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＊＊＊＊＊２０１５年１２月 No.３１４＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊ 

 ２０１５年も残りわずかとなりました。 

 最後の最後まで、元気に笑顔で過ごしましょう。 

 

 １２月例会は通常よりも一週間早い第３水曜の１６日に開催です。 

お手元に笑い納めの笑品を抱えている方は、早めに変集鳥あてに送付して下さい。お待ちいたしております。 

 では、今月もたっぷりとご笑和のほど、よろしくお願い申しあげます。 

  

千葉・石井志津夫  宇都宮市民大学講演用に、伝笑鳩をたくさん送って戴き、恐縮至極に存じます。 

心からお礼をもうしあげます。いつものように、ジョークサロンを笑介します。 

今回の聴講生は５０名ですので、十分間に合います。最新号なので、喜んでくれるでしょう。 

講座は、私のあとに、平井さん「落語の楽しみ方」と藤井さんの「地域に根差す仲間づくり」と続きます。

ジョークサロンの仲間の活躍がひかっています。嬉しい限りです。 

気持ですが、鳩のえさ代を送ります。曽田さん、柴本さんにもよろしく。先ずはお礼まで。ご自愛専一に。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄和笑  二年分の切手同封しました。よろしくよろしくお願いします。 

伝笑鳩のご送付ありがとうございます。御礼の気持ち「日めくり」お笑い下さい。 

小納の福徳「一語一会」より抜粋してＪＤＣ出版より作って頂いたものです。 

関西財界人に配布したもので大好評だったとのことでした。向寒の候 御身 お大事に 

 

神奈川・武井美雄  毎月素晴らしい伝笑鳩をお送り下さいましてありがとうございます。 

今後も宜しくお願い致します。 

 

埼玉・石原義三   皆様の大笑品快発力に感謝感謝です。来年もよろしくお願いします。 

 

東京・高栄子    九月より入会の英会話同好会で相当脳が活性化されているようです。 

日頃使っていないというか、ジョークサロンも一ヵ月一度では少なすぎるということなのか（？）英会話の

入門、初級クラスすっかり忘れているのですが一時間で頭はピンクに上気してしまいのどもかわきます。 

五年後の英会話ボランティアになるつもりです。もちろん、五年後も元気一杯に生きていますよ。パソコン

と英会話で活性化をはかる毎日です。 

 

東京・鳥居晴美    ジョークサロンへのお誘いをいただきまして、うれしく存じます。 

息子の受験が終わりましたら、ぜひ、おじゃまさせていただければと思います。 

 会報を楽しみに拝見し続けたいと存じます。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
一段と 風は寒さを 増してくる 大いに笑おう ジョークサロンで  【快鳥・曽田英夫】 

阿呆リズム＆パロディ（♪うさぎのダンス） 

ソウラ ソラ ソラ 会長のスキャンダル 

ブラッター ラッター ラッタ 

ラッタ ラッタ ラッタラ 

脚で 蹴り 蹴り ヒョロ ヒョロ 踊る 

ジーコ辞退で ラッタ ラッタ ブラッタラー 

       神奈川／門口泰宣 
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古文亭南朝選    第１７８回ものは付け  

           「あっても無きが如きものは」 

首相の丁寧な説明               神奈川  阿部 浩 

塩漬けの株券              千葉   吉永 こ百合 

憲法第９条               埼玉   酒井 典子 

親父の権限               東京   高橋 通男 

ペーパードライバーの免許証       埼玉   北沢 正嗣  

振り込まれる給料            神奈川  藤倉 由紀子 

マニフェスト              埼玉   高木 正明 

友情                   高知   高橋 満子 

旧街道の道標              埼玉   石原 義三 

政治屋の公約              東京   柏谷 達雄 

空のキャンバスに描かれた雲の絵       神奈川  武井 美雄 

わが家における自分の存在        東京   樋口 七郎   

マジックのタネ             千葉   岡部 千代松 

山奥の信号               神奈川  山口 栄子 

親子の絆                福島   松山 カオリ 

信仰心                 東京   藤野 哲康 

中国人の公徳心             東京   柴本 和夫 

日本国憲法                神奈川  志賀 明 

老人ホームのハロウィーンパーティ     東京    野本 浩一 

わが家の財産              東京   高 栄子 

老後の貯え               東京   稲葉 浅治 

余命                    神奈川  藤野 有樹 

次回（第179回）の題     「人が沢山集まるものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

12月5日まで ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

 

好みでない自販機の商品    東京  佐藤 裕子 

【評】水しか買わないもんなあ。 

入選 

 

高嶺の花                神奈川  浜田 頓坊 

２０００円札              東京   藤井 敬三 

心配事                 神奈川  織田 元康 

銀行の金利               東京    三浦 邦夫 

遠くの親戚                京都    牟禮  丈夫 

 

佳作 

 

楽しくなってにっこりしちゃうお知らせ： 

２０１６年１月９日(土)１２：００から、神田多町 レストラン「ラ・リヴィエール」で、 

「ジョークサロン新年会」を大々的に実施します。奮ってご参加下さい。 
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岩手・ほらえびす  「ニヤリ」まとめて大々的に大々的な大連発いつまでも 

◇机上の空論        議論は口論           －国会－ 

◆入閣の条件        失言しない人          －首相－ 

               やじらない人          －国民－ 

◇将来の夢         末は博士かラガーマン      －小中学生－ 

◆医療費初の４０兆円    金欠病になりそうだ！      －財務省－ 

◇マンションに傾き     －信用も傾いた         －三井不動産系－ 

                お株を奪われた         －ピサの斜塔－ 

◆学ぶこと         ラガーマンのスクラム      －野党各党－ 

◇次回作          －ノーベルの森         －村上春樹－ 

◆３度目の不正       不正が伸びて、身の縮む思い   －東洋ゴム－ 

◇脱ヌード         裸一貫から出直します      －プレイボーイ－ 

◆身内の中で維新が起きた  －戸惑いを隠せない橋下元代表－ 

◇ノンアルで勝訴      勝利に酔いしれる        －アサヒビール－ 

◆赤字2300億円      「火の車」を製造した      －Ｖ．Ｗ－ 

◇滑り出し順調       じょうじょう「上場」です    －日本郵政３社－ 

◆喜びの受賞インタビュー  お部屋へどうぞ         －黒柳徹子－ 

◇タカタ製トヨタも不採用   －この衝撃を吸収できるかな－ 

◆ドーピング        タバコや酒も含まれるだろうか  －ロシア陸連－ 

 

東京・稲葉浅治     川柳「老い」      大繁盛小児科やめて老人科 

調子良し今日は通院高齢者          風呂上がり湿布貼り合うフルムーン 

飛べる筈見事に落ちた水たまり        赤い糸どうにか切れず五十年  

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊       甘辛都々逸ほのぼのランド 

 

☆昔、安保に 反対もした 今じゃ見えてる 広い視野 

☆韓の分裂 中国参り 軍のパレード ＴＰＰ 

☆「チャマニー」こんな新語が 人気だそうな ドイツ・チャイナは 相似形 

 

☆チャイナ目線で 選んだ例に カストロ・プーチン なるほどな 

☆惜しいことした 村山さんの 平和賞なら 笑い種 

 

☆ギヤを切り換え 楽しいゴルフ こちらだったら 文句無し 

☆かつて総裁 お呼びが掛かり 好天秋晴れ お供する 

 

京都・大石脩         ダジャ連発 少し上品に 

 

 

 

 

 

 

 

<激変する世界

を嗤う>  

<「孔子平和賞」 

は赤烏帽子> 

 

<ゴルフも目標 

変えれば> 

 

「お母さん、蛸焼き残ってたでしょ」 

「何するん？」 

「夕飯の一品にしましょう」 

「様にならないわよ」 

「湯かけたら出来るやん」 

「エッエー、茹で蛸～～！」 

 

「熱燗あるのか？」 

「残念。アツカンベー」」 

 

「太宰治は武士の家系なの？」 

「そうね、オサムらいさんかな」 
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門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 
 
１）日本シリーズで新記録３ホーマーとは アンブレラブル  
２）♪ラミちゃんったらギッチョンチョンで 
   ベイノベイノベイ アクションと 

バットで フライフライフライ♪（東京節） 
３）新監督で優勝できなければダイ梨田 
４）ポスターとカレンダーは紙一重の差 
５）腹腔に納めておきたい下着ドロ疑惑  
６）外遊先で経済援助の爆払い 安倍首相 
７）政府のいじめにも辺野古たれない 
８）祭だ！ほいキタサンブラックで菊花賞 

香野好太      好太川柳               フォト川柳       

詰め替えの利く脳味噌が欲しくなり 

終活はスーダラ節にやや近い 

 今日三井昨日東芝明日はどこ？ 

自己新を続ける寿命に乾杯を！ 

目で妻に問えば返事は鼻でされ 

病院の自販機挨拶だけ元気 

 

神代京子    フォトはめ字   たそがれてさすらいの民秋は行く 
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平井幸雄     １０月１日は日本酒の日 目指すぞ 元気回復 飲酒復帰 

 

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕） 世相都々逸 no.41 

◎暑い暑いと思っていたらいよいよ秋到来ですねー、秋にちなんで都々逸でも捻りましょうか。 

 

○秋が来た編   灼熱の 二人の仲と 思っていたが 彼女の方から 秋（飽き）の風 

十月過ぎても 台風が来る 我が家にゃいつも 取り立て屋 

暑い秋から 突然凩 まるで女房の 機嫌並 

夏痩せを 取り戻すのと 君は言うけど 余りに過ぎる 食いっぷり 

紅葉可愛いや おぼこの様だ 散るを知ったら 赤くなる 

山にゃ早くも 紅葉の便り 便り寄こさぬ 君恨み 

秋深まれば すだく虫の音  俺、借金で 虫の息 

秋の夜長は 悩みが募る 募る悩みに 酒進む 

春夏冬と あきない酒を 深まる秋に ぐいと飲む 

りんご赤くなりゃ 医者青くなる わたしゃ飲み過ぎ 何時も青 
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藤井敬三      ユーモア川柳   「ああ、首」＜解体新笑シリーズ＞ 

 

表彰台首のメダルも嬉しそう         ノーネクタイ視線気になる首のシワ 

 

講演会最前列は首が凝る           聴診器首に掛ければ医者に見え 

 

社交ダンス首は真横に直角に         もう一杯銚子の首に白い指 

 

首なんか差し上げますと無礼講        酔うほどに米つきバッタの首になる 

 

首の皮一枚残し天下り            首にレイ気分はハワイ温泉地 

 

暇そうな首が浮いてる長寿の湯        首都圏と言えども多摩の片田舎 

 

予算委は失言議員の首切場          首塚の石碑の文字も悔しそう 

 

曽田英夫            狂歌NEW門   
財布寒いし こころも寒い 

縄のれん くぐろうとして 気がついた 財布寒いし こころも寒い 

木枯らしが 吹いて自宅へ 暗い中 財布寒いし こころも寒い  

病院で 薬沢山 受取って 財布寒いし こころも寒い   

 今日も明日も 気楽に行こう 

川柳を 毎日３句 作るだけ 今日も明日も 気楽に行こう  

5時になり ９時から仕事を 片づけた 今日も明日も 気楽に行こう 

朝起きて 家を出でれば もう自由 今日も明日も 気楽に行こう 

何があっても 笑ってごまかす 

居酒屋で 勘定どきに トイレ行く 何があっても 笑ってごまかす 

  階段を 降りて行く時 転落し 何があっても 笑ってごまかす  

報告し 変な質問 続々と 何があっても 笑ってごまかす   

 

吉永こ百合      はめ字    あきあかね鰯雲見てさつまいも 

 

 

 

 

 

   ～こ百合のひとりごと～ 

    マンション傾斜 

       ＝クイアラタメヨ＝ 

           ―福音書― 
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南亭琴内（米岡 泰） 南亭琴内氏どんでん返し89   ◆「時事川柳」＆◇「無人島の三人娘」 

◆狭い日本刃物や銃はお断り         ◆中国は景気が良いの爆買人 

◆ミスショットボールが掘ったノーベル賞   ◆最近は細菌のお陰でノーベル賞 

◇金髪娘と栗毛娘と赤毛娘が 嵐 のために無人島に漂着して 三年が過ぎた。 
ある日、三人で島の最北端まで 探検に行き浜辺を歩いて行ったら、波打ち際に古いランプが 
打ち寄せられていた。三人娘は 期待を込めて、熱心にランプをこすってみた。すると、ついに 
ランプの精が煙と共に現れてて 言った 
「汝らに三つの願いをかなえ る～３人で擦ったから、一人一つづつぅ～」 
赤毛娘「家族や夫に会いたい わ。普通の生活に戻りたい」…「カダ～ム！」そのようになった。 
栗毛娘「私も早くお家に帰りた いわ」…「カダ～ム！」そのようになった。 
金髪娘は「わっ」と泣き出し た。ランプの精「どうした？」「あたしは一人ぼっちで寂しいの」 

「やっぱり、あの二人と一緒に ここに居たいわ」…「カダ～ム！」そのようになった。 
 

阿部博        ●文化融合  ハロウィーンから阿波踊りへ  

ハロウィーン（10/31 秋の収穫祭） ケルト＋ローマ＋キリスト教＋コスプレ（日本） 

さらに阿波踊りが加わると。化ける阿呆にみる阿呆 同じ阿呆なら化けにゃ損  々

 エライヤッチャ エライヤッチャ ヨイヨイヨイヨイ  ＊エライヤッチャ＝大変なことだが平気だぞ 

  ア、ヤットサー  ア、 ヤットヤットー   ＊ア＝「ひさしぶり、元気だった？」の意味 

 

ヤットサー、ヨイサー 

ヤットサー ア、ヤットヤット 

ヤットサーヤットサー 

ヤットヤット 

 

  ＊川崎ポスター    ＊徳島ポスター 

化ける踊りはハロウィーン踊り  ア、ヤットサー、ア、ヤットヤット 

ひょうたんばかりが浮き物か。私の心も浮いてきた。浮いて踊るはハロウィーン踊り 

一かけ二かけ三かけて  四（し）かけた踊りは止められぬ    五かけ六かけ七かけて 

八（や）っぱり踊りは止められぬ  ア、ヤットサー、ア、ヤットヤット 

お先の御方にお負けなや わたしゃ負けるの大嫌い 負けてお顔がたつものか  

ア、ヤットサー、ア、ヤットヤット  ソレソレー 

＊織田、豊臣、徳川、三代を時流に乗って生き抜いた蜂須賀家の自棄のやんぱち、悲しみを唄ったとの穿った説もある。 

●雑詠   データ改ざん  杭打ち不意打ち杭足らず  杭残して杭改めます 旭化成八百長      

腹立ち 原断ち   よし伸ばせた 真相究明  巨人軍 

高橋通男         マスコミ登場次から次へと  奈菜子ワールド 

 10/3 よみうり時事川柳      家族にはなれず聴いてる桜坂 

 10/11 読売新聞ＵＳＯ放送   服透視で航空テロ防止 「トウシ」を惜しまず －国土交通省 

 10/14 毎日新聞         改造内閣 「１億総スカン」です。 － 国民   

 10/18 読売新聞ＵＳＯ放送    岩国騒音で賠償命令   耳を塞いだ  － 国 

 10/25 菊花句会（時事選 佳作２位）      秋夜長読書している巨人ファン     

同（同席題「似る」佳作１位）      由伸も辰徳に似てイケメンだ      

10/28 読売新聞 ＵＳＯ放送  統合へ  いぶし銀に    －足利・常陽銀行  
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上の空組 印南博之  大娯解       ｛ 世界のスタンダード ｝ 
 
  ☆大いなる西武 優勝したことが有ったっけ？          西部 

  ★マックザナイフ    マックならハンバーグだよね    

☆兄いローリー      長男はハイリーかい 

  ★「マイウエイ」を走っていたら「虹の彼方」へ抜けた 

  ☆とろ烏賊   ロシア人イカ食べない             三頭立て馬車 

  ★過駐車    ロシアは広いソンナことありえない！      カチューシャ 

  ☆モスクワ口害の夕べ  マスクヴァ市民ておしゃべりかい？  （モスクワ郊外のゆうべ） 

  ★オオそれ見よ あれ見よこれ見よってロシア人よりおしゃべりだねエ 

 ☆カタリ 語りってちゃんと唄にもあるじゃないか！ 

  ★米プリマって やっぱりリゾットの国ねえ 

  ☆ぶー、べーの恋人 いやねえ二人して焼き芋なんか食べて 

  ★エー外科医の心中だって？                 （エーゲ海の真珠） 

 

柴本和夫           言葉の研究  駄洒落小話 

○○の秋  【味覚の秋】・・・・秋はマツタケの季節ですね！ 

・あなたは、いくら待っても無駄です・・≪マツダケ≫無駄です。 

       ・≪まつたけ≫づくしです。・・・【松】と【竹】だけ・・・【梅】はありません  

【食欲の秋】 

    ・触欲の秋/色欲の秋（ついムラムラは絶対にダメです） 

   ・飾欲の秋（ちょっと気どってみませんか、秋はオシャレに）    

【ニュートリノ】 

・東京の高齢者・・・どこの街かと～地図探す（ニューデリー、ニューオリンズと同類） 

・関西の高齢者・・・なニュをゆうトリノ 

プロ野球ドラフト会議の話題 

・ドラフト会議・・生ビールだけの会議です。酒やワインはありません。 

・オコエ選手のコメント・・・オコエがかかってとても嬉しい。 

・真中（まなか）監督の早とちり・ま（さ）か・ま（じ）か・ま（た）かのハプニング 

一文字相違   ・きょう（今日）の料理 ⇒ きょうふ（恐怖）の料理（ＮＨＫ：岸朝子） 

        ・いとしのエリー    ⇒ いいとしのエリー（サザン） 

        ・どうにも、とまらない ⇒ どうにも、まとまらない（山本リンダ） 

 

高畑傳（二流亭転失気奴）  笑いながら平和な、豊かな国つくり ガンバレ日本！ 

 

 ＊「ＳＡＴＯＵＭＩ」＝汚れきった瀬戸内海を、自然神を超えた豊かな海に戻した。魚介類（鯛、

牡蠣、海藻）復活。アメリカ、フランス、インドネシア等普及中。「ＳＡＴＯＵＭＩ」は世界

語に！  日本海も仲良く分け合って、日本、ロシア、韓国、北朝鮮で仲良く。竹島、北方四

島、尖閣問題は話し合って「ＳＡＴＯＵＭＩ」化しよう。 

 ＊森林国日本の木材活用（自然循環型、里山主義）で鉄より強い紙（ナノファイバー）実用化を

めざそう。人工衛星、飛行機、自動車、家、着物等に活用化を図ろう。（京大発表） 

  日本は，ＧＮＰ／一人当たり２６位（先進国中最下位）です。 

金（国民のも）使わずに、アタマ使ってね。 
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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》  
前の弓矢が もう錆びついて 磨き直して また三本  
女性活用 仕事もさせて 産めよ育てよ 介護せよ  
何を企む マイナンバーで 一億総括 束ねる気  
少子高齢 過疎化も増えて 一億総活躍は無理  
スタートラインで マイナンバーが 汚職事件で 蹴躓く  
中身知らせず ブラック会議 勝手気儘な ＴＰＰ  
シリア・アフリカ 海・山越えて 難民溢れる ヨーロッパ  
日本にもいる 原発事故や 地震・津波の 避難民  
ノーベル賞には 今年も外れ 村上春樹は 残念賞  
パンツ大臣 福井じゃ名士 週刊誌上で 全国区  
違法建築 短い杭で 傾斜マンション 杭に悔い  
派手な仮装で 繰り出す祭り 街が仕掛ける ハロウィーン  
 

野本浩一  お写落日記  【かしこまり身構えて行くコンサート 拍手するのはマを置いてから】 

 １０月２６日（月）＠サントリーホール。ロレックス・スペシャルと
銘打って開催された「ヨーヨー・マ（チェロ）＆キャサリン・ストッ
ト（ピアノ）コンサート」に出向く。 

着席を促す開演ベルが鳴り響いた後、スラリとした白人女性を取り囲
む一団が入場して来た。ケネディ駐日大使だ。 

関係者の口から「渋滞だったのか。ヨーヨー・マに合ってよかった」
というほっとした声が聞こえたのは、空耳だったか。 

途中で２０分の休憩が入り、ロビーで奥方と話していると「貴方の後
ろのいるのは、コシノジュンコさんよ」と彼女がささやく。そうか、さっきの会話はコシノジュンコさんたち
の会話なのか。 

「最近は調子どうなの？」「まあまあよ」と聞こえたような感じだったが、空耳だったか。 

還暦を 迎えたばかり ヨーヨー・マ ようようまあまあ 挨拶交わし 
還暦を 迎えたばかり ヨーヨー・マ まあまあよとは 言えぬ名演 

 

佐藤 俊一             アイ・マイ都々逸 川越風味   

■世のなかブラック    アリさんマークは ブラックだってよ マークされるぞ 引っ越せよ 

介護事業を 損保にイジョウ 明日はワタミの 悔悟かな 

くい打ち偽装 かたむく信頼 いまとなっては くいばかり 

クイても足りぬ  ケンザイだったに かたむき始めた 屋台骨 

■噺家異聞        みつめないでと いわずにおくれ 私まだまだ ふたつめよ 

みつめないでと いわずにおくれ あたしあなたに ひとめぼれ 

ひとめぼれです みつめていたい ふたつめなんぞ めじゃないわ 

三日坊主は まだまだ偉い うちはふつつか 坊主です 

若いキツネと みだらなタヌキ 色をつくして 化かし愛 

 

若狹芳生       ■回文【極楽落語ごくらくらくご】  
 

桂も奇抜な椿も落下              かつらもきばつなつばきもらっか 
桂枝雀、悔やし！師落下           かつらしじゃく くやししらっか 
鬘知らずにずらし落下             かつらしらずにずらしらっか 
桂三枝って、極楽落語出づ審査落下    かつらさんしってごくらくらくごでづしんさらっか 
立川志らく弟子出して暮らし若手だ      たてかわしらくでしだしてくらしわかてだ 
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★2015年10月28日例会参加者  １７人     

平井幸雄、阿部浩、野本浩一、高木正明、曽田英夫、印南博之、佐藤忠恕、藤井敬三、阿部博、 

佐藤俊一、高畑傳、柴本和夫、門口泰宣、米岡泰、高橋通男、神代京子、尾垣聡子 

＊例会風景は下の写真の通りです。皆さんにこやかな笑顔で楽しんでます。 

＊１０月の二次会は「千代田スポーツセンター」近くの中華「好来」でした。二次会から駆けつけて

きたのは中村ふーみんさんでした。お陰で賑やかになりました。ありがとうございます。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

（例会参加費：男性1000円、女性500円 ・・・印刷代・会場代です） 

12月16日（水）＊第３週 千代田スポーツセンター の予定 

2016年1月9日（土）12：00-15：00 新年会 ラ・リヴィエール 

 住所：千代田区神田多町2-2 電話03-3258-1800   

2016年1月27日（水）、2月24日（水）、3月24日（水）・・・ 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.314 発行 2015.11.25                 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・阿部博・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・内田清子・奥村篤史・海郷達人・片岡隆 

神山徹・神代京子・香野好勇・佐藤俊一・佐藤忠恕・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・中村史江 

西川信治・庭野ち草・野本浩一・平井幸雄・藤井敬三・松山カオリ・森昤二・門口泰宣・ 

吉永こ百合・米岡泰・稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・ほらえびす・若狭芳生 

あたたカット：天野秀雄 ホームページ：河井康博、波木博信、野本浩一 発行：ジョークサロン 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2015年10月20日～11月16日 

 武井美雄、高畑傳、浜田頓坊、鳥居晴美、石原義三、石井志津夫、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、82円切手15枚を送付下さい。 

☆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「ジョークサロン」で変集鳥がつぶやいています。 

１２月１６日（水） 

例会後は忘年会です。 

１月９日（土） 

新年会の会費は、 

５千円です。 

みんなで楽しく 

笑い転げましょう。 

新年会会場案内  右の地図（次号でも案内します） 

＊ＪＲ神田駅北口から中央通りに平行に小道をぬけて、

「ゴルフショップつるや」を目指して下さい。ゴルフシ

ョップ左の角を進むと右側にあります。 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/

