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＊＊＊＊＊２０１６年７月 No.３２１＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊ 

 新規読者になりたいという嬉しい手紙が届きました。早速ご笑介させて頂きます。 
 梅雨に入って間もなく届いたのは……干天の慈雨のような手紙です。ありがとうございます。 

  

千葉・西山雄治    樋口七郎さんから伝笑鳩2016年5月号をお借りして読ませていただきました。 

皆様の素晴らしい作品は私のボケた脳には強烈な刺激で、読むだけで少しは脳が改善するのではないかと、 

いちるの望みを抱いております。ぜひ購読をさせていただきたくお願い申し上げます。 

 

京都・大石脩    まだ残暑前の前。 一番オモロかったのは、お写落日記の人々です。 

 ・・・レンズ（メガネの）の止めビスぬけて、メガネなしなのではっきり見えません。 

しかして核無きで勝つのは将棋ぐらいで、なんぼ電脳さんでも無理ゴムリざんしょ。 

（変集鳥：毎月カンパの切手をお送り頂きまして、ありがとうございます） 

 

埼玉・酒井典子    いつも大変お世話になります。会費切れに気付かず申し訳ございませんでした。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

福島・松山カオリ     皆さまの作品を読んで元気をいただいています。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄  さいたま市岩槻の辻恭子さん（元ジョークサロン同人）がご来遊くださいました。 

古い方のお芳名や伝笑鳩を思い出していました。懐かしいお話を沢山しました。 

 

東京・高栄子   ハロー（今回も勝手におしゃべり）隣国の韓国巡ってきました。 

ソウルだけですが二年ぶり、又変化を実感!!･･･一日10キロメートルを超えるｳｫｰｷﾝｸﾞと軽く韓国旅行ができ

てしまうほどの美食…。そしてメインはザハ氏（逝去）設計のミュージアム。隈なく見学できた事、王宮の中

の故宮博物院…ＣＧ処理画像がこれでもかというくらい増えてましたが、韓国、中国（台湾へも）、英語のみ

で日本文が少なく（日本人観光客も減少）単なる観光者にはザンネン。 

 大韓航空機のエンジントラブルには娘が驚いたらしいです。でも飛び立つ前の出火で全員脱出でき、その後

荷物も回収できた事で大幸と思えます。必死の緊急避難（訓練？）ができたのですから。私と娘が帰ってすぐ

のアクシデントですから、娘はサッパリしたものです。自分達なら国内、近場にすぐに旅先を変更して旅をた

のしむと言うのです。とにかく今回人命が失われずに良かった――――と思います。皆さまお元気で 

 

東京・蓬沢登世子      伝笑鳩楽しく拝読させて頂いております。 

この様に、ウィットにとんだ話が出来たら、どんなに楽しい事でしょう。遅ればせながら、送料お送りさせ

て頂きます。末筆ながらますますのご活躍とご健康を陰ながらお祈り申し上げます。 

（変集鳥：切手とともにカンパも頂きましてありがとうございます。） 

 

梅雨が来る 雨が降っても めげないで 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】 

 朝日・毎日・読売  全国版三冠 
朝5.5  嘆願書』 大人の日を  ―成人一同 
毎5.15 舛添都知事が釈明 
     辞めたほうが･･･  ―猪瀬前都知事 
読 5.25 都心で真夏日 
      冷や汗を拭った   ―舛添都知事 
                東京／奈菜子（高橋通男） 
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東京・樋口七郎         G7首脳会議開催 

アメリカ、ドイツ、イタリア、カナダ、イギリス、日本の首脳は出席したがフランスの大統領はいなかった。

フランス大統領の名前はオランドでした。 

古文亭南朝選    第１８５回ものは付け  

       「あってもなくてもよいものは」 

退職後のゴールデンウイーク       千葉   皆合 かず子 

夕刊の番組表              千葉   岡部 千代松 

空っぽの金庫              千葉   高木 正明 

参議院                 東京   稲葉 浅治 

選挙の公約               福島   松山 カオリ 

小学校の卒業証書            埼玉   北沢 正嗣 

銅像波平の髪の毛            東京   高橋 通男 

年寄りにゆずらない優先席        神奈川  武井 美雄 

ヒマつぶしの釣りの成果         千葉   海郷 達人 

老生のイッチ              神奈川  浜田 頓坊 

コンビニのレシート           東京   植竹 団扇 

テレビ                 神奈川  山中 静代 

友だちの数               千葉   吉永 こ百合 

親戚                  東京   高 栄子 

定年後のネクタイ            東京   柴本 和夫 

名誉○○                 神奈川  志賀  明 

ラジオ                  京都    牟禮  丈夫 

来賓の挨拶               東京   藤野 哲康 

歯舞が読めない大臣           東京   樋口 七郎 

診療明細書                埼玉    石原 義三 

鯨の小便                京都   大石 脩 

次回（第186回）の題       「言い訳にならないものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

7月10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 

 

ひとの捜しもの     埼玉   酒井  典子 

【評】この辺だって？ ないねえ、ロストにしようよ 

入選 

 

昔は金持ちだったという話        神奈川  田中 茂美 

飲み屋のつき出し            東京   柏谷 達雄 

遠方の旨いもの店            神奈川  藤倉 由紀子 

世界の天気               神奈川  阿部 浩 

親の財産                高知   高橋 満子 

 

佳作 
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菅谷信雄           

 

 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  甘辛都々逸ほのぼのランド 86 <日本語は実によく出来ている> 

  

 ◇オバマ・ヒロシマ 廃絶核の 世界ベストだ メッセージ 

◇５１８（ことば）無理して 言葉の日だと 語呂を合せた カレンダー 

◇没後百年 漱石集い 横浜港の 見える丘 

◇「頓とわからぬ」 漱石「猫」の 生まれたところと 言う台詞 

◇確か空海 ひら仮作り 「ん」の字発明 日本語史 

◇老いの色事 今更どうも 元は結構 数奇な俺 

◇七夕だ 星を瞳に 浮かべた夢を 語る若者 どんと来い 

 

京都・大石脩                 ダジャ連発！！  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

香野好太      好太川柳          フォト川柳  

恋い焦がれ嵐呼んでる茜雲    恋重ね面影追って若返る 
八十路坂大風呂敷は広げない  春雨に昔相合今取り合い        

シルバー席妻の一声席を獲る    

このオイラ反面教師のお蔭です 

 
 

＜夫婦の会話＞ 

「『砂漠』さん暑いですね」 

「ホンニホンニ暑いアツイ熱いー」 

「何故そんなにお暑い所でも、どうもないんですか？」 

「それは無論、オアシス･･･タントいるからじゃ」 

 

「来年の母の日は何にする？」 

「『母の火』だから、夜鍋ね」 

「昨今のオートメ化により、全ての乙女は他社の心を、oh、透明化することが可能となり、今や人々は

戦々恐々としているのであった。そして、それのoh止め化難しいとのことである」 

 

東京・稲葉浅治  川柳「あべこべ」 

エスカレーターどちら空けるか西東 

かけ込んだ逆方向の終電車 

塩コショウ間違え砂糖にわか主夫 

乾電池プラスマイナス動かない 

ライバルをけおとす筈がけとばされ 

 

長野・松原伸伍   がなり川柳 

テレビ見て悪役のしぐさがなり立て 

ひとだのみうまいかぬとがなり立て 

忘れぐせ自分をバカとがなり立て 

つまづいて石ころにくしがなり立て 

のろき人待つこと苦手がなり立て 

 

風はらみ波に押されて大海へ 

「ちょっとでかけてくるよ」 

室内着と同じ格好で出かけるのを見た妻が、「そのまんまで行くの」 

「そのまんま東に行ってくるよ」 ・・・ 妻：大爆笑 
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野本浩一  お写落日記  【1978年～未知との遭遇 2016年～ミッチーとの遭遇】 
 

5月13日サントリーホールで、ベルリンフィルのベートーベン交響曲第8番

と第6番。2階席で清聴且つ謹聴。この席は思いがけないものをもたらした。 

8 番後の休憩が終わる頃合いで場内がざわめく。見回すと正面に天皇・皇后

両陛下が見え拍手が沸き起こる。前方に空席が目立っていた疑問が氷解する。 

ベートーベン交響曲第6番を聴きつつ、眼は時折否屡々否殆ど正面真向いに

座り演奏に聴き入る天皇・皇后両陛下に行く。この日の演奏は音の重なりも素

晴らしく、とにかくほれぼれとするもの。 

眼前に居ずまいを正して聞き入る両陛下が見える。否見させて頂く。否拝謁至極望外感激。 

アンコールの拍手は延々と続き、楽団員が引き上げた後に再び指揮者が戻ってくると、皆さん立ち上がる。

眼前の両陛下も立ち上がる。手は痛くなる。彼が両陛下の座席近くでお辞儀をして引き上げていき、暫し静寂

のときが流れる。観客はまだ帰ろうとはしない。 

両陛下がゆっくりと立ち上がると、再び拍手が沸き起こる。普段の倍は拍手した気がする。 

田園に じっと聞き入る 両陛下 ぐるり周りは 黒服の人 

驚きは 田園前の ざわめきよ 我が前方に 両陛下見ゆ 

長生きを すれば出会いを 楽しめる 未知との遭遇 ミッチーとの遭遇 

 

曽田英夫          狂歌NEW門  

継続力（ちから） 信じて進む 

 狂歌ではずっとNew門 うまくない 継続力 信じて進む  

 世の進化 さからい生きて 今もまた 継続力 信じて進む  

 今もなお 勤務している フルタイム 継続力 信じて進む  

なんとかなると 気にも止めずに 

 家を出た 靴が左右 違ってる なんとかなると 気にも止めずに  

 駅着けば 人身事故で 止まってる なんとかなると 気にも止めずに  

 満員で 吊り革までは 届かない なんとかなると 気にも止めずに  

楽しく愉快 うきうきとする 

 なんとなく 職場の美女と 居酒屋へ 楽しく愉快 うきうきとする  

 投稿が 読まれるかもと ラジオ聞く 楽しく愉快 うきうきとする  

 ドラゴンズ 勝利が載った スポーツ紙 楽しく愉快 うきうきとする 

 

上の空組 印南博之   大娯解  バードウイークですよ   

 

ポッポッポ汽車ポッポ 石炭くべたぞどんどん燃やせ  

皆で仲良く運んどくれ          （はとぽつぽ） 

 やもめの水兵さん 並んだ水兵さん 集団見合いだすぐ行くぞ  

皆で仲良く飛んで来い        （かもめの水兵さん） 

飛ぶ飛ぶとんびにさらわれた 高級トンビを盗まれた         （飛べ飛べトンビ） 

ガラスなぜ割れる ガラスの店は山のカラスのいたずら場所よ    （カラスなぜ啼くの）  

 たかれ たかれ 皆してたかれ！            （カタリ カタリ イタリア曲） 

 ツルの一声 アヒるのがが鳴き スズメはちゅんチュク 

 混どるば飛んでいきんしゃい                 （コンドルは飛んでいく） 

法王を鳳凰と書く日・中人 「カモーン！」     アラ英語で鴨を呼んでいるのかしら      
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高木正明 コミックどどいつ瓦版（298） 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

鵜の目鷹の目 文春記者が 政治・芸能 駆け巡る  
ベッキー不倫を 叩いたついで 叩きゃホコリの 出る都知事  
総理はバラマキ 都知事は乱費 いくら有っても 足りぬカネ  
足りぬカネなら 税金アップ そうはいかない 消費税  
アベノミクスに 霞がかかり ほころび始めた 安倍の策  
 
人に厳しく 自分に甘い たかり屋都知事の 物語  
都政忘れて 私腹に躍起 これじゃ阿漕な 渡世人  
都税かすめる 錬金術師 これが都知事の 裏の顔  
口は達者で 誤魔化し上手 益々増すぞえ スキャンダル  
 
偽装燃費の 三菱・スズキ 速い逃げ足 日産ゴーン  
さびれ始めた 爆買い客に 青ざめ始めた 百貨店  
空港騒動 羽田に野犬 千歳空港 キタキツネ  
オバマ招くも 謝罪は要らぬ やればやられる 脛に傷  
怒鳴る蜷川 昇天しても ダメ出し演劇調教師 
人気アイドル 追っかけファンに まとい付かれる 死の恐怖  
悲劇絶えない 沖縄事件 基地の不条理 有る限り  
人気笑点 歌丸疲れ 司会は昇太に 白羽の矢  

   
若狹芳生    カエルが変える  カエルは帰る                      

 

■蛙の季節に蛙の気絶 

ひっくりかえる 大統領にトランプか   よみがえる 娑婆の喧騒酒女 

ねちがえる  肩首筋にサロンパス   すりかえる 外交手口チャイナ流 

ちゅうがえる 宇宙飛行士逆上がり   いきかえる筈ではなかったお富さん 

 

■舛添都知事の蛙の気絶かんがえる 公金私用舛添流   

ふんぞりがえる 舛添知事はﾌｧｰｽﾄｸﾗｽ 

したがえる 舛添知事の豪華出張 

まちがえる 舛添知事の会議費用 

伝票類は全て、とりかえる・さしかえる・かきかえる・おきかえる・・・ 

  

藤井敬三        ユーモア川柳「ああ、肌」<解体新笑シリーズ＞ 

ルノワール少女の肌は衰えず        妻よりも肌がきれいなニューハーフ 

小麦肌今は見事に土気色          白内障肌が眩しい衣替え 

浅草の神輿を担ぐ勇み肌          蚊が狙うビールを飲んだ夏の肌        

ツアー客肌身離せぬパスポート       ボクサーは餅肌クリンチばかりされ 

お相撲の肌は立派なユニフォーム      ままごとの娘が見せる姉御肌        

猿たちも露天に浸かる美肌の湯       鳥肌が立つほど好きな松葉蟹         

碁仇も弱い相手は肌が合う         年金の先行き知れば肌寒い 
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南亭琴内（米岡泰） 南亭琴内氏どんでん返し97  ＊時事川柳  & 改札口でのハプニング 

 

＊呼び掛けてぱみゅぱみゅだけで舌を噛み   ＊都民なら別荘へ行ってごちになろう 

＊つまらんぞ取り上げるベッキーでない    ＊湯河原に彼女がいると思われますぞえ(舛添) 

 ＊リオ五輪これからメダル間に合うの     ＊北鮮がミサイルミスると日本来る 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉永こ百合   はめ字     タケシバオー 柏餅食い  水ぬるむ    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

門口泰宣         阿呆リズム＆パロディ 
 

公費ブレークを楽しむ舛添知事 
疑惑の追及にチジコマッテいる 
四の五のと四十五回も繰り返す  第三者の厳しい精査 
 
日本に思いっきり予算を求めよ トランプ候補 
基地害に刃物の米兵 
羽毛左往   中国産混入の羽根布団 
 
天にも昇る気持です   春風亭昇太 
名選手 隔世の感 覚醒剤 
稀勢の里とかけて 虎ノ門と解く その心は タメイケが続く 

手をつく仕切りを頻りに教えているが・・ 
女子五輪出場決まりがんバレー 
三千本安打にイチロー邁進 

何時ものように定期券を入れて通ろうとしたら、目の前のお爺さんがよろけながら、 

同じ改札を通るところで、私の定期券がお爺さんの手元に先にシャキンと出てしまった。 

お爺さんはそれを取ると猛然と走り出して「定期、忘れましたよ～！」と、その前の 

女性を追いかけて行った。私は慌てて改札機をこじ開けて、お爺さんを追いかけた。 

何とか追いついたが、「それは彼女のではなく、私のが先に出たのだ」と説明して 

納得してもらうのが、また一苦労だった。凄い健脚のお爺さんで、息が切れた。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e9%a6%ac%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&view=detailv2&&id=91AA92E50AAACDB3B34AB79669A6AFDBDB1E6FB2&selectedIndex=0&ccid=xY%2b7zfXz&simid=608022324808322661&thid=OIP.Mc58fbbcdf5f3dc064533686e69882092o0
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海郷達人        対文    ［逆さに読んで応答する一対の文］ 
 
 貨物二個届けた。   →   だけど、どこに積もか？ 
 キャラメルか？    →   カルメラ焼き。 
 怪しい中？      →   家内じゃあ。 
 眠れんの。      →   ノンレムね。 
 グロだがのぞく？   →   糞のカタログ。 
 だれた自治。     →   知事誰だ？ 
 沼津に住みし。    →   清水に住まぬ。 
 熊に向けて屁。    →   屁で煙に巻く。 
 電話長いかなー？   →   長い、かなわんでー。 
 ラブラブ徹夜。    →   やってフラフラ。 

  

西川信治（笑門亭来福）     ★時爺呆談     ☆世相呆談  
 
★言い訳をするほど不信増すゾーエ（都民川柳） 

★国会議員時代のいい加減さを改善した→国会議員を冒涜するな（代議士） 

★私自身の支出について厳しい第三者委員会に調査→「記憶についてきかれたら？」「ですから

それも第三者に精査してもらって・・。」（笑える） 

★第三者って一体誰なんだ、マヌケな弁護士だろ（ビートたけし） 

★都民のためいい仕事をしてお返ししたい→いいよ、辞めるのが最善だ 

 ★お忍びで39回美術館→美術館仕事中でも行けるんだ？ 

チケットも政治資金か？いやケチジのことだ招待券じゃないか（都職員） 

・記者会見を見た外国人のコメント 

・「日本は教育水準が高いのに考えられない」（スペイン） 

・あまり叩くと国内で数倍になって返ってくるから報道規制（中国） 

・朝鮮人学校は放っておいて徹底的に叩く（韓国） 

・我が国ではもっとひどいよ（ミヤンマー） 

・政治家はこんなの毎日だ（イタリア） 

☆婆あでも映りたがる相撲客→解説者以外はボカシしてほしい 

  

二流亭転失気奴（高畑 傳）生前法名（教傳院釋印熱）  「オチルとハイル」  

 

オチル、あれもこれもよくおちる、確実におちる、すっかりおちる、すっきり綺麗におちます。 

99％確実におちます。朝5時TVで何回も放送寝ぼけ頭で聞いたある党首は驚き、怒り、会議で「怪しからん

TVだ！」早速放送禁止、更に落語協会にも「落語のおち」をつけないように、ときついお達し。 

 しかしこれよく聞けばH2Oスチーム掃除機の長い、長いコマーシャル。 

 

 またある党は選挙演説を先ず「五郎丸ポーズ」で始めるように指示。確実に99％入れ、入れと祈ります。 
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柴本和夫                言葉の研究   

・私は都知事です。ケチ児ではありません。 

・離婚2回で、3度の結婚、愛人複数。認知した子供も複数・・金がありません。 

・せこい・・・金だけじゃない！ 釈明も謝罪もみんなせこい 

・鼻のスジは通っているが、話の筋は通っていない 

⇒ 理屈をこねた言い訳・・・居直りと居座り～聞いてあきれる第三者 

・第三者の厳しい目で・・・・雇った弁護士は第三者ではないし、目も優しい。 

・便利な言葉～精査する。 ちょっと前の便利な言葉～記憶にない 

 

      ・2分類【前期・後期】・・前期高齢者（65歳～74歳）後期高齢者（75歳以上） 

      ・3分類【初期・中期・そして末期】初期高齢者（65歳～74歳）、 

中期高齢者（75歳～84歳）、そして85歳以上は、末期高齢者  

 

              ➡そのココロは    

 

     ・車の高齢者マークの変更・・・かつてはの２色の枯れ葉・・・・俗称はもみじマーク 

       2011年からは、四葉のクローバーにシニアの白いSの文字に変更 

     （もみじマーク＝もう先の短い人の駄洒落の発想に気付いたのかも）   

   

後期も、末期も、もみじ会（もう短い）の人もジョークを飛ばせば、寿命は延びる 

～おおいに笑おう～ジョークサロンで 

 

信用亭 駒公（世田谷 佐藤 忠恕） ○ 清濁擬音都々逸 no.1 

 

◎世の中には擬音が溢れていることに今更ながら気づいちゃったので、 

ちょいと都々逸を清濁で捻ってみました。 

 

◎ キラキラ・ギラギラ 

キラキラと 輝いてたは 若かさ故かな 中年迎えりゃ ギラギラじゃー 

キラキラと 光るあなたは 錯覚だった 本性現わし ギラギラに  

キラキラの 夢を追ってた 時代は過ぎて 今は競馬で ギラギラだ 

◎ クラクラ・グラグラ 

クラクラと 眩暈がしたの 好いた時には 振られて足元 グラグラに 

クラクラし 一目で惚れて 添うたはよいが 浮気で怒りが グラグラと 

クラクラと させた貴方も 老いぼれたから 魅力も歯茎も グラグラさ 

 

◎ カラカラ・ガラガラ 

カラカラと 笑っていたの あの頃わたし 今じゃ怒鳴って ガラガラに 

カラカラに 空気乾いて 気持ちが良いが 自慢の美声 ガラガラに 

◎ ケラケラ・ゲラゲラ 

ケラケラと 気楽に笑う だけでもいいが 偶には笑え ゲラゲラと 

ケラケラと 箸転んでも 笑った妻が 今じゃ大口 ゲラゲラと 

 

舛添 

 

疑惑 

 

高齢者

の分類 

 

末期高齢者の集会を 

もみじ会と呼ぶ 
この人たちのこの先は 

・・・もう短い（もみじ会） 
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佐藤俊一       どこの・ど・どどいつ変化球  

■公金「ねこばば（猫糞）」の舛添東京都知事に。  

――猫は糞をすると、後足で砂をかけて、これを隠す習性があって、これが「ねこばば」の語源。漢字表記は「猫糞」

と書きますが、「糞（ばば）」は幼児語なんだそうです。 

＊非難ますぞえ 猫糞（ねこばば）疑惑 隠しキレるか 砂かけて 

＊知らんぷりして 猫糞してた 砂かけ爺いが いますぞえ 

＊法にゃ触れぬと 強弁するも 心はチヂに 乱れます（ぞえ） 

＊都知事の椅子で ふくらむバブル はじけますぞえ あわをくい 

＊恥ずかしいやら あほらしいやら 知事の猫糞 セコすぎる 

■悪いヤツほど知ったかぶりはしないもの!? 

＊知りもせぬのに知ったかぶりがばれて笑われムチ（無知）打たれ 

＊知っているのに 知らないそぶり まるで記憶に ございません 

＊知っているのに 記憶にないと 悪いヤツほど 奥ゆかし （ん？） 

■相変わらず後手後手のストカー事件に 江戸火消しの詠める 

＊まといつくもの ふられるものよ だからおやめな つきまとい  

＊つきまといすりゃ ふられるものよ あしでまといは ふられない 

 

平井幸雄     ヒライ流    人生花づくし 

 

 ◆東京五輪エンブレム並べ替え◆ 

 ミニ長方形18、長方形18、 

   正方形9 個を並べ替えると・・・ 

 
 
  

➡                 
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★2016年5月25日例会参加者 16人  仕事用事で参加が減って少しさみしい春の宵 

平井幸雄、印南博之、野本浩一、藤井敬三、佐藤忠恕、門口泰宣、阿部浩、高木正明、高畑傳、 

西川信治、曽田英夫、海郷達人、高橋通男、柴本和夫、高村仁幸、尾垣聡子 

◆少し寂しい人数だけど昔はいつもこれ位◆減った増えたで嘆くは止めてみんな元気でいればいい 

 

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 ） 

7月27日（水） 千代田スポーツセンター７階     第２集会室   

8月24日（水）、 9月28日（水）、10月26日（水） 

尚、都合により今年は 11月16日（水）、12月14日（水）が年内の予定です。 

･･･千代田スポーツセンター予定  ＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.321 発行 2016.6.22                  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・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）   2016年5月17日～2016年6月13日 

 酒井典子、大石脩、浜田頓坊、蓬沢登世子、田中茂美、西山雄治 

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。 

左3枚：16人のスマイル 

下：平井流人生花づくし元ネタ 

居酒屋「はなの舞」の人生花づくし 

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

