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今月の一笑
＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)

伝笑鳩

「山県亮太(セイコー) 9 秒 95 の日本新!!」
(幸)＜山県＞か＜山縣＞かどっちやねん？
(裕) 細かいことガタガタ(県縣)言わんとい
て。セイコー入社が成功のもとや。
神奈川／大鳥羽裕太郎

＊コロナにもめげす飛んでる伝笑鳩 目指せ 400 奮闘中＊
皆さん、お変わりありませんか。
ワクチン接種お済みですか。
どうか熱中症には気を付けてお過し下さい。
無観客オリンピックもテレビ観戦で盛り上がるといいですね。
そこで一句
感染を避けて五輪を観戦し
さて、長年にわたり 伝笑鳩の読者として作品（ダジャ連発！）投稿及び郵送
切手のカンパを続けていました大石脩さん（京都在住）の訃報を 6 月 25 日に受けました。亡くな
られたのは 6 月上旬とのことでした。享年 80 歳とのことです。
1991 年 2 月 22 日発行の伝笑鳩 17 号に大石さんのダジャレを初めて掲載致しました。
京都・広川 友雄（初めの頃は広川友雄名義でした。その後大石脩名義になりました）
「第 1 号より 16 号 まで、面白おかしく拝見させていただきました。 小生も負けじと、一日一作で頑張っ
ています。月に一回 30 発表しようと思っています」
★独身って妻ん無い。 ★中にはオールを折―る奴もいる。 ★「切手下さい」「こちらに来って下さい」
★どこまで行っても、切りのない霧。 ★「君はコヨミだね」「どうして」「可憐だあ」

実は、大石さんにお会いしたことはありませんでした。毎月の切手 15 枚が同封されたお手紙を受
け取ってきました。最後の手紙は 2019 年７月に届き、それから途絶えていた次第です。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
続いてはこちらも古くからのサロン同人・読者からのお手紙です。
熊本・松野信夫
拝啓 いつも伝笑鳩をお送りいただき、ありがとうございます。
楽しく拝見しております。
ズームでのジョークサロンのご案内をいただいておりますが、なかなか日程が合わずに残念
です。私の方は、まだ現役で弁護士の仕事をしていますので、土日以外は裁判やら、相談やら、
その他の雑事が入っているので時間がとれません。
今年 6 月 7 0 歳になり、そろそろ引退の時期かとも思っていますが、私が抱えている 5 人の
事務員さん達からは生涯現役でお願いしますなどとおだてられていますので、すぐに辞めるこ
とは難しそうです。私の事務所はジョークサロンほどではありませんが、皆さん仲良く楽しく仕事をしていま
すので、おそらく居心地がよいのかなと思っています。というわけで、ますます引退ができない状況です。
でも以前に比べたら、少しはゆっくりと仕事ができているかとも思います。
切手 8 0 円 x 5 0 枚を同封いたしますので、 ご利用いただければ幸いです。敬具

東京・高栄子
東京・樋口七郎

コロナに感染せずボランティア従事を全うすることが今の目標です。
コロナに負けずに伝笑鳩を飛ばし続けていただいてありがとうございます。

これも三聖人のおかげです。ありがとう、アリガトウ、蟻が十。

長野・松原伸伍

コロナ禍の中伝笑鳩をお送り戴き楽しく皆様の作品を読ませて戴きました。

会費お送りさせていただきましたので、御査収下さい。皆様の益々の御健壮と会の御発展を心から
祈念して御あいさつと致します。

梅雨があけ 真っ赤な太陽 青い空 ジョークサロンで 大いに笑おう
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【快鳥 曽田英夫】

しば選 ものは付け

第 246 回

「なにがなんでも、○○ねばならぬと思うものは」
（バッハ会長、村田英雄の王将）

秀逸

認知症に襲撃されない前に、ものは付けの
4 笑制覇せねば （目標の 4 笑制覇）

静岡

野末 紳二

金笑

高齢者の生き甲斐の為ならば、なにがなんでも伝笑鳩を飛ばさねばならぬ

銀笑

勝つの二文字～今はコロナとオリンピックに集中 （喝の一文字は～張本）

銅笑

打倒菅政権～オリンピック・コロナ～分からぬことばかり （右も左も真っ暗闇です）

埼玉 高木 正明
神奈川 浜田 頓坊
千葉

吉永 こ百合

小笑
オリンピックの強行開催
東京五輪の開催～観客の「おらんピック」でも （4 度目の緊急事態宣言で現実味） 東京 三浦邦夫
利権と政権延命の為ならば何が何でも五輪はやらねばならぬ（国民のためでない）
埼玉 高木正明
天皇陛下にオリンピック開催のお祝いのお言葉をいただきたい菅（お墨付き願望） 千葉 吉永こ百合
オリンピックの強行開催 （岡部千代松・稲葉浅治） オリンピックは中止せねば （藤倉由紀子）
コロナの狂奏曲にも沢山の作品
何が何でも開発せねば～国産ワクチン （海外依存度 100％はリスク）
神奈川 大鳥羽裕太郎
何が何でも、潰さにゃ。コロナ禍の地球なんて、邪魔なんョ（我々は宇宙人なり）
埼玉 佐藤重剛
コロナ終息後の、リアルジョークサロンの再開 （すっかりリモート疲れになりました）
東京 野本浩一
コロナ終息までに、体重とノーマスク面相（皺・たるみ）のリセット（出不精の解消）
埼玉 酒井典子
通常の小笑いに戻ります
女・女・女と産まれたので、今度こそ何がなんでも男でなけりゃ（努力あるのみ）
熊本 松野信夫
存命中に、ペットより上位を奪還せねば
（ペット上位：幕末は尊皇攘夷）
埼玉 北沢正嗣
80 歳まで自分の歯を 20 本以上保つ （日本歯科医師会が推進～8020 運動）
静岡 野末紳二
何が何でもピンピンコロリでなければならぬ
（短縮形は、PPK です）
神奈川 藤倉由紀子
何が何でも継続せねば、三陸鉄道
（鉄道ファン一同の願いです）
神奈川 大鳥羽裕太郎
親が正気のうちに、何が何でも遺言状を書いてもらう （遺産トラブルの防止策）
埼玉 酒井典子
頼みもしないのに俺を産んだ。親は終生俺の面倒みるべき（罰当たり息子の暴言）
長野 松原伸伍

第 247 回の題

「整いました」と思うものは

締切は、 8 月 5 日。

（ねずっちです）

緊急事態宣言下のオリンピック開催が整いました！

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 様

熊本・松野信夫

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

ジョークサロンのものは付けで、たびたび賞をいただき有り難たくお受けしております。ジョークサロン
の到着を楽しみにして、拝見しております。ありがとうございます。
切手 8 0 円 x 5 0 枚を同封いたしますので、ご利用いただければ幸いです。これは決してワイロではありま
せん。あくまでも善意の寄付です!
敬具
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東京・樋口七郎

世の中には似た言葉がいっぱいあります。

ロック／ルック
ケイオウ／ケイトウ
ジュース／ジューシー センダイ／センタイ
ハンコウ／ハンゴウ
トランプ／トラブル

長野・松原伸伍

チュートー／チュウコウ
バット／ハット
トキ／ドキ
ヤカン／オカン
「トランプ」の４年間はトラブル続きでした

ほんわか短歌

パソコンで 肩こりいやす 動画みて 掛声に合せ いやしの時間
宝くじ 100 円くじを ２枚買い 大きな夢を がめつく見たい
コーヒーの ボトルの口が あけられぬ ゴム環つかって やっと回転
久しぶり カラオケ歌う 声でるか 不安だったが リズムにのれた
カラオケの ウィークデーの 料金は コイン一つで ルンルンタイム
デパートの 見晴らしの良い ドトールで ホットドックを がぶりと食べる
気の通う 治療受けつつ 会話して なごやかなり 時を忘れる
一日の 大半のとき もみほぐし 最晩年の ほぼ宿命

鎌倉極楽寺・浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド 146
《大儲け、一年で一生分稼いだ彼は今―》
◇
◇
◇
◇
◇
◇

想い出す かつて知人で 大金稼ぎ アメリカ帰国し シカゴかな
一年の 資産運用 契約果し 今じゃのんびり 楽隠居？
契約の 相手中東 かなりの額で Ｘ％確約 してたとか
さらに上振れ した分につき 折半だったと その昔
バーレンあたりに 事務所があって どこの国だか オイルマネ
この頃音信 途絶えているが 彼の生き様 命懸け

《「リンゴ日報」 種は世界の果までも》
◇ 香港の 「リンゴ日報」 いつかは種が 芽を出し立派に 育つだろ
◇ 長野飯田の 駅前リンゴ 地元学生 よく手入れ
◇ 鎌倉も かつて警察 今ではホテル ちょっと変われば 街に活
◇ 梅雨晴れ間 惹かれて賑わう 鎌倉小町 コロナ・ワクチン 効いたかな
◇ 瑞々し 沖縄朝顔 崖から山へ 蔓が伸びのび 紫紺山
毎号お世話様です。コロナとオリンピック なんとか乗り切りたいものです。

東京・稲葉浅治

川柳「ストレス」

ストレスを煮たり焼いたり丸めたり

風船にストレス詰めて大空へ
コロナ禍でストレス溜る八十路坂

ストレスが溜っているのがストレスに
ストレスを屋台の酒で一気飲み

杉浦康司（滑稽新聞編集長）

ジョークサロンは冗談ぬきでオモシロイ

４月からオンライン例会に参加させ
て貰っているが、本来の「言葉遊び」
を音声付き解説で作者から聞くと３
倍オモシロイ。今回、話題が郵便ポス
トになった時、変集鳥と小島裕子さん（写真）に同時にスイッチオン。「回文の小島さん」
が「郵便ポスト写真収集家の小島さん」に変身。ポストと聞いたら黙っていられない。互
いに写真交換したり、ポストにまつわるエピソードを語ったり、思わぬ所に「仲間」が居て、ウキウキ気分。
昨今「ポストコロナ」に楽しい希望を描いている人が多いが、我々二人はポストその物で結構オモシロイ日を
送っている。因みに小島さんの愛読書は「週刊ポスト」とは聞いていない。
写真：ペンネーム（こじままじこ） 英国・シリア・オランダ （ポストの写真送って下さい・・・変集鳥）
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大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)

「＜野に咲く花のように＞小林亜星さん逝く」

(裕) 6/16(水)の在京 6 紙 1 面コラムは東京新聞を除く 5 紙が亜星さんのこと書いてはったで。
(幸) 筒美京平さん、なかにし礼さんの訃報に続き小林亜星さんも逝きはった。まさに「昭和は
遠くなりにけり。」やなあ。
(裕) ほんま口ずさめる歌作りの名人やったな。生涯手がけた楽曲は 6,000 曲。歌謡曲から CM
ソング、アニメ、子ども番組、童謡とオールマイティーやったな。
(幸) 歌謡曲では都はるみさんの＜北の宿から＞かな？これで日本レコード大賞とりはったし。
(裕) ワテは 1983 年ダカーポの＜野に咲く花のように＞が好きや。ほんまに癒される杉山政美
さんの詩に亜星さんが曲をつけはった。
(幸) でも真骨頂は CM ソングかもな。レナウンの＜ワンサカ娘＞、日立の＜この木なんの木＞
明治の＜明治チェルシーの唄＞なんか今でもすぐ口ずさめるで。
(裕) 「ちゃぶ台ひっくり返すだけでええから」言われて出たのがドラマ＜寺内貫太郎一家＞
これもお茶の間に強烈な印象を残しはった。
(幸) ほんまに「亜星墜つ」間違い！「巨星墜つ」でんな。

香野好勇・こうの好太

好太川柳

フォト川柳「ワクチンを打ってコロナ禍やり過ごす」

コロナ禍を制し五輪の大花火
ニュウノーマル維新楽しや百までも
四波五波ワクチン接種世を正す
マスク越し眼だけ勝負の恋盗人
黒幕に負けじガンバル菅総理
コロナ禍の取引上手米と中
脱炭素又又核が出番待ち
寿命伸び途端に残火燃え盛る
羨望の的 GAFA はいじめられ
孫ひ孫スマホ 爺爺婆婆黒電話
桑原妙子
寝返りはまだ（ももたろう）

妙子のワンダフルワールド
洗濯干し（じいじい）
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吉永こ百合（尾垣聡子）

彌永孝一

20210620

はめ字「雨が降る

巣箱レポート

みどり色」

2021 年 6 月

20210620 第 1 号器の現状

蜂門の様子

◎今日現在の、我が家の巣箱の様子を貼付します。
手前が第 1 号器、隣が第 2 号器。
（昨年 8 月、初絞りしたもの。
）
第 1 号器の 1 段目と 2 段目にも既に蜜が貯まっているのでは・・・？
青野正宏

およげ たいやきくん

まいにちまいにちぼくらはいえのなかで
自粛自粛でいやになっちゃうよ
あるときぼくはいえのかみさんと
けんかして家をとびだしたのさ
はじめて遊んだこの街は
とってもきもちがいいもんだ
おなかの財布はかるいけど
街はにぎやかこころがはずむ
ももいろサロンがてをふって
ぼくの来店待っていたよ
あの店この店楽しいことばかり
まちの飲み屋がぼくのアジトさ
ときどきヤクザにいじめられるけど
そんなときゃそうさ逃げるのさ
いちにちあそべどものたりない
あちこちクルクルまわっちゃう

たまには大声ださなけりゃ
マスクばかりじゃふやけてしまう
大規模集会出てみれば
そこでクラスタの発生だった
どんなにどんなにもだえても
苦しい息の根治らない
救急搬送のおじさんが
ぼくを病院に運んだのさ
やっぱりぼくは大馬鹿さ
コロナ感染してたのさ
お医者さんぼくをひとめ見て
ぼくに手をあわせ去ったのさ
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芝崎満夫

笑いの笑解(紹介)

31．一般篇 ： 世間は広いようで狭い

（1）H6 年に広島/三原から転勤で横浜に、その時、以前同じ課にいた先輩も同時に転勤となった。
（2）彼の娘さんも転勤合わせて横浜に、そして、横浜市立大に進学
その時、私の従弟が横浜市立大で（経済学の）講師をしていた。
偶然にも、ゼミで合流し、その時最初の自己紹介で先輩の娘さんが「三原」から来たと、
従弟が従兄も「三原」から横浜に転勤してきたと・・・
三原 同一会社 横浜 横浜市立大学 ゼミ /自己紹介
と不思議につながってゆく過程であった。

笑いのポイント（笑点）
ぐう:（偶）然にもどこでつながるかわからない
ぜん：（全）然関係なく、さらに選択枝の大きい地域・都会でつながる
不思議さと面白さ
いっ：（一）致するなんて、世間は広いようで狭いのかも
ち：（ち）ょっとした出来事で自然とつながっていった瞬間でもあった
片岡隆

新型コロナを笑い飛ばす 続き

1.ワクチン警察出現（フェイクニュース）
ワクチンを 打ちに来なけりゃ 打ちに行く（川柳）
リストはハックされ、ワクチン輸送車は３億円事件同様の手口で強奪された。
2.業績不振で解雇された従業員
ヒンシュク度大
私、かいこ（解雇）になっちゃた。これから食べていけない。
カイコ（蚕）になったんなら、クワ（桑）でも食べてね。武士はクワ（食わ）ねど高楊枝
とも言いうしさ。（なんのこっちゃ）

3.ＥＶ
小宮三千夫

昔は、エレベータの略称だったのに、いつから電気自動車に代わったのかなぁ？
あいだみつを｢にんげんだもの｣より-23

有観客だっていいじゃないか 一万人だもの（関係者除く）
・・・ＩＯＣ、政府、東京都などの五者協議会
専門家の提言なんか無視したっていいじゃないか
五輪の実績づくりを優先したいんだもの
・・・
「自粛破り」の五者協議会代表 菅首相
「ヒア・ウィ・ゴー」でいいじゃないか
我々は用意をできたんだもの
・・・一人納得の IOC バッハ会長
韓国は来なくたっていいじゃないか
コロナ渦で疲弊した上に「反日」ではげんなりだもの
・・・ストーカー被害並の日本政府
競技場で酒を飲んだっていいじゃないか
またきつーい規制でがんじがらめにするんだもの
・・・オリパラ組織委員会
副反応出たっていいじゃないか
苦手な注射を打ったんだもの
・・・河野太郎
ワクチン打たなくたっていいじゃないか
あくまで自由意志なんだもの
・・・いろんな事情で打ちたくない 20 代
「バカ息子」だっていいじゃないか
今や誰からも愛される売れっ子タレントなんだもの
・・・長嶋一茂
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佐藤重剛（蓮田のシュガー）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
③
③
⑩

民謡小噺

民謡に関するシュガーの私見

民謡の宝庫と言われる東北地方、特に秋田県には唄数が抜きん出て多い。
逆に近畿・関西の二、三の県では唄数が三指に満たない県が有る。
蛇皮線とかの関連か、沖縄では趣がや ヽ異なる唄が多い。
地名を頭に付けた唄が結構多い (東北、北海道 例 :秋 田〇〇、相馬〇〇)
逆に下に謡種を付けた唄、・・甚句、・・小唄、・・音頭、・・馬子唄 等々
著名唄(?)に ついては全国大会 等が催されている(江差追分、白浜音頭等)
当初からの楽譜は無かったと考えられるが、 地方、流派により節回し等が微妙に異なる。
古来より原則的な楽器としては尺八、三味線。時に笛、太鼓が。
しかし、近年では トランペット等の楽器と合奏される場面が散見される。
人前では 和装で正装 して謡 うのが常識だったが、近頃はジーパンでも。
(ポケット民謡シンフォニー店:集を中心に考えた事項)

《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》
接種終えても 感染リスク 続々出てくる 変異株
繁華街には 若者乱舞 家で感染 高齢者
安心安全 こじつけ五輪 不安不信が 付きまとう
安心唱えりゃ 不安がコダマ 安全叫べど 来るキケン
何が何でも やるやる五輪 五輪命で 走る菅
やめろコールが 五輪を叩きゃ 増す増す叩かれ 強くなる
人の暮らしの 心配よりも 五輪と延命 だけの菅
面倒くさいと 国会閉じて 後は菅派の 得手勝手
先進国から すっかり外れ 途上国より 途降国
文化国家が 分割酷化 みんなコロナの せいにする
人の動きを 人流などと 物流扱い する政治
酒が出せない 悔しい飲み屋 路上で飲ん兵衛 憂さ晴らし
危機の東芝 占いすれば 危機の倒死場 110 番
チーム負けても 大谷（翔平）人気 打って走って 投げる技

高木正明

野本浩一

コミックどどいつ瓦版 No.363

お写落日記 【ツバメの巣見つけ楽しむ歌ありて ひとり聴き入るハスキーボイス】

散歩の帰り、ツバメの巣の写真を撮っている人に遭遇した。
「ツバメ」からまず思い浮かべるのは、佐々木小次郎でもヤクルトスワ
ローズでもなく、ハスキーボイスの歌手、安達明のデビュー曲「潮風を待
つ少女」（1964 年 5 月）だ。中学一年の春に聞いた少女の歌の三番が今以
て甦ってくるまでになっている。
その夜 YouTube で聴き入ってしまった。海のむこうから細いつば
さでとんでくるツバメを思い浮かべ・・・中一の夏休みに校庭の片隅
のバレーコートで見かけて以来あこがれ続けた少女がいたことも想い
出してしまった。
ツバメ見て思い浮かべる長崎の 中一の夏お下げの髪よ
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こじままじこ（小島裕子）
クルックル回文たのしもう
「スポーツ (その 1)」
てにすはしないなしはすにて
(テニスはしないな。師走にて)
やきゆうこむでたちみでみちたでむこうゆきや
(野球、込むで、立ち見で満ちたで、向う行きや)
すいえいすてきなひとととひなきてすいえいす
(水泳、素敵な人と問いなきて、水泳す)
からてつおうかつにつかうおつてらか (カラテ強、うかつに使う追っ手らか)
さーふぃんはいませまいはんいふーさ (サーフィンは今、狭い範囲封鎖)
ごるふまつやまひできゆきでひまやつまふるご
(ゴルフ松山英樹、雪で暇や、妻振る 5)
阿部博

時事川柳

1 誰おまえ宮本武蔵苦笑い ＊投げて、打って、⼆⼑流・⼤⾕選⼿の⼤活躍に元祖が
2 深呼吸ワクチン接種無事終えて 3 打ちました？笑顔でええと袖まくり
4 出⾎（デジ）担の⼲して脅して落とし前
5 090 はおじさんの旗印 ＊1999 年に 090、2002 年に 080、2013 年に 070 が指定。それぞれ 9000 万番号
6 いつまでもセブンティーン（Seventeen）でいられない ＊⽉刊誌終了。1968 年に創刊。北川景⼦や⽊村カ
エラ、鈴⽊えみ、榮倉奈々、桐⾕美玲、本⽥翼、 ⽔原希⼦、武井咲、吉川ひなのなどが専属モデル
7 快適と倍速視聴若者ら
8 ひたひたと五輪五輪で蹂躙し
9 別枠はいくら⾜しても規制内 10 ⽉桂冠勝者の頭上だけにあれ ＊会場での酒販売中⽌
11 磨かれし⾛者の像に光なし 12 ファーストは健康なのね⼩池知事

平井幸雄

門口泰宣

カタカナ語➁【イ・ウ・エ・オ】の部

阿呆リズム＆パロディ

1）♪吹けば飛ぶような 将棋の駒に 食べた勝負飯を笑わば笑え
生まれ瀬戸の
陶器の郷に 師匠も知ってる俺の意気地♪
（王将）
２）♪ハアあの日リオで眺めた月が ソレトトントネ
今年は都の空てらす アチョイトネ
４年たったらまた会いましょと かたい約束夢かもね オリンピックの安全安心
ソレトトントトント ワクチン頼み♪
（東京五輪音頭）
３）♪家でこもるのが つらい日は
君と酒があればいい 飲もうよ俺と二人きり
間のアクリル板越しに 仲間どうしさ 君とふたり酒♪
（ふたり酒）
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柴本和夫
言葉の研究
ああ、オリンピック
オリンピックは、7 月 23 日に開催 （開催まで～ちょうど 1 ヶ月となりましたね）
オリンピック関連演歌の 3 曲
・明日は東京へ出て行くからに、なにがなんでもやらねばならぬ（バッハ会長）
・あなたならどうする♪～（五輪は）するの、しないの♪やめちゃうの♪（いしだあゆみ）
・二人でお酒を♪飲みましょうね♪飲みましょうね♪（９０分以内でね）（梓みちよ）
迷走する政府
・菅首相の発言～オリンピックを「チュウシ」します～「注視」です。
「中止」ではありません
・日本政府は五輪夢中～安全安心な五輪開催に全集中（夢中）
⇒ 五里霧中ではありません
・尾身会長の提言は無視～尾身提言は「オミット」（尾身っと）しました。
（専門家の意見を～踏まえて ⇒（本音は）尾身氏の意見は、踏みつけて）
オリンピック精神とは
・クーベルタン男爵の精神は～参加することに「意義」がある
・菅首相の政治的保身の思い～開催することに「意義」がある
・コロナ禍の日本国民の思い～開催することに、「異議」がある
東京都の飲酒は二人で、９０分。ジョークサロンのズームは多数で、９０分。
おおいに笑おう～ジョークサロンで
三浦邦夫
各業界のコロナ下の NEW ビジネスへの取り組み。
１．証券会社。
変異株を研究し売り出す。価格の上下が激しいので、
それをさけるため、ワクをはめる。
ワクをはめるため費用が掛かる。これを「ワク賃」という。
２．貴金属商社。
ワクチン２回接種済者のバッジを開発中。
ワクが２つあり、なかに「チン」をいれる。
この「チン」をなにするかもめている。

なかなか手コロナビジネスは難しいとのこと。
曽田英夫

狂歌 NEW 門

● 耐えて忍んで その時を待つ
いつになる ジョークサロンが 神田にて
耐えて忍んで その時を待つ
日常は ホームスティで 外へ出ず
耐えて忍んで その時を待つ
マスクして 息が苦しい 外したい
耐えて忍んで その時を待つ
● もうこれだけは 許したくない
国会は 与党応じず 店じまい
もうこれだけは 許したくない
質問に 答えもしない 菅総理
もうこれだけは 許したくない
尾身会長 提言しても 聞かれない
もうこれだけは 許したくない
● 思わぬことに 心がなごむ
打ちまくる 大谷選手 ホームラン
思わぬことに 心がなごむ
９秒台 山縣選手 日本新
思わぬことに 心がなごむ
プレイオフ 笹生優花が 優勝し
思わぬことに 心がなごむ
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★2021 年 6 月 23 日

ZOOM 例会参加者・笑品名一覧 18 名

芝崎満夫

野本浩一（変集鳥）

笑いの詳解

香野好勇（こうの好太）

お写落日記

平井幸雄

好太川柳

高島雅夫（東京）

佐藤重剛

ヒライ信

青野正宏
替歌

民謡小噺

回文

阿呆リズム＆パロディ

杉浦康司（愛知）

養蜂写真日記

滑稽新聞

柴本和夫（金鳥）

狂歌NEW 門

言葉の研究

桑原妙子
ワンダフルワールド

小島裕子（こじままじこ） 門口泰宣（前変集鳥） 阿部博

彌永孝一（香川）

次回以降の予定

曽田英夫（快鳥）

時事川柳＆フォト

片岡隆
コロナを笑い飛ばす

大鳥羽裕太郎
幸 裕 (=交友) 録

小宮三千夫
「あいだみつを」

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

8 月 25 日（水）14：00～
千代田スポーツセンター 7F 第 2 集会室
9 月 22 日（水）、10 月 27 日（水）、11 月 24 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 6 月 14 日～7 月 11 日
切手（郵送分）： 松野信夫、松原伸伍、大久保信子

カンパ：高木正明、平井幸雄、松野信夫、松原伸伍
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。
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