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今月の一笑
狂歌 NEW 門

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＊

このサロン神田で皆が集まって
夢でいいからかなえて欲しい
コロナ菌この世を去ってゼロとなる
夢でいいからかなえて欲しい
不自由なく県境越えてどこへでも
夢でいいからかなえて欲しい
埼玉・曽田英夫

TOKYO2020 オリンピックが終りました。
二重丸のオリンピックだったか否かは、人そ
れぞれに賛否両論がありましたが、アスリー
トの真摯な戦いの姿はとても印象的なシーンが多かったと思います。
金メダルを賭けた戦いは手に汗握るものが多く、テレビ画面に釘づけとなり応援に
力が入ってしまいました。皆さんは如何だったでしょうか。
若い選手たちのように、肩の力をぬいてリラックスして笑顔で進みましょう。

愛知気晴亭・加藤勝彦

公休日。 “伝笑鳩”持参で「タリーズ Tallys」栄店。

スキーシーズンオフになると“朝練イメージトレ・筋トレ・ウォーキング”のあとは図書館、マック etc. の
涼しい所で半日います。ユーチューブで モーグル動画見て、イメージトレ、半日いても怒られず気楽。私に
はマックが一番気楽です。映画「日の丸ソウル」に感動中に出てきたダジャレをメモするの忘
れ、名古屋一の葬儀社協賛の映画「お経活」チケットを専務から頂いたのに見損ない。6 月に元
剣道部の仲間が亡くなりショック。モーグルモーグルと冬待つ自分は残りの人生をうまく生き
られるのか？！
先日東山動物園のゴリラのエサ準備見ていてとても面白かったです。
チンパンジーの赤ちゃんは見られませんでした。

小島裕子

ジョークサロンの会員になってもう２年が過ぎました。

暑さで頭も心も動きが鈍り、ミスはなんでも暑さのせいにしています。そういう意味では
夏の暑さも使いよう、デス。よく食べ、よく寝て、よく遊び、この夏を乗り切りましょう。

神奈川・山中静代

伝笑鳩いつも楽しく拝読しております。

382 号で思わず笑ってしまったのは、9 頁の三浦邦夫さんの「各業界のコロナ下の NEW ビジネスへの取り組
み」でした。変異株を証券会社に結びつけ、「ワク賃」に至ったこと。貴金属会社のチンの箇所です。
いつも電車の中で読んでいます。これからも皆様の腕をふるった作品を楽しみにしております。

東京・橋本豊

笑いのセンスは「おんち」に近いですが、伝笑鳩は楽しみにしています。

8 月号は「およげたいやきくん」が気に入りました。当分ひきこもりの生活を続けますが、伝笑鳩楽しみに
まっています。切手 2 年間 30 枚送ります。よろしくお願いします。

東京・樋口七郎

美貌の大女優新珠三千代没後二十年記念映画が 19 本上映されて

10 本観ました。「州崎パラダイス赤信号」はあまりに有名な映画ですが、今回特に印象に
残った映画は「日本の青春」と「死の十字路」と「供養」です。

長野・松原伸伍
ほんわか短歌をたくさん御掲載して頂き感謝しております。
東京・高栄子
自分の思いを吐露できるのは・・・
伝笑鳩・ジョークサロンの皆様の前だからです。暑中お大事に。
東京・青木孝
No.382 ありがとう存じました。すごい歴史となりました。
猛暑でも いつか涼しく なってくる

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
「整いました」と思うものは

秀逸

第 247 回
（ねずっちです）

ものは付けの世界大会の開催

（オリンピックの次は、ものは付け大会の出番）

神奈川

志賀 明

金笑

捨てられない荷物が積もり積もって、ゴミ屋敷デビューへの条件が整いました
長 野 松原 伸伍
銀笑 冷蔵庫内の期限切れ品で、夫の夕飯が整いました （夫は毒味の天才です）
埼 玉 北沢 正嗣
銅笑 定年離婚する決意 （断捨離の離婚：75 歳の水前寺清子、70 歳の八代亜紀）
東 京 稲葉 浅治
小笑
コロナ関連が多数整いました
呑ん兵衛の感染対策が整いました （ワクチン入りの酒は飲み放題のサービス）
埼 玉 高木 正明
滝クリのオモテ（観客）なしでコロナ（感染）の防止 （オモテなしがウラ技です）

東 京 三浦 邦夫

コロナ禍を克服せんと、写経一巻整いました （コロナの一巻の終わりを祈願）

千 葉 岡部千代松

コロナ後の生き方指南 （日光の三ザルの指南：見ザル・行かザル・使わザル）

東 京

野本 浩一

2 度目のワクチン接種で、コロナ対策が整いました （外国は 3 度目が開始）

静 岡 野末 紳二

コロナ終息後の同級会の企画 （旅先で飲んで歌って濃厚接触三昧の夢）

埼 玉 北沢 正嗣

通常の小笑
墓も仏壇も購入で終活が整いました （お迎えはもう少し待ってね：心の準備がね）
SDGs の 17 項目一つ一つ実行していくという国民的合意 （SAGa は佐賀）

静 岡 野末 紳二
神奈川 大鳥羽裕太郎

お食事・お風呂・お寝間が整いました （女房が一度は言われてみたい言葉です）

埼 玉 酒井 典子

血糖と血圧のダブル高数値 （医者と薬のお世話になる状況が整いました）

神奈川 浜田 頓坊

毎月末に定期発行の伝笑鳩の羽ばたき

千 葉 吉永こ百合

（伝承鳩 No．383 の準備完了）

トトは魚の方言です ⇒ トトの得る（魚の捕獲）方法が、整いました

埼 玉 佐藤 重剛

ケチにケチを重ねての蓄財の結果が、高齢での孤独死（蓄財のゴールの悲劇）

長 野 松原 伸伍

第 248 回の題

「ゴメンねゴメンね」と思うものは

（U 字工事）

締切は、 9 月 5 日とします。 国民のみなさんゴメンねゴメンね（菅総理）。
送付先：〒203-0023 東京都東久留米市南沢 2-7-6 柴本和夫宛
PC メール：kazuo.shibamoto@gmail.com
携帯メール：shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
柴本和夫

言葉の研究

番外

オリンピック関連
・この日、何の日♪、気になる日♪、見たこともない、日ですから♪ （小林亜星）
７月２２日（開会の前日）～ １９日の「海の日」が３日後ろに移動
７月２３日（開会式の当日）～１０月１１日の「スポーツの日」が移動
８月８日 （閉会式の当日）～８月１１日の「山の日」が３日前に移動
強制移動で、「海の物」とも「山の物」とも思えない～見たこともない休日
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鎌倉極楽寺・浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド
《「四万十の流れのように生きて死ぬ」》（本のタイトル）

147

（ある「田舎医者」の暖かなまなざし） （小笠原望著、神田清流出版）
◇ 土佐生まれ 医師の体験 なるほどう～ん そうかやっぱり 温いネヤ（土佐方言）
◇ 無理するな そうだ何時でも 人生ノリで 少し気楽に 良い結果
◇ 四国八十八個所巡り 温い接待 身に染みる
◇ 親しみこめての お大師さんは 弘法大師の 温かさ
◇ 笑えたら それで人生 楽しくなるさ 嫌なことなど 知らんぷり
◇ 命だけ 俺は親から 金目のものは なにも貰った 覚えなし

《世の中 人生いろいろあって面白い》
◇
◇
◇
◇
◇

政治家の 独りよがりで 世俗に塗れ 言いたい放題 叩くペン
無しも良し 起承転結 落語に”結”は なくて結構 人生も？
尼崎 オープンカーでの パレードを見た バイオリニストの 辻久子
労音で 聴いたバイオリン ストラディバリウス だったかな
95 歳 弦楽塾でも 親しまれてた 残る記憶が 甦える

東京・稲葉浅治

川柳「味」

旬の味忘れさせそな品揃え
いい味がしみ出してくる八十路坂

東京・樋口七郎

スーパーの目玉で決まる今日の味
小言でもやる気ださせる隠し味
目分量それで美味しい母の味

世の中には似た言葉がいっぱいあります。

メカブ／オカブ
ハイク／バイク
トンカツ／コンカツ
デル／テル
ゴビ／ゴミ
トランプ／スランプ
トランプは脱税容疑で取調べを受けていて、スランプにおちいっています。

長野・松原伸伍

ほんわか短歌

杖をつき 料理をつくる それのみで 指がこわばり ハリぐすり貼る
老年（とし）なるが 友より激励 貰う時 涙が出る程 ありがたがりき
この頃は がんばリズムは 止めにして ゆっくリズムと のんびリズム
わが短歌 ほめくる友の 便りあり やる気出てくる 八十路の我身
生活の かじ取り次第 運命は 良くも悪しきも 我身にかえる
負けまいと 歩けるうちは はっても歩く 意地のはりたる がんこな私
つかれ果て 思い乱れし その時は 頭かりかり 腹式呼吸
お父さん 鼻毛目だつと 指摘され つまみだすのに やや疲れぎみ
この頃は あづきジュースに ほれこんで 健康対策 無我夢中なり
一本でも 白髪の増える 恐怖から シャンプー止めて お湯で洗へり

杉浦康司（滑稽新聞編集長） ワクチンは上腕に！ 接種の日・・・「注射係」は女医さんだった。
私 「先生、接種する箇所は腕でないとダメですか？」
女医「と言うと、例えばお尻とか・・・？」
私 「ええそうです」 （内心では・・・「しり（尻）ません」だった）
女医「お尻は筋肉が薄いのでワクチン接種には相応しくないんです。一人一人ズボンを脱い
だりしていると回転が遅くなるでしょ」
緊張を和らげるためだったが、こんな事を恥ずかし気もなく言うこと自体、老化現象の始まりだろうか？
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狂歌 NEW 門

曽田英夫

● 大騒ぎせず ゆったり構え
高校生 前の東京 五輪では
大騒ぎせず ゆったり構え
開会式 バッハ挨拶 長すぎる
大騒ぎせず ゆったり構え
夜ガラス やもりくっつき 縁起もの 大騒ぎせず ゆったり構え
東京じゃ 感染者増え 千人に
大騒ぎせず ゆったり構え
● 夢でいいから かなえて欲しい
気のあった 友と乾杯 居酒屋で 夢でいいから かなえて欲しい
● 嬉しくなって お酒もすすむ
大谷さん オールスターで 躍動し 嬉しくなって お酒もすすむ
自チームに 大谷選手 金配り
嬉しくなって お酒もすすむ
照ノ富士 苦労の末に 横綱に
嬉しくなって お酒もすすむ
宇良関も 幕内でとり 勝ち越して 嬉しくなって お酒もすすむ
吉永こ百合（尾垣聡子）

青野正宏

はめ字「天の川

七夕に」

五輪劇場

やると思えば あくまでやるさ
それが日本の魂じゃないか
五輪やらなきゃ IOC は闇だ
なまじとめるな 反対派
観客入れろに 未練はないが
なぜか くやしさ あふれてならぬ
安全確保は 無人でなけりゃ
できるものかと あきらめた
時世時節は変わろとままよ
昭和の五輪はできたじゃないか
令和もやりたや 昭和のように
コロナ蔓延 この世界
おまけ

あのときに敗れていれば今頃の 無駄な出費はなかりしものを
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芝崎満夫

笑いの笑解(紹介)

32．思い出篇 ： 小学校時代から思い出した事

（1）最近の TV で「池の水を抜く」という番組があった。増殖している外来種（ブラックバス）の駆除を目的
で行い、ポンプを使って池の水を抜き、24 匹のブラックバス駆除していた。
（2）私が小学 6 年の頃、約 60 年前に友達と 2 人で川の流れから外れて、川からの水は少し流れているが、
池みたいの状態になっている溜まりがあり、そこで釣りをしていたが、ほとんど釣れない、友達が魚いるか
確認するため、水を抜くことにした。水の出入り口をせき止め、人海戦術でバケツを使って無我夢中で水を
抜いたことを思いだした。成果はバケツ 2 杯分魚（鮒等小さい魚が多い気がした？）を得る。その時、バケ
ツの中にいた小さい魚たちが、「人間はずるいやり方をするな」いう目で見ていた感じがした。
一網打尽という言葉を連想したが、このケースは一水干尽という言葉が合っている気がする。
（参考）一網打尽：一度打った網により、そこにいる多くの魚を捕える意

笑いのポイント（笑点）
一:（一）度に抜いた
水：（水）により、
干：（干）したことで、＜彼らの環境を破壊し＞そこの池にいた多くの魚を一挙に取り
尽：（尽）くす事＜無抵抗な状態で根こそぎ捕獲する。＞
今でも小さな魚の多くの目を一度に見ると、ギョとすることがある。
目的なく（大義名分なく）池から水を干すことはいけないことだと大いに反省している。

平井幸雄

カ タ カ ナ 語 ➂ 【 カ 行 】 の 部 今回も「カタカナ語」です。

「カタカナ」は、「ひらがな」とほぼ 同時期に「万葉仮名」から生まれました。
「ひらがな」が万葉仮名 をくずしたものであるのに対して、「カタカナ」は万葉仮
名の一部 分を抜き出したものが起源とされています。 9 世紀初めの奈良の僧侶の間
で読まれていた経典は、全て漢文で書かれていました。漢文を和 読するために、行
間に読み方を入れていた
が、狭い行間に書き入れ
るのが難しいため、万葉
仮名 の一部の字画を省略
した。これが、カタカナ
の始まりと言われていま
す。 今回は「カ」「キ」
「ク」「ケ」「コ」のつ
くカタカナ語です。

佐藤重剛 シュガー

カタカナ 短語 遊び

☆

センス（sense）
タンス（箪笥）

センス（扇子）
ダンス（dance）

オンス（ounce）
テンス（tense）

☆

リンゴ
インゴ（隠語）
ナンダ

タンゴ（丹後）
ビンゴ（bingo）
アレダ

☆

コロナ
コンナ
ドンナ？

アンナ
ソンナ
ダンナ
オンナ
カンナ
（以上 前 382 号・3 頁上欄の笑品を模倣・真似てみたのだ⁉）
………ネタ 切れ……以下なにも無し…

タンゴ（tango）
エンゴ（援護）
ソレダ
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メンス（menses）
ドンス （緞子）
ダンゴ（団子）
ナンゴ（難語）
コレダ

桑原妙子

妙子のワンダフルワールド

イメージチェンジ（じいじい）

1/2（6 か月）誕生日（ももたろう）

香野好勇・こうの好太

好太川柳

フォト川柳「もう一度やってみたいな水遊び」

時来るコロナ、五輪の大勝負
オリパラの観客必須クソ度胸
信号があっても怖がる子が増える
オリパラが連れて来るかも地球映え
ZOOM 会マスク外すと誰が誰やら
八十路越え丸い性格世を諫め
接種所で右往左往のシニアー連
この時世狂喜乱舞は夢の夢
コロナ禍の五輪成功夢狂喜
コロナ禍で人生百に身構える
片岡隆

語呂の合わない語呂合わせ（ゴロさえ出ない老人野球。もう、いっぱい、いっぱいっす）

1. お裁きにもいろいろ
君の爺さんって、魚をさばくんだって？裁判官なの？
さば君は好きらしいけど、板前だよ。
2. 出前の上前をはねる
こう熱いと、出前の自転車などふら付いて転ぶやろ。そこで、すかさず、食い物を頂いて
しまうのさ。あぁ、つばめグリルのエビフライとハンバーグのセットが食いてえ。
3. オノマトペ
我が家は、ピューピュー、すきま風。我が家は、ピーピー、金がない。
ネズミがチュー 亭主（テイチュと読む）びっくり 脳卒中 （一応川柳）
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大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)
「大谷サァン、ショウタイム!!おお他人(大谷ん)とは思われへんで」
(裕) エンジェルスの大谷選手、今やベーブルース以来というパフォーマンスを演じてはるけど
わて、あの人他人とは思われへんねん。
(幸) そらまあ 1994 年生まれ、岩手県奥州市出身、花巻東高校卒、身長 193cm,体
重 95kg で二刀流どころかライトも守る三刀流、ハンサムで礼儀正しく、投手
の時打者の折れたバットをわざわざグローブをはずして左手で拾い打者へ渡
してあげるなんぞ、見上げたもんやで。まさに日本の誇りや。
(裕) 仰る通りやねんけど、わて大谷選手のお母さんと同じ職場やってん。昔勤務し
ていたメーカーの横浜工場で同じ勤労部やってん。
がっちりした体格でバドミ
ントンの選手やった。
当時工場の職場対抗駅伝大会の審判団長兼盛上げ役やったわては、ある年初めて女子選手のチーム
を組むことになって、心当たりの女子社員に声がけしてん。運動する子でも「駅伝だけは勘弁してく
れ」と言われ続けた中で大谷選手のお母さんだけは二つ返事で OK やった。大谷選手はお母さんの
良いところを全て受け継いでる思うで。
(幸) コロナ禍の暗いムードを吹き飛ばす驚きの才能や成長ぶりやけどタフさも兼ね備えてるな。
(裕)そやねん。「硬いステーキを消化できる強い胃」と「移動のバス、飛行機、待合室など、ど でも熟睡
できること」もクリアしてはる。
(幸) シアトルマリナーズとの試合開始前、TV に外野のグランドへ走って行く大谷選手の姿が
写った。その先にはイチロー選手がいたで。礼儀正しい好青年や。
(裕) そうだす。幸裕録も晴れて 50 回、お祝いを兼ね、伝笑鳩の例会へ大谷翔平選手を招聘しまひょ。

高木正明

コミックどどいつ瓦版 No.364

《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

安心安全 全力などと 口癖ラッパを 吹きまくる
「コロナは絶対 持ち込まない」と 軽口叩いているバッハ
不要不急の 五輪を急ぎ コロナ退治は 後回し
上から目線の 恫喝政府 悪いのは酒 酒だ酒
コロナ騒ぎの 真っ只中で すっかり冷めてる 酒業者
日頃酒税で 貢献しても 時に悪者 憎まれる
売るな卸すな 酒宴はするな 言って届けぬ 給付金
コロナ退治は ワクチン頼み 輸入頼みや 神頼み
五輪精神 すっかり忘れ 今や利権の 花盛り
管理怠慢 役所の手抜き 盛り土・ワクチン・通学路
コロナ対策 熱中し過ぎ うっかりしていて 熱中症
コロナ予防は 自己責任で 全面解除の イギリス版
手変え株変え コロナの仕打ち 東京五輪へ 押し寄せる
誰が責任 取るのか知らず 遂に五輪の 開会日
富士が付いても モンゴル力士 綱に届いた 照ノ富士
三浦邦夫

コロナ禍での東京２０２０ 「メダルが追加されました」

１. コロナ陽性が判明した選手には-------------------「菌メダル」
２．ウイルスの変異株の吟味が必要な選手には-----「吟メダル」
３．症状がどう変化するかわからない選手には---「どう？メダル」
（事実に基づかない冗報です。）
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阿部博

時事川柳

1 五輪よりオータニさんの夏の朝
2 炎 昼 のデパ屋静か観覧車 えん ちゆう おく
3 白鵬の見事決まった離れ技
4 ハゼ釣りはマスク外して宣言下
5 デルタ株、より速く、より高く、より強く
6 まっぷたつ西瓜のごとき五輪かな
7 夏草や強者どのが夢ごろん つわ もの
8 アワワワワこわれてきえたバブル壁
9 またしても逃げ足速い安倍マリオ
10 開 会式 空を見 ること多かりき
＊ お 天 気 、 ブ ル ー イ ンパ ル ス に ドロ ー ン
上：蒲 田 東 急 プ ラ ザ 屋 上 の 幸 せ の 観 覧 車
中：開会式。ドローンで描いた地球。友人が信濃町方向から撮影
下：京急・糀谷駅高架下スケートボードパークの復活が期待される

こじままじこ（小島裕子）

クルックル回文

「猿・サル」

「暑さを味方につけて楽しく夏を過ごす方法」を涼しい部屋であれこれ考えながら過ごす日々。このまま考え
続け、夏が終わってしまいそうな・・。今日やることを明日に延ばしグダラグダラと読書三昧の日々に反省は
なく、ふと閃いた座右の銘は【これでいいのだ】。

さるおにここにおるさ
さるさおどろどおさるさ
さるうああなくなああうるさ
さるさきにあるいているあにきさるさ
さるまけないだつぜいぜつだいなけまるさ
小宮三千夫

(猿、鬼ここに居るさ)
(猿、さ踊ろ、どお？サルサ)
(猿ウアァ、泣くな、ああうるさ)
(猿、先に歩いている兄貴、去るさ)
(猿負けない、脱税絶大、泣けマル査)

あいだみつを｢にんげんだもの｣より-24

東京新規感染者過去最多だっていいじゃないか
人流は減っているんだもの
・・・トリオ・アラート（菅、西村、小池）
一泊 250 万円のインペリアルスイートルームに泊まったっていいじゃない
か バッハなんだもの
・・・The Okura Tokyo
開会式は多少地味だっていいじゃないか 前夜まで不祥事続出だったんだもの
・・・天皇陛下、バッハ IOC 会長
ジョコビッチが少しくらい文句言ったっていいじゃないか 夏開催は IOC、
NBC の最優先事項なんだもの
・・・大会組織委員会
ブルーインパルスの五輪マークが雲に隠れたっていいじゃないか
飛ばすことができたんだもの
・・・ブルーインパルス隊長
文在寅大統領が来なかったけどいいじゃないか来てくれなんて一言も言ってないんだもの
・・・菅首相
予選落ちのインタビューが軽くたっていいじゃないか裏オリンピックの主役なんだもの
・・・お兄ちゃん言葉が抜けない瀬戸大也
過ぎたことなんだから TV 出演したっていいじゃないか裏オリンピックの主役なんだもの
・・・離婚が成立してほっと一息の福原愛
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）ふつつかな娘と言うところをぶしつけな娘と言い違えた新婦の親
２）できちゃった婚を新郎妊婦と紹介する仲人
３）しこしことチリを破ったなでしこジャパン
４）アベックで優勝阿部兄妹
５）ヤングスケボーの決め技ブラボー
６）準にハグされてハグかしそうな美誠
７）銅賞を射止めた男子アーチェリー
８）二冠達成の大橋結衣が独走
９）ワクチン不足とは不測の事態
10）わしも頼もうかな UBER 五木ひろし
野本浩一 お写落日記 【リモコンがふたつもついてくるテレビ 説明聞いて頭クラクラ】
東京 2020 五輪前に液晶テレビにガタが来てしまった。ビックカメラに行くか近所の電気屋に行く
か悩んだが、録画機器の接続も頼むのだからと、電気屋さんを選ぶ。選ん
で大正解だった。
テレビを置くだけなら誰でもできるが、その後に延々と続くセッティン
グは生半可なものではなかった。
最新の液晶テレビは正確に言えばテレビ番組を見ることにも使える液晶
モニターなのだった。インターネット、YOU TUBE の世界。音声入力で
調べたいことを言えば、ネット情報が出てくる。
テレビのリモコンは２つあるのだが、ボタンが多すぎて機能を理解できない身に
は、簡単リモコンだけで足りるような気になった。
最新のテレビはテレビだけじゃない 画面大きなパソコンもどき
シニアには簡単リモコン有りますと 言われてホッとする年になり
あれこれと使い方をならったが 言われたことをもう忘れてる

柴本和夫

言葉の研究

☆今年のスポーツ界の話題 ～ ★世相を詠む

☆米 TV アナウンサーの英語の絶叫はなんと言っている？
一平さん（大谷の通訳）訳して！
「あ」～オオタニサン（大谷さん）、「あ」んたは偉い！（小松政夫）
「い」～オオタイサン（太田胃酸）、「い」い薬です！（前田武彦）
☆プロ野球のゲーム展開は～二点三点のシーソーゲーム
☆五輪組織委員会のバタバタ劇の展開は～二転三転のメイソー（迷走）ゲーム
★ポイントを貯めようとの努力は、徒労の努力です～貯まるのは、ストレスばかりなり
★港区のレストランでは、ワインは赤ワインしかない～白がネーゼ
★TV での各社のビール CM が加熱～どの俳優がどの銘柄の CM をしているのか記憶に残らず
★ブルーシャトウは、森とイズミに囲まれて 危険な別荘地は、盛土とヒズミに囲まれて
★モリドの類語 ミスド～ドーナッツ マクド～ハンバーガー マツド～松戸のミスドとマクド
★オリンピックは「猛暑のおもてなし」でお迎え。
コロナ接種は「ガラガラのおおてまち」でお迎え
★林先生は、テレビのオリンピックは、どこで見るでしょう？～それは居間（今）でしょ！
・オリンピックは、二転三転のスポーツの祭典。ジョークサロンは二笑三笑の笑いの祭典。
おおいに笑おう～ジョークサロンで
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★2021 年 7 月 28 日

ZOOM 例会参加者・笑品名一覧 16 名

曽田英夫（快鳥）

野本浩一（変集鳥）

狂歌NEW 門

お写落日記

杉浦康司（愛知）

青野正宏

滑稽新聞

替歌

小島裕子（こじままじこ）
回文

小宮三千夫
「あいだみつを」

次回以降の予定

片岡隆

コロナを笑い飛ばす

佐藤重剛
民謡小噺

平井幸雄

芝崎満夫

ヒライ信

笑いの詳解

柴本和夫（金鳥）

桑原妙子

言葉の研究

ワンダフルワールド

彌永孝一（香川）
養蜂写真日記

大鳥羽裕太郎
幸 裕 (=交友) 録

門口泰宣（前変集鳥）

三浦邦夫
TOKYO2020 メダル

阿呆リズム＆パロディ

コロナ終息までは ZOOM 例会対応となりそうです・・・
（又は ZOOM）

9 月 22 日（水）14：00～
千代田スポーツセンター 7F 第 2 集会室
10 月 27 日（水）、11 月 24 日（水）、12 月 15 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
＊変集鳥 野本浩一
携帯 090-5811-8443

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2021 年 7 月 12 日～8 月 16 日
切手（郵送分）： 橋本豊、加藤勝彦
カンパ：浜田頓坊、加藤勝彦
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。
現金カンパも受付中 ￥ 自粛カンパ振り込み先：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
ジョークサロンＨＰのＵＲＬ：www.jokesalon.com/ ＊是非、訪問して下さい。 ツイッターもありますよ。

伝笑鳩 No.383 発行 2021.8.25
変集協力：笑品快発同人＆投稿参加同人・読者
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