう変
わっていくのか、楽しみでもあります。頑張って下さい。
＠さて、２００９年の「今月の一笑」の投票用紙、新年会の案内を来月は送付します。
変集鳥宅の事情により、投票及び新年会参加申し込みにつきましては、ファックスはご遠慮
願います。何卒、ご協力のほどお願い致します。郵送又は、同人への手渡しをお願いします。
＠その新年会ですが、下記ボードにありますように、２０周年特別例会＆パーティを実施しまし
た神田・多町のレストラン「ラ・リヴィエール」で実施致します。
今回は、１月１１日（祝日）
、１２：００～１５：００のランチタイムです。
どうぞ、ふるってご参加下さい。カレンダーに日程入れて下さい。
１２月２２日（火）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ第２集会室
そして、新しい年がやって来ます。２０１０年です。
・・・・
１月１１日（祝・月） 新年会を行います
会場：神田多町 レストラン「ラ・リヴィエール」
１月２７日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
２月２４日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
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 10 月 16 日～2009 年 11 月 16 日
千葉県：石井志津夫 埼玉県：大畑道之助 東京都：青木孝、三浦邦夫、石井赳夫、
石井達也
神奈川県：浜田親一
福井県：山崎正剛 長野県：須山ケサ子
京都府：牟禮丈夫
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 （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.242 発行
2009.11.25
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・
【笑品快発集団】 柴本和夫・曽田英夫・高木正明・平井幸雄・藤井敬三・門口泰宣・米岡泰・
松山カオリ・渡辺みどり・加藤義雄・島川謙二・稲葉浅治・浜田親一・
松野信夫・山口幸子
他 多数です
あたたカット ： 天野秀雄、平田レイ子
ホームページ：河井康博、渡辺みどり
発行鳩舎：同巣会ジョークサロン
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