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＊＊＊＊＊＊２０１３年１１月 No.２８９＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊昨日笑って今日また笑う 笑いは明日のエネルギー＊＊ 

 あやうく今月は伝笑鳩が飛ばない所でした。 

 昨年１月に買い替えたパソコンのハードディスクに不具合 

が発生し、作動しなくなりました。 

 さぁー、どうしよう・・・と焦ってしまいました。 

 ・・・こうして無事に伝笑鳩は飛びましたので、笑ってい 

ますが、本当にひやひやしました。HPも無事に再開です。 

 パソコンに付属のCDやいろいろな暗証番号を整理・保管 

しておかなければ修復に時間がかかります。大変でした。 

 今回は富士通、マイクロソフト、ジャストシステム、さくらインターネットのサービス担当の方々に本当に

お世話になりました。助けてくれる人がいることは嬉しいものですね。ありがとうございます。 

  

佐藤憲雄＠新潟県魚沼市・永林寺   “伝笑鳩”十月号嬉しく嬉しく拝し ご厚礼申上げます 

ご尊躰お大切に 和尚の独り言「一語一会」 力が足りないのではない 真剣さが足りないのだ 

 

小松崎文夫＠板橋区   『伝笑鳩』しばらく飼ってみたいと思います。よろしく御手配下さい。 

“洒脱な文”はいたって不慣れです。読者専一になりそうですが・・・。 

 

山下貞子＠河内長野市    伝笑鳩10月号を楽しく読ませて頂きました。 

来年には二十五周年を迎えられます由、山下が永眠しましてより、二十四年になり、野本様には、そ

の間、ジョークサロン、伝笑鳩を発展させて下さり、伝笑鳩の読者も増して参りました由、お喜び申上

げます。扨、私こと、今年八月に満九十才になり、体力も衰え、眼や足も不自由になって外歩きが全く

出来なくなりました。・・・ジョークサロンのますますのご発展をお祈りしておきます。 

（２４年も続きましたご支援・ご指導に感謝申し上げます。ありがとうございました） 

 

片山敦夫ほらえびす＠岩手県  岩手の秋は、もう少しで最高の紅葉を迎える頃になりました。 

小生の散歩コースの途中の周囲の田んぼは、ほぼ稲刈りが終了した様子です。そして間もなく、生産組

合の収穫感謝祭が開催され、大地から収穫した物をつまみに飲み会が始まります。冬を前に皆で英気を

蓄えるのです。さて、こんな近況報告よりいつものニヤリを、すこしばかり送ります。今回はちょっと

夜が遅いのであっさりと行きます。楽しんで頂ければ幸いです。 

 

青木孝＠東京都町田市      あいかわらずの好作品に脱帽です。 

「あっち？ こっち！ どっち？」 短い言葉で決めるのは小気味いいですね。 

楽しませていただきました。 

 

秋らしく サンマ、柿、栗 もみじ狩り 大いに笑おう ジョークサロンで【快鳥・曽田英夫】 

おじちゃん（皆さん）への禁句 

 
せがむ孫のひと言・・・早く、たかいたかいして  

（高い⇒他界と誤解） 
送迎運転手のひと言・・・お待たせしました。

お迎えに参りました。 
         東京都／柴本和夫 

２０１３年１０月１６日現在 

ホームページ訪問者  ２１２９名 

同 閲覧件数     ９５７７件 

ツイッター フォローワー   ２５  

 フォロー中    ３８  

◆ネットの世界で、もっとユーモア◆ 
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＊今回のものはづけは第１５３回でした。次回は１５４回となります。先月号は回数表示が違っていました。 

お詫びして訂正させて頂きます。 

水谷 日出夫＠ハワイ    回文：ハッハッハ ハワイワハ ハッハッハ 

 たかしの好きな キスの仕方    有働由美子 ツッコミ 誘導 

（たかしのすきなきすのしかた）   （うどうゆみこつっこみゆうどう） 

 株主と死ぬ部下          機敏 尖閣区間 線引き  

（かぶぬしとしぬぶか）       （きびんせんかくくかんせんびき）  

       

 

ユニホームの人気投票               福島市  松山カオリ 

五感競技                   さいたま市  高木 正明 

ミスオリンピックとミスターオリンピック      横浜市  鈴木  びん子 

大笑い大会                  東久留米市  柴本 和夫 

輪投げ競技（１チーム５人）            京都市  牟禮 丈夫 

綱引き                       所沢市  北沢 正嗣 

パン喰い競走                  鎌倉市  志賀 明 

どじょう掴み競争                岩手県  片山 敦夫 

下駄飛ばし競技                 品川区  安藤 晴康 

大食い競争                    千葉市  岡部 千代松 

富士山頂から三保の松原へのマラソン       鎌倉市  浜田 頓坊 

勝者予想くじ                  横浜市  阿部 浩 

踊り大会                    川越市  石原 義三  

スポーツチャンバラ大会             高知市  高橋 満子 

シニアオリンピック               稲城市  藤井 敬三 

平和の鳩レース                 文京区  稲葉 浅治 

地震等の避難行動の早さ（団体戦）       伊勢原市  武井 美雄 

おもてなし競争                 横浜市   加畑 高治 

夫婦円満競技                  横浜市   織田 元康 

違う国の年寄りをおんぶして走る        世田谷区   奥苑 順子 

次回（第１５４回）の題              「許されざるものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

2013年11月10日ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

  

秀逸 

 

大豆の箸つかみ競争     大田区  高 栄子 

【評】金メダル間違いなし 

入選 

 

片足ケンケン跳び100M走         荒川区  藤野 哲康 

二人三脚競走               船橋市  川田 又一 

大相撲                  板橋区  植竹 団扇 

国家元首の100M走            京都市  久保 三德 

角材乗り                 渋谷区  樋口 七郎 

 

佳作 
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片山敦夫ほらえびす＠岩手県  スペシャル サービス ニヤリ連発！！！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田頓坊＠鎌倉市極楽寺   －甘辛都々逸ほのぼのランド：少々堅めで参ります－ 

<おかしな国の話、本当か嘘か？> 

☆百ドル紙幣の 一枚だけが 取り引きホンシャン なぜだ何故   （ホンシャン：香港上海銀行） 

☆チャイナ支配の アングラマネー 白黒灰色 ２００兆 

☆フランス革命 がらみ本が 中国ブームだ きな臭い 

☆嘘の三種は 大嘘小嘘 時には統計 学も嘘 

香野好勇（好太）   好太川柳          ・倦怠期とたんに寝息が大いびき 

・待望の安倍ノリンピック五輪の矢？          ・表ある裏の千家でおもてなし 

・シニアーに東京五輪が若さ呉れ           ・七年目約束反故でおもてなし？ 

大石脩＠京都市        ダジャ連発！！！ 

 

 

 

 

 

若狭芳生＠鎌倉市        ■怖い風の回文 

「台 風

だいふう

吹いた

ふいた

」 ら 「竜 巻

たつまき

舞った

まった

」 なんてごめんです。 

 

稲葉浅治＠文京区     川柳「平和」    関白にしておく平和妻の勝ち      

   欲しいもの無いが平和を望んでる     過激デモ徴兵もなし平和国 

 

☆カミさんの運転するクルマで買い物に行った時の事。ガソリンスタンドでカミさんは、出てきた

店員に「現金満タン！」。すると店員の対応が実に見事。「現金を満タンに入れると、うちのスタン

ドは倒産します！」と。 

 そりゃその通りだよな、ガソリンを満タンに入れてもどうって事はないと思うが、現金を満タン

に入れたら、とんでもない事になる。レギュラー満タンなら分かるけど、現金満タンはちとおかし

い。それでも店員は、きちんと、ガソリンを満タンに入れてくれた。 

 

☆ケータイ着信音 

  ティーピーピー   

 －輸入が自由化されると困る農民－ 

 

☆おもてなし   ウラもなし 

－ロビイ活動の下手な日本人－  

  

☆選挙違反容疑 

痛いところを見つけられた。    

－徳洲会病院－ 

 
☆驚いた 

いつの間にか「じょじぇじぇ」が全国区になっていた  

―あまちゃん― 

 

「美川憲一さんの大好物って知って

るう？」 

「ちょっとワカンナイ」 

「おカマボコよ」 

 

「天女さんのオシッコを、テンションとも言うのよ！」 

「ふ～～ん、アテンションプリーズと言いながらの降雨

現象なのか、成程!!!」 

「勿論それは、虹の橋が架かる時よ」 
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柴本和夫                        言 葉 の 研 究   

おじちゃん（皆さん）への禁句です 
      「先に寝るから」と言った、おじいちゃんに、対しておばちゃんのひと言 

・・・やすらかにお休みください 
 片岡愛之助（国税捜査官）にささげる、半沢直樹の言葉   
     オネエ様捜査官・・・・・おねえ様の【御】指摘は、【誤】指摘なんです 

    売られたケンカは買って対応する・・・・これが元祖【買】返し 
オリンピック関連 

① 都庁の真ん中で、≪直樹≫を叫ぶ 
   俺は、猪瀬直樹だ！・・・・半沢直樹ではない （猪瀬都知事は長野高校卆） 

② アベノミクスの軸足シフト 
        三本の矢から五つの輪へ 

③ 開催地の選考基準・・・【プレゼン】と【プレゼント】 
        今回は、【プレゼン】の巧拙が決め手というけど    
        本音は、やはり、【プレゼント】の魅力が決め手 

④ 流行語大賞の候補に浮上・・・おもてなしの5文字類語 
おもて・なし・・茶道の裏千家 ⇒ うちは決して、表はありません 

      ろくで・なし・・・老妻の渇の声 ⇒ 家でゴロゴロする定年後の旦那の態度 
      いくじ・なし・・・若妻の渇の声 ⇒ 育児協力をしない会社人間の旦那の態度 

 

野本浩一   お洒落日記  【キョウイクとキョウヨウ大事高齢者 今日行く所今日の用足し 】          

９月某日朝一番で掛かりつけの医院へ。診断を受け、処方箋を頂く。ドアの外には、かなり高齢

の男性二人。気が良さそうな男性と暫し懇談。 

 「お元気そうですね、おいくつですか」 

 「もう７９才だよ」 

 「若く見えますよ。７８才くらいにしか見えませんよ」と笑いを取って、話しを続ける。「高齢に

なるとキョウイクとキョウヨウが大事だという話、ご存知ですか」 

 「知らないなぁ。聞いたことないなぁ」 

 「今日行く所があるか、今日何か用があるか、というシャレですよ」 

 「そうか。ワシは教養がないから知らないよ」 

 「そういう場合には、『教養は無いけど、明日用がある』と言えば、笑うんですよ」 

 そうか、そうかという顔をして笑ったあと、最後に一言返ってきた。 

 「ワシは、明日もようは無いなぁ」 

ボクは笑い転げてしまう。そしてボクは一日中この話を思い出して笑っていた。 

＊キョウヨウが無くて明日も用がない だったら散歩朝昼夕に  

＊キョウイクもキョウヨウも無いオアシも無い 有るのはワライ明日のチカラ  

 

高畑傳  三流亭転失気奴（正式法名「教伝院釋印熱」） 

 

英和笑辞典のオペラ（opera）の定義は「男が背中をさされて血を流すかわりに、歌う芝居」と

あります。ジョークサロンのメンバーとして，笑辞典にのせる程のものに思えません。皆さんどう

思われますか？ 

 「オペラとは汚れた男が演奏なしで歌う芝居（垢ペラ）、オッと間違えたかな？」 

英和笑辞典に勝ったと喜ぶ、ジョウクサロンの新米男 

ジョークサロンの会長さんの判定は。新米食べて出直せえよ！ 
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久保寺るり子    はじめての都々逸 
ＮＨＫドラマ「夫婦善哉」の男と女をイメージして   
古風な都々逸 
●上方バージョン 

主の浮気は ほんまにイヤや 虫のせいなら 潰したろ 
手取り足取り 教えてもろて 惚れたあんたと 織る錦 

●江戸バージョン  

やめておくれよ いつもの口説き さめているのは 眼でわかる 
   こんちくしょ つねった袖を 捲ってみれば ほかにたくさん 跡がある 
死ぬの生きるの さわいだくせに 峠越えたら 知らん顔 

今様都々逸 
雨が降ろうが 雪の日だろが いまどき みのは 使わない 

                                            みのもんた次男逮捕 

予算計上 核用心 汚染流すな 上手くやれ 
                                       瓦版 高木さん風 

 じいちゃんを メイド姿で ハグしてあげて 冥途の土産と よろこばせ 
                                        新年会はメイド服かも！ 

 

高木正明   コミックどどいつ瓦版《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

1.  コントロールは シッカリシテル 総理の強弁 国際化  

2. 漏れると言うのはオシッコ程度 ジャブジャブ溢れる汚染水  

3. 無策続きの 原発事故に いまだ司法は ノータッチ  

4. 五輪優先 復興遅延 これじゃ東北 いきり立つ  

5. 行政改革 ほったらかして 増税やっても ザルに水  

6.    荒れる竜巻・台風・豪雨 同時多発の 災害期  

7.    列車の脱線 北海道で ほったらかしてた 線路幅  

8.    浮世の噂じゃ 超バカ息子 背中で育てた みのもんた  

9.    １２年振り 打ち上げ成って 面子保てた イプシロン  

10. 選手会から 不信の球を 投げつけられてる コミッショナー  

11. 猛暑・酷暑と 言ってるうちに 秋もコッソリ 虫の声  
 
 

どどっと、どどいつ、どいつもいいね 
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕） ○ 世相都々逸no.18   運動会に出たぞの卷 

出場は無理？編     運動会に 飛び入り参加 年齢聞かれ 諭
さと

される 

 運動会に 飛び入り参加 心配顔で 止められる 

まだやってないのに編  運動会に 飛び入り参加 事前体操 腰痛め 

運動会に 飛び入り参加 準備運動 首捻り 

始まったは良いが編   運動会に 飛び入り参加 気持ばかりで 足が出ず 

運動会に 飛び入り参加 スタートダシュで けつまずく 

只今奮戦中編      運動会に 飛び入り参加 全力疾走 カツラ飛ぶ 

運動会に 飛び入り参加 パン喰い競争 入れ歯落ち 

後が大変編       運動会に 飛び入り参加 足腰痛め 医者通い 

運動会に 飛び入り参加 何故に出たのと 妻ぼやく 

 

佐藤 俊一     アイ・マイ都々逸 川越風味 

 

●世にある《都々逸》見立ての【返歌球】 

①《浮名たつみの 小窓をあけて 主の来るのを まつの風》 

【浮名たち 主をまつ風 そよとも吹かず 浮足たつみが 情けなや】 

②《浮名立ちゃ それも困るし 世間の人に 知らせないのも 惜しい仲》 

 【浮名たち 困ったそぶりの 恥ずかし嬉し そんな思いも してみたや】 

③《逢うて嬉しき 笑いの種が 朝はなみだの 種となる》 

【泣きのなみだで さかれるふたり 別れゆう（夕）なら あさ（朝）ましや】 

④《ほんにおまえが 酒好きゆえに わたしゃ餅焼く 世話がない》 

【焼いちゃいけない わかっちゃいるが ぷっとふくれた 餅を食う】 

●時事（みのもんた＆竜巻） 

【セクハラの いちなん去って 今度は二男 ごなん続きで みのおわり!?】  

【いちなん去って 今度は二男 ごなん続くも みのしなん!?】 

【テレビ界から 焼肉までも 人気のミノは ほうるもん】（ホルモン＝放るもん） 

【運と不運の 爪痕無惨 背中あわせの 竜巻禍】 

●秋・雑感 

【秋ふけて 芋もふけたし おまえもふけた やがてふけるか 世にあきて】 

  
米岡泰           南亭琴内氏のどんでん返し６６ 

 

 ◎時事川柳            「七年後」 

 七年後 間に合いますか 金メダル       七年後 猪瀬石原 それは誰 

 七年後 予算オーバー 責任ゼロ         七年後 誰引き継ぐの オリンピック 

◎「左右問題」・・・単純だけれど間違えると恐ろしい 

   右脚の欠陥が見付かり、切断手術を受ける事になったボブは心配になって、左足にマジックで「こ

の足ではない」と書いておいた。手術後、麻酔が覚めて意識が戻った時、執刀医がこう言ったの

で、また意識を失った。 

   「ボブさん、足に訳の分からないサインを書くのを止めてくれませんか？」 

(注)私も慈恵医大で下肢静脈瘤の手術をした事があり、患者の右足と言う時、医師から見てどちらの足か

をどうやって区別するのか？不思議に思いました。最近、眼の調子が悪くて眼科医に見せたところ、コンタ

クトレンズの左右が逆と言われて、すっかり混乱しています  



 - 7 - 

松山カオリ        川柳もどき つぶやき＆嘆き＠福島     

 

★汚染水いつまで続く負の流れ        ★汚染水東電國はどう考える     

★ニュース聞き又かと嘆く汚染水 

神代京子       おりこみ『写真はめ字』  ２０１３年霜月  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

海郷達人         この夏のできごと（小咄） 

 

１． 杏をたくさん貰って 

隣家のおやじさんから自宅のお庭で採れた杏を籠いっぱいに貰ったので、杏ジャムを作ろうと

したが、初めてのことで、うまくいくかどうか・・・。ともかくやってみると、うむうむこれは

上出来。やはり、あんずるよりはうむが易い。 

２． 名前が思い出せない 

親しい同期の仲間と暑気払いの会をやった。話題に出てくるのは、どうしても昔の上司の棚卸

し。仲間のひとりが「ねー、あの常務さー。しゃべり方に変なくせがあってねー。」と言えば、

こちらも「そうそう。」と相槌を打つ。しかし、最後までその上司の名前が思い出せなかった。

これは、暑さのせいであり、齢のせいなどではない。 

片岡 隆  嗤いものですが、何か？  川柳 東京オリンピック開催決定を祝して 

五輪中 猛暑節電 ご臨終（温暖化で猛暑が進む。7月24日～8月9日は猛暑日ばかり） 
英会話 七年あれば できるかも （六十五とか七十の手習い） 

コント エデンの東 

洋一：この前、テレビで「エデンの東」を見たよ。監督は、エリア・カザン。主役は、 
かのジェームス・ディーンだ。1955年公開だから、58年前だね。 

和夫：ひらめいたぞ。「塩田の日貸し」という映画を作ろう。主役は、税務署員（ゼイムショイン）
としよう。休業中の塩田を、市民農園みたいに場所貸してボロ儲けしているとする。税務署
員が客に成りすまして、潜入調査をするという筋書きだ。 

洋一：監督は？ 
和夫：「襟垢さん（えりあかさん）」にやってもらう。 
洋一：なんか、漱石の坊ちゃんにそんな奴がいなかったっけ？ 
和夫：それは、「赤（垢）シャツ」さ。 

と こ あ 空 夕 

さ ん き 透 焼 

ぁ な だ き あ 

乾 宵 な 通 か 

杯 君 ぁ る く 

ぷ 黄 あ な 君 

ら 色 き み と 

た い め き あ 

な 銀 い 道 る 

す 杏 た も く 

ら 潮 は 粋 こ 

ん の ま な こ 

ぜ か の ま は 

気 え か ち 港 

分 と ぜ 並 町 
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奥村篤史    今年も夏プール小学生指導でアッシー人気 洒落日記 
 

今年の夏の小平市の小学校郊外プールの指導補佐は昨年同様五小・八小から積極依頼されました。小学

校では全体指導が原則で、個人指導はしない。従って個人指導はできない先生がほとんどです。本格的な泳

ぎ方をマスターしたい生徒は水泳クラブ等に入り泳法を覚えることが当然となっています。水泳指導員の資格

を持っているアッシー君は今年は声を出し泳ぎ方のポイントを説明。積極的に個人指導をしてしまいました。    

 

★最初は元気にバタ足練習 バチャバチャ バタバタ水しぶき 

★クロールするにはバチャバヤ駄目よ しぶきを立てずにスイスイ行こう 

★平泳ぎの足はあおり足は違反だよ、足の甲でかかずに足の裏でかこうね 

★手取り足取り 否足取り足取り 足をひっぱりうまくする 

★個人レッスンしてくれるよアッシー先生 人気沸騰で生徒いっぱい 

★夏休み中の 1.2年生レッスンは先生沢山いて 出番なし 

★ちょっと教えるとすぐうまくなるやりがい感じてご満悦 

       

門口泰宣     阿呆リズム＆パロディ               
１）拙して漏らさず     汚染水  
２）責任を自認しないで今頃辞任  加藤コミッショナー 
３）連勝新記録をマークん優勝はラクチン 
４）上原投手はストリッパーのようなものである 
        裸一貫で移籍しストッパーとして立派 
５）危険を冒してよく撮るネード  映像提供 
６）♪何をくよくよ オバマの決意 気がかりなんとしょ 
    国連の協議見て暮らす 禁断の化学兵器 
      サリンとは恐いね てなことおっしゃいましたかね♪  （東雲節） 
７）ジナンだ踏んで悔しがる  みのもんた 
８）異常放置はヤッカイどう  ＪＲ北海道 
９）出向辞令のどんでん返し  半沢直樹 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門    

 

精一杯に 力を抜かず 

・ 歩くのも 老化防止と 心がけ 精一杯に 力を抜かず 

・ 新聞を 毎日読むも ボケ防止 精一杯に 力を抜かず 

・ 通勤で 電車飛び込み 席捜す 精一杯に 力を抜かず      

  

笑い笑いで 一日過ぎる 

 ・ 免疫の 力蓄え 菌に勝つ 笑い笑いで 一日過ぎる  

 ･ おやじギャグ 何とか女性 持ちこたえ 笑い笑いで 一日過ぎる 

・ 伝書鳩 朝からずっと 読み通す 笑い笑いで 一日過ぎる 

   

 楽しいことで 時はすぎゆく  

・ 野球場 ひいきチームが 大勝で 楽しいことで 時はすぎゆく   

・ 日曜日 自由時間の 一日で 楽しいことで 時はすぎゆく  

・ カラオケで 歌いまくって 十曲も 楽しいことで 時はすぎゆく 

・ 居酒屋で 酒と刺身と 馬鹿ばなし 楽しいことで 時はすぎゆく 
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上の空組 印南博之    大 娯 解   「替え歌」＆「ことわざ諧釈」 

♪アキが来た アキが来たどこに来た 

    浜に来た 海に潜った ウニ採った  ジェジェジェジェ   （春が来た ）                          

    「ことわざ諧釈」 

① 子は三階に行ったきり  （子は三界の首っ枷）                                

     三階には電子ゲームが置いてあるんですの 

② 衣だけではてんぷらになれず！ やっぱり揚げネタよね  （和尚に）                  

③ 地震がゆすれば津波が乗り込む  （権兵衛がタネまきゃ烏がほじくる）                  

④ 今夜のシロはバカ      （紺屋の白袴） 

⑤ 財布は出るを待たず     （歳月は人を待たず）        

⑥ ウチは妻子多病でね     （良妻賢母 才子多病） 

⑦ 酒は百厄の長         薬なんてとんでもない！ 

⑧ 叫んでいれば 通行人を整す「ＤＪポリス」 （先んずれば人を制す）     

 

平井幸雄          ヒライワールド  ヒライ信だよ 

 

 

藤井敬三  ユーモア川柳  ああ筋肉 ＜解体新笑シリーズ＞ 

 

通販のCMギャルの力こぶ      筋トレを三日続けて医者通い 

よく喋る女房の舌は筋肉か      掃除機を使っただけで足がつり     

アルバムのイケメンボディ嘘のよう  誉め言葉表情筋が嘘っぽい 

爺ちゃんの腕立て伏せに吼えるポチ  笑み筋を鍛え五輪のおもてなし 
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★2013年9月例会：9月25日＠千代田スポーツセンター 20名 太字は初参加です 

平井幸雄・高畑傳・野田達昭・阿部浩・曽田英夫・野本浩一・高木正明・奥村篤史・佐藤忠恕・ 

久保寺るり子・片岡隆・佐藤俊一・海郷達人・藤井敬三・門口泰宣・佐々木万起子・米岡泰・印南博之・

柴本和夫・神代京子 

＃１．野田達昭さんは織田元康さんからサロンの紹介を受け、頭を柔らかくして楽しもうという思いで、

初参加となりました。勤務先が神田とのことで早々と顔出ししてもらいました。 

＃２．佐々木万起子さんは門口さんからのお誘いを受けての顔出しです。なんと、びっくりしたことに 

   久保寺さんと高校の同級生だそうです。世間って狭いものですね。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

11月27日（水）千代田スポーツセンター ７F第２集会室 

12月18日（水)  千代田スポーツセンターの予定 

2014年新年会1月12日（土）（内神田ﾗ･ﾘｳﾞｨｴｰﾙ予定） 

2014年1月22日（水)  千代田スポーツセンターの予定 

2月26日、3月26日、4月23日・・・来年も頑張りましょう 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.289 発行 2013.10.23         変集鳥・・・野本浩一    

変集協力：笑品快発グループ＆投稿グループ 

阿部浩・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・海郷達人・片岡隆・神山徹・ 

久保寺るり子・神代京子・佐藤俊一・佐藤忠恕・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・西川信治・ 

野本浩一・平井幸雄・藤井敬三・松野信夫・松山カオリ・門口泰宣・米岡泰 

石原正雄・稲葉浅治・大石脩・片山敦夫・浜田親一・樋口七郎・若狭芳生 

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、波木博信、野本浩一  発行鳩舎：同巣会ジョークサロン 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2013年9月17日～10月16日 

福島県：松山カオリ 東京都：小松崎文夫、青木孝、石井赳夫 神奈川県：浜田頓坊  

京都府：大石脩 

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 

☆郵送希望の方は 上記野本宛、80円切手15枚を送付下さい。 
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☆ツイッターは「ジョークサロン」でつぶやいています。 

河内長野市在住の山下貞子さまからのご丁寧なお手紙を読み、２４年前に山下廣蔵さんから頂いた電話を

思い出しました。ふとした偶然から始まったことが長く続くことに感謝しています。 

ジョークサロンは来年７月で２５周年を迎えます。来年９月に伝笑鳩は３００号に到達致します。 

「笑いは和来」と「笑いは明日のエネルギー」をモットーに続けています。 

１０月１０日にサロン同人の石井志津夫さんと久しぶりに懇談をする機会がありました。ガンを笑い

で克服し元気にボランティア活動を継続中です。来年の２５周年を一緒に祝いましょうと固い約束を

結びました。２５周年の折にはかつてのメンバーの方々とも是非会いたいものです。 
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