＊＊＊２０１１年５月 No.２５９＊＊＊＊＊＊＊
切り返し
植物名を研究している妹が自慢気に言った。
「兄さん、この樹が白樫（しらかし）よ」
兄貴の立場上、素直に感心できない。
「こんなの、うちに一杯あるよ」
「ええーっ！」
「ちらかし」
東京都／神山徹

＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊
３月例会に引続き、４月例会も会場が変更です。
東日本大震災による節電対策と思いますが、例会
会場となっています千代田区立スポーツセンターは夜間利用ができなくなっております。
５月の例会会場も変更の可能性がありますので、ＨＰ等での確認をお願い致します。

福島市／松山カオリ
ジョークでは済まされない深刻な話ですが、私は元気です！
福島原発事故では一喜一憂しております。福島市は放射能の値が高いので、安全な土地に住む友
人から疎開してくるように誘われていました。
福島県の鉄道は新幹線も、在来線も動かないので思案にくれて放射線の専門家に問い合わせまし
たところ「現在の値なら大丈夫だから福島にいなさい」とのこと。その理由は「誘ってくださる方
は大丈夫でしょうが、福島から来たという事で周囲の方から黴菌扱いをされますよ」と言われまし
た。集団疎開はまた別のようですが・・・。確かに「福島から・・・」というと他県で宿泊拒否さ
れたと新聞やテレビで報道されています。
（３月２２日受領）
新潟県魚沼市／永林寺／佐藤憲雄
伝笑鳩祈念特別号ありがたく拝しました。
越後は未だ二メートル余の残雪です。お大事に。
（３月２８日受領）
東京都町田市／青木孝
編集のご苦労にもっと思い致さねばと思っております。
『伝笑鳩』ありがとう存じました。圧倒的なボリュームに驚くのは毎回です。
“東北関東大震災”辛いことですが、必ず復興するよう、お互いに力を出したいと思います。
横浜市／山口栄子
毎日被災のニュースに心が痛みます。
でもバランス感覚を保って笑うことは必要です。
私は視覚障害の方に伝笑鳩を読んでお伝えしていますが、その前に自分が十分笑ってから平静に読む
ことにつとめています。その方も、あきれたり、感心したりして笑って下さっています。つまり、笑い
は心で感じるものなんですね。切手おくりますー。ご笑納下さい。
東京都三鷹市／稲垣元博
笑いのプレゼント・・・感謝しております。
「伝笑鳩」と「コミックどどいつ瓦版」は、退屈な老人ホーム生活の中で唯一の笑いです。
今年で９２歳になりますが、三年程前から始まった眩暈がひどくなり、現在は室内を歩くのにも杖が
必要で、食事の往復もヘルパーさん同伴です。ホームに入って三年になりますが、二度転倒して骨折し
て、それぞれ一ヶ月ほど整形外科のお世話になりました。スキーを５０年も滑って骨には大きな自信を
持っていましたが、９０才を二年も過ぎるともうダメですね。
・・・心から感謝しております。

桜咲き 気分一新 4 月から 大いに笑おう ジョークサロンで
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【曽田英夫】

「目を覆いたくなるものは」
（出題：樋口七郎）

他人の白い目
秀逸

入選

佳作

（さいたま市：宋 志朗）

【評】自分の目を離れた発想がユニークです。
カッコイイ眼鏡
年増の厚化粧
運動会での孫の転倒
間違えて入った女湯
息子の成績を叱る親の成績

（横浜市：鈴木 びん子）
（大田区：高 栄子）
（横浜市：織田 元康）
（稲城市：藤井 敬三）
（横浜市：阿部 浩）

「いない いない ばぁー」
心細い政治主導
東日本大震災の被害
カミサンのスッピン
迫力ある３Ｄ画面
大相撲協会のあり方
女房のヌード
国会中継
中国漁船の体当たり映像
高い放射能数値
花見での大トラ娘
オバタリアンに変身した女房
花粉・黄砂連合軍の来襲
放射能汚染で捨てられる牛乳
千年に一度という地震被害
うじゃうじゃわいたうじ
電車内の化粧
舞い上がる花粉でない粉塵
アウシュビッツの映像
いちゃつく新婚さん

（荒川区：藤野 哲康）
（さいたま市：高木 正明）
（伊勢原市：武井 美雄)
（岩手県：片山 敦夫）
（佐倉市：笠原 宏之）
（高知市：高橋 満子）
（所沢市：北沢 正嗣）
（千葉市：岡部 千代松）
（川越市：石原 義三）
（鎌倉市：浜田 頓坊）
（江東区：柴本 和夫）
（鎌倉市：志賀 明）
（京都市：牟禮 丈夫）
（福島市：松山 カオリ）
（文京区：稲葉 浅治）
（町田市：浅沼 マサ子）
（渋谷区：樋口 七郎）
（板橋区：植竹 団扇）
（港区：柏谷 達雄）
（船橋市：川田 又一）

次回（第１２４回）の題
「老いを感じるものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切日：5 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
東日本大震災により、死亡された方々のご冥福を祈ると共に、行方不明の方々の確認が
速やかに行われますように、お祈り申し上げます。
そして、復旧･復興への取り組みが一日も早く執り行われ、避難されている皆様の生活が
確かな一歩を踏み出すことを心より祈願致します。
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頑張ろう 東北 支えあおう 日本 耐え抜こう そして 前へ進もう －１－
松山カオリ

大震災直後、３月１６日の思い

東京も、東北と東海に挟まれて日常の生活が不便をきたしていうようですね。
こちらは 11 日の地震ではとても怖い思いをしました。初めて炊き出しの体験もしました。
温かいおにぎりと熱い具だくさんの味噌汁は忘れられないと思います。
何かと被害はありますが助かった事を感謝しています。
水道は未だに使えません。原発の位置が 60 キロ先になります。沢山の方がすぐ近くまで避難してき
ています。私たちもいつ同じ立場になるか分かりません。東北の避難民はどこに逃げれば助かるので
しょうか。
緊張して暮らしていますので、
姉妹揃っておっちょこちょいな事を時々やってしまいます。
弱音を吐かないで元気に頑張ります。
曽田英夫 狂歌ＮＥＷ門：3 月 11 日 東北関東大震災に遭遇した

ある日午後 グラグラ揺れて 震度は 5 初の体験 すごい体験
わが職場 ビルの 7 階 すごく揺れ 机の下は 女性の尻が
当日は それから歯科へ 行ったなら 揺れている中 口開け治療
帰宅する ＪＲ今日 電車なし 帰宅難民 歩くしかない
歩くこと 浅草橋と 江古田間 5 時間掛けて あし棒となり
江古田では 電車が来そう ピンと来た 少し待ったら 動き始めて
自宅には 何とかその日 たどり着き 妻とは無事を 喜び抱き合う
東電は 突如停電 発表し 幸い今も 停電は無し
通勤は 電車少なく 混みあって 職場に着いたら ガックリ疲れ
スーパーで 電池、食パン 米までも どこへいったか 商品がなし
生きている 少し不自由 辛抱だ 被災者苦労 比べてみれば
高木正明

コミックどどいつ瓦版《東日本大震災特集》

街が丸ごと 津波に飲まれ 死者や不明者 数知れず
マグニチュードが ９．０で 観測史上の 最大値
地震･津波で 原発事故も こんがらがってる 危機管理
腰が引けてる 東電マンに 覚悟決めろと 菅激怒
地震･津波が 想定外で 東電不手際 想定外
１０が２０へ ３０キロに 二転三転 避難距離
避難場所には 救援物資 自宅避難は カヤの外
総理自身が 牛乳飲んで むしゃむしゃ食べてよ ホウレンソウ
にわか計画 停電騒ぎ 電車・電話が 大混乱
マスク三枚 重ねて予防 風邪と花粉と 放射能
走りまくって 買占め騒ぎ スーパー売り場の 棚がカラ
義援語って 疑援の募金 難のさ中に 詐欺やデマ
春の選抜 球児のプレー 見せて被害者 勇気付け
スカイツリーが ６３４（むさし）の高さ 震災励まし 立ち上がる
募る不安が 溢れる世相 支援救援 伊達直人
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頑張ろう 東北 支えあおう 日本 耐え抜こう そして 前へ進もう －２－

信用亭駒公（佐藤忠恕）都々逸パロディー（お馴染み都々逸のもじりで世相を詠う）no.17
① 始めグラグラ 地揺れで倒れ 立てば後で 津波来る
（元歌 寝ればつんつん 座れば無心 立てば後で 舌を出す）
いやー大きな地震でしたねー、でもその後の津波には言葉を失いましたよ。

②

リアス海岸 大地が動きゃ 大津波来ずに いられよか
（元歌 泣かざなるまい 野に住む蛙 みずにあわずに いられよか）
今回津波が急に高くなったのは、空前のものと言うほかに、やはりリアス海岸と言う地形も影響したな

③

避難の夜に 覚めたが悔し 食い物もなく 燃料も
（元歌 泣いた拍子に 覚めたが悔しい 夢と知ったら 泣かぬのに）
命は助かったが厳しい避難所生活はこたえます、食い物ないし燃料も、無いないずくしですよ。

④

天罰発言 つづめて言えば 馬鹿国民に 罰あたる
（元歌 ながい話を つづめていへば 光源氏が 生きて死ぬ）
石原都知事の暴言癖は直りませんねー、後で撤回しても、御自分はさて置き、馬鹿国民には天罰かい

⑤

こんな時こそ タイガーマスク もしや来たかと 胸躍る
（元歌 庭の松虫 音をとめてさえ もしや来たかと 胸さわぎ）
昨年あんなに出てきた伊達直人、今回の津波には出てきませんねー、もしや、津波の犠牲になったのかい。

⑥

原発事故の 初動の遅れ 民に恨みの 根を残す
（元歌 野辺の若草 摘み捨てられて 土に思いの 根を残す）
どうも今回の原発事故の初動対応に問題がありそうですね、政府と東電の連携も悪いしねー。

一ノ瀬善秋

シャレクスピア（洒落久寿悲夜） ＊地震と猫
東北の友人 飼い猫の「にゃん」が地震の日から行方不明・・・
きっと森の近くにある恋人の家のところへ行っただろう
地震で
「米、ラーメン、パン、保存炊飯米、水、牛乳までコンビニにも無い」
缶詰で良いから買ってきてと、母親にたのまれた子供
「かんづめがあったよ」
「どれ、あっ、これは猫用の缶詰よ」
「だって、まぐろ・しらすとかいてあったよ・可愛い猫の絵もよ」

上の空組

印南博之 ☆大娯解★
★大転倒☆

①被災地からのメール「マンガ家のいしい ひさいちさんが現地へ来てくれるとイイナア」
②なんぱ船から救われたのはどんな男
「うんモテたこともあったけど振られたことも多いんじゃないの」
③回復したらどんな野菜を作りたいですか
「ハイまず津波（つまみ）菜、次は供養のために隠元（禅師）豆
④ここの丼、大と小ばかりで並はないの？ 「ナミはもうこりごり」
⑤韓国救援隊の犬が来日を喜んでたぞ？
「そりゃそうだ。ポシンタン（犬肉料理）にされる心配はないからな」
☆東日本大震災で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、
一日も早く平和な生活にもどられるようお祈りしております。
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頑張ろう 東北 支えあおう 日本 耐え抜こう そして 前へ進もう －３－
稲葉浅治
川柳「大震災」
そのお米余分に買わず被災地へ
今までが明る過ぎたよ日本国

そのお水買わずに回そう赤ちゃんへ
ひとりひとりこまめに節電心がけ
地震より津波より原発こわい

浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド －東日本大震災によせて－
地震津波に 加えて核の 報道見ては 手を合わす
住民救った 防災無線 声からし人 今何処
遠い昔の 津波の被害 貴重な記録の 警告碑
地震津波の 被害を記した ここ迄来たの 碑も流れ
避難誘導 お巡りさんが 津波に呑まれた 交差点
野菜牛乳 魚や水も あまり騒ぐな 一時じゃ
鰹マグロの 市場も開く 準備進める 港町

松山カオリ

ジョークエッセイ「悲しみは笑いのはじまり」

３月下旬の日経新聞「春秋」に次のような文章が載っていました。
「全国で催し物が相次いで中止になっている。施設が避難所になった場合や電気を沢山使う催し
は当たり前だろう。しかし“右にならえ”のように世の中から笑いが失われてゆく、そんな事態を
避ける知恵も身につけたいと思う。難しい事だが」という内容でした。
同じ日の文化面には作家の小池真理子さんの文章が載っていました。
小池さんは、多感な高校時代を仙台市で過ごされたとのこと。震災にあった友人も沢山いらした
そうで無事だった友人の一人は「本が読みたい。紙に印刷されたものが読みたい」とメールを送っ
てきたそうです。
大きな災難に出会った後、落ち着いてみると物に対する執着心が失せて命があればこそと思うよ
うになりました。しかし元気の源は“食べ物と眠る事＋笑い”なのではないかと思いました。
命の危機にさらされながらも、本を読みたいと言った小池さんのお友達に共感しながら、図書館
の貸し出し期限が過ぎていたことを思い出して、近くにある図書館に連絡してみると、
「地震の後
片づけが大変でいつ開館できるか見通しが立ちません、どうぞお手許に置いて下さい」という返事。
良く考えたら、私の家の本棚も、倒れて片付けが大変だったのだから、本棚だらけの図書館の整
理は、もっともっと大変でしょう。そんなことにも気づかず、貸出期限を守ろうとした自分の性格
に、思わず苦笑い。震災の余波さめやらぬこの東北でも、いや、むしろそんなことがあったからこ
そ、笑いの芽はいろんなところに転がっていそうです。
野本 浩一 お洒落日記

【明日が本当に明るい日になるために】

３月１１日の地震の瞬間から、何かが変わったような気がする。自分自身の中の何かと、自分を取り
巻く世の中の何かが。その変わったと思われるものは、地震から十日余りが過ぎた今も、自分の中だけ
でなく世の中にもあるのだ。
明日が本当に明るい日になるために、我々は何をすればいいのか。自分自身、さらには自分を取り巻
く世の中も、その何かに関して探しては、考え続けるのだろう。
とにかく、今は、明日が明るい日になるために、元気・勇気・根気を持って生きていこう。
-5-

３月例会作品 アラ・カル・ト －１－
柴本和夫

言葉の研究

計画停電の影響～4 月末迄の予定
一律対応と、突然の対応 ⇒
交通等のインフラも建物のライトアップも
朝の出勤時には～出勤難民となり
夕方の帰宅時には～そのまま帰宅難民となってしまう
北区に住む人は～毎日が北区難民
きょうは、ちょっと歩いて帰ろう～アルコーかい
きょうは、ちょっと飲んで帰ろう～アルコールかい
ツナミ騒動と東電のフクシマ原発
急遽～禁シとします！
急遽～放送≪禁止≫歌の認定～サザンオールスターズの
【ツナミ】
急遽～観賞≪禁姿≫魚の認定～さかなのツナ～ツナ見
フクシマ原発事件～女性の教訓（第 1 と第 2 の差）
その 1～第 1 号を修理もせず、40 年も放置の
つけ顕在化（アラフォーの怖さ）
その 2～2 号さんでなく 1 号が爆発したこと（本妻の怖さ）

片岡 隆

★季節は、
もうすぐ春
です～訪れる春に希
望を持って臨みませ
んか
★ジョークサロンで、
ちょっと、
きどって～
○○みませんか？
≪1 次会・・
作品の発表会≫
ちょっと、きどって～
【発表して】みません
か？
≪2 次会・・飲み会≫
ちょっと、きどって～
【の】みませんか？
（飲みませんか）

嗤いものですが、何か？（看板付け替え）

★国名を弄ぶ★
マダガスカル：まだ助かる（救急現場）。
モーリタニア：もうリタイア（早期退職）。
ボスニア・ヘルツェゴビナ：
ボスには、へつらい、こびな。
アゼルバイジャン：焦る場合じゃない。
☆拾話・捨話（シュワー・シャワー、中から
効いてくる）☆
（コンビニ強盗が、金は返すから貸してくれ
と言った事件のニュースに触発されて）
強盗が拳銃の銃口を店員に向けながら、「こ
の拳銃は、脅すためではない。借金の担保と
して持ってきたものだ。必ず返すから金を貸
してくれ」そして、金を受け取ると、銃を置
き、「これで俺を撃たないでくれよ。弾は入
っていないけどな」と言って出て行った。
めでたし、めでたし。
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●言替え・語呂合わせ●
夢見るシャンソン人形（フランス・ギ
ャル）1965 年のヒット曲
⇒梅見る山村人間（ジャパン・ジジ
イ）
、梅切る山村林業（ジャパン・フ
ォレスター）
○怒涛の語呂合わせ○
ハンコにちなんで
ハンコ押して。割印ですけど。
：
反抗して悪いんですけど。
捨印：サダム ステイン。
印鑑証明：いかそうめん。
汝、改印するなかれ。
気味が悪いのは、君が悪いからだ。
アスベスト
⇒明日ベスト、今日はベター、

３月例会作品 アラ・カル・ト －２－
平井幸雄

ヒライ流 現代版「地口行灯」

藤井敬三 ユーモア川柳
＜解体新笑シリーズ＞
「ああ、耳」
ほめ言葉耳に真っ赤な花が咲く
耳をあて心音を聴く若夫婦
若者の耳はしゃかしゃか音がする
イヤホンに説教しても届かない
ＣＤで古典落語の耳が肥え
海外へ出れば英語の耳になる
福耳の大臣なのに赤字国
耳慣れぬ言葉が並ぶ原子力
国民の耳は失言逃がさない
早耳が社内を駆ける異動時期
呑み会の話に耳が寄っていく
打ち明けてもう知っていた地獄耳
良いところ見つからなくて耳を褒め
耳に唾つけてプールに入る癖
ケータイの地震警報耳を撞く
停電になれば聞こえる老いた耳
被災地の話聞いてるパンの耳
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３月投稿作品 アラ・カル・ト －１－
神代京子

『はめ字』

きぶふなは
君なかにな
をつ風をふ
誘かにおぶ
いしともき

明るい笑顔になれる日が来ることを祈りつつ・・・

←花吹雪何を思うか風に飛ぶ懐かしき
君をいざない

）
鎌倉市／若狭芳生
お別れや新生活の弥生 3 月
お祝いのお返し
○離婚届には、判返し。*判＝ハンコ
○大好きな彼には、微笑返し。
○宮本武蔵には、ツバメ返し。
○星飛馬には、卓袱台ひっくり返し。
○マラソン選手に、折り返し。
○義理チョコのお返しには、
お猪口をちょこっと。
○ボンボンチョコには、お猪口に
お酒を注いで。
★第 13 回全国回文大会 2011-2-26
仙台の作並温泉 入選作
｢仕切り舐めた駄目な力士｣
（しきりなめただめなりきし）

山口剛

人論茶句冗
麗説目作句
人卓気情茶
宝越笑熱論
庫美多有人

笑門亭来福（西川信治）
★政治呆談☆世相呆談●呆け川柳
★被災地になかなか物資が届かない
→ 掛け声ソーリの限界か？
★政治家の「口は災いの元」
・４選都知事の天罰発言
「津波は我欲を流す天罰だ」
・大阪府議議長
「今回の地震は幸いだった」
→府庁舎移転反対の思いだけが先行
☆停電の夜道には懐中電灯が必需品
☆町中が暗いのに煌々と電気をつけて営業
→パチンコ屋
☆いい加減にしろＡＣ広告 何度聞いても
イビチャ・オシムの言葉は覚えられない
●貸金庫 何を入れると 夫聞き

薀蓄書画披露（何かのお役に立てば幸です）
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３月投稿作品 アラ・カル・ト －１－
門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ

米岡 泰

１）入試には 親の支えと 親指と
２）♪監視の隙間に 投稿の答え 全部並ん
で書いてある 京大入試は 一浪のあだ討
ち 型は新しいが しつけには弱い おれ
とお袋のヨ 夢の実現さ♪（兄弟船）
３）大臣に 賞味期限が ついている
４）天下り根絶をすり抜ける甘下り
５）想定外の津波に浅学被災
６）非被災地では買いダメ！
７）冷却とは 冷やしきることなり 冷やし
得ずして 冷却を誓う心の もどかしさよ
８）セッパつまったプロ野球開幕日
９）ドームで野球するムードじゃない
10）報・連･相をきちっとして出荷禁止した
のだろうね

ベルギー農民がアムステルダムにロジカ(論理)と言う

南亭琴内氏のどんでん返し 36

◎アムスのロジカ
話し方があると聞いて、やって来た
先生「お前は、魚が好きか？」
農民「好きです」
先生「じゃあ金魚鉢を持っているだろう？」
農民「持っています」
先生「それなら、お前は動物が好きで、人間も好きだな？」
農民「はい！」
先生「では、お前は人間が好きだから、女も好きという事にな
る」
農民「そうです！見事に当たりました」
農民は先生の玄妙なロジカに甚く感心して、
村に帰って来た。早速、友人に偉そうに
農民「今からお前の考えてる事をロジカを使って当ててやる」
友人「ナッ何だべ？」
農民「お前は金魚鉢を持っているか？」
友人「ソッそんなもん持ってねぇだよ」
農民「！？・・・」

香野好勇

好太川柳

孫乗せた手押し車に今や我
シニア席座ると直ぐ寝るヤング達
スマートフォンめくる指先つい舐める
役立たずッ！地震の備えの無いケイタイ
計画の名が泣く東電無計画
世界一援助の国が援助され
核なだめチームジャパンが世界かえ
文明よあいや暫くと大津波
楽しもう停電ロシアンルーレット
停電の世の中照らすジョークサロン

最初につまずいて演繹法が使えなくなり、暫らく絶句してから
農民「オッお前は、ホモだな？」
友人「！？×」

大石脩
ダジャ連発
●「早春、仲春、晩春・・・この他に何かある？」
「そうね、くっ春ね」
「何それ？」
「花粉症よ」
●「君って摩周湖の氷だね」
「あらら、冷たい愛す！」
「ハハハ、無色透明だよ」
「うーん、無職問う迷の辛さよ」

《インテリゲッチャッチャ・ジョーク》 名前物語
シェイクスビア・島川
▼作家の名前なんてえものは、いいかげんなものがありますね。有名な二葉亭四迷は『くたばって
しめえ』からつけたそうな。阿佐田哲也は徹夜マージャンして朝になることが多く、当時住んでい
たのが阿佐ヶ谷だったので『阿佐田哲也』にしたとか。獅子文六は百獣の王は獅子で、文豪（五）
の上をめざすので文六という意気盛んな名前をつけています。 (^人^)
▼フィンランドのオリンピック・ジャンプに『アホネン』という選手がいましたね。フィンランド
には『ネン』がつく名前が多いから、なかには『ナンヤネン』とか『ノマンネン』
『ドウヤネン』な
んていう人がいるかも・・・
▼私の名前『シェイクスビア』なんて『シェイクしたビールは泡を吹きだすからジョーク作者にふ
さわしい』なんて可愛いものですね。
(o^―^o)
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３月例会 ３月２３日 会場：島ひで
集合順 １０名（太字は初参加です）
曽田英夫・片岡隆・阿部浩・野本浩一・印南博之・高木正明・柴本和夫・松岡弘一・平井幸雄・
藤井敬三
＊初参加の松岡弘一さんは、平井さん・藤井さんの紹介で来会です。書き下ろし時代物文庫著作
（
「斬られ屋新座」
「妖猫剣」
「恋わずらい」等）が多数あります。ひょっとしたら、今後の小説に
川柳・狂歌・都々逸などが乱舞するかも知れない・・・なんて、思いました。
＊東日本大震災による電力供給低下によって始まった計画停電のため、いつもの例会会場が使用不可
という連絡を受けたのは、例会の一週間程前でした。二次会で利用する「島ひで」のマスターに相
談して、会場確保ができたのは、幸運でした。とは言え、計画停電で電車の運行が大幅削減という
ことなどもあり、常連の皆様の欠席も目立ちました。
＊５月以降の例会会場が「島ひで」になる可能性もありますので、事前にご確認下さい。
＊会場変更に関しては、メールにても連絡いたします。ご希望の方はメルアドをご連絡下さい。
お詫びと訂正：先月号４ページ２行目 愛知県可児（かに）市は岐阜県可児市の誤り
でした。可児（かに）は、確かに、岐阜県にある市でした。訂正します。
毎月の例会は、第４水曜１８：３０頃から実施です。
５月２５日（水）千代田区立スポーツセンター７Ｆ第２集会室 又は
居酒屋「島ひで」
６月２２日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
７月２７日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
千代田区立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
℡03-3256-8447
切手・カンパ受領等一覧（敬称略）
2011 年 3 月 14 日～2011 年 4 月 18 日
埼玉県：羽柴隆三、三宅早苗 東京都：柳井健三・美代子、嶋田紀之、植竹良一、青木孝、
稲垣元博 神奈川県：若狭芳生、山口栄子 岐阜県：古川昭子 京都府：大石脩
＊切手送付、カンパありがとうございました。
送付打切り 埼玉県：渡辺知子
長い間のご愛読、ありがとうございました。
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、どうぞご覧下さい。毎月の例会で披露される作品が、
「活動メンバー紹介」コーナーに全文掲載されております。読み応えありますよ。
伝笑鳩 No.259
発行 2011.4.27
変集鳥・・・野本浩一
変集協力
阿部浩・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・野本浩一・樋口七郎・平井幸雄・藤井敬三・
松野信夫・松山カオリ・門口泰宣・米岡泰・若狭芳生・渡辺みどり・海郷達人
西川信治・大石脩・稲葉浅治・浜田親一 他 多数
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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