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＊＊＊＊２０１８年１月 No.３３９ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

           
＊＊＊＊戌年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊    

 今年も残りわずかとなりました。 

 年末恒例「今年の一笑」投票を実施します。３つまで選んで

投票用紙を変集鳥宛に郵送をお願い致します。 

また、関東圏の方には新年会の案内を同封しました。皆様の来会をサロン同人一同心よりお待ち致しており

ます。奮ってご参加下さい。申し込みはメールでも構いません。賑やかに飛び立ちましょう。 

 

氏名不詳  毎月「伝笑鳩」をご恵送賜り心より感謝申し上げます。新年も宜敷くお願い申し上げます。 

10年間継続して、リニアモーターカーに乗りたいと思います。伝笑鳩の電力で乗りたいものです。 

 （変集鳥：12月9日切手20枚受領。封筒に氏名の記載がありません。ご連絡下さい） 

 

広島・香川信子   一日五回笑うことが目標です。 

伝笑鳩いつも楽しく読ませていただいています。ありがとうございます。                   

 

東京・志賀康一   ８５才になりました。後期高齢者になって以降、思っていたよりボケない 

ので・・・どこが具合でも悪いのかなと異者にみてもらおうかと考えています!? 

 

神奈川・山中静代  いつも伝笑鳩、楽しく読ませていただいております。  

来年もよろしくお願いいたします。 

    

静岡・野末紳二   遠くの山々も澄みきった青空に映える季節となりました。 

いつも「伝笑鳩」を飛ばしていただきありがとうございます。餌代とカンパを少しお送らせていただきます。

今後も、会報が届くのを楽しみにしています。 

 

東京・宮川彰久  今年こそ今年こそで来年こそ参加したい。 

東京・藤野哲康  伝笑鳩を楽しみにしております。私も宮川さんと同じく来年は参加しようと思う!! 

 

東京・石井赳夫  伝笑鳩の皆様、いつもお元気でご活躍、お目出度うございます。 

十一月三十日、花園神社に詣りまして、「三酉イ」を飲みました。明年も素晴らしい作品をご提供いただく 

よう、心よりお願い申し上げます。どうぞ良い新年をお迎えのほど祈り上げます。 

埼玉・石原義三 変集鳥様並びに快発グループ＆投稿グループの皆々様のご健勝を祈念申し上げます。 

 

千葉・西山雄治    皆様の作品の見事さに圧倒されながらも楽しく拝読しております。 

新潟永林寺・佐藤憲雄  伝笑鳩338号嬉しく拝し御厚礼申上げます。特に寅さんのこと嬉しく 

嬉しく存じ、早速寅さん全国ファンクラブ会長松井さんに連絡します。ありがとうございました。 

 

もう師走 木枯し吹いて 除夜の鐘 ジョークサロンで おおいに笑おう 【快鳥 曽田英夫】 

伝笑鳩 

今月の一笑 

 Junk-Senryu 

□AKB誰が誰やらわからない 

 ■若い娘が同じに見える年齢だよね 

□長電話受けてる途中で電池切れ 

 ■あちらからかけて下さるありがたさ 

             神奈川/中川克己 
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しば選 第 203回ものは付け  
「どうにも止まらないもの」     

秀逸笑 

  歳と共に増える皺と物忘れ、減る毛髪と預貯金        静岡 野末 紳二 

  【評】増えるものの悩みと減るものの悩み・・悩み多き年齢に 

 

金笑  伝笑鳩の発行回数の記録 （339号はまだひよこです）     千葉 吉永 こ百合 

銀笑  仕掛けた小便 （止めるのは無理です）               千葉 岡部 千代松 

銅笑  絶不調の金メダル候補は、銅にも止まらない （銅しよう）    東京 野本浩一 

 

小笑       ジョークサロンの皆さんの「笑品」に対する創作・模倣・パクリ等の＜意欲＞ 

     （サロンには自称パクリの天才と豪語する人も・・）  神奈川 大鳥羽 祐太郎 

ブレーキが効かない加齢スピード           神奈川 浜田 頓坊 

夫婦喧嘩の時の妻の口撃               東京 藤野 哲康 

 始まっちゃたよ！女房の小言             静岡 北沢 正嗣 

 何でだろうどこかの国の高齢化            神奈川 中川 克己 

 花嫁の父の涙 （妻の父親の涙の記憶が甦る）     埼玉 酒井 典子 

 ブレーキの効かない暴走車              東京 植竹 団扇  

      ドラクエの進化                    千葉 海郷 達人   

ギャンブル等の各種作品 

   女狂い（藤倉由紀子）チンジャラ聞かぬ日（石原義三）宝くじの購入（岡部千代松） 

   通販への熱気 （大石脩）競馬・競輪・賭けマージャン（藤倉由紀子）  

政治各種作品 

北朝鮮の核開発（皆合かず子） トランプ氏の特技「指先介入」（浜田頓坊） 

トランプと金正恩との罵り合い（高木正明）小池知事の人気の下落（樋口七朗） 

ずばり重なりの作品 

 かっぱえびせん （皆合かず子・志賀明・高橋通男）  

ちょっと一杯のつもりで飲んで （藤倉由紀子・北沢正嗣） 

 

次回（第204回）の題       「とても我慢ができなかったものとは」 （出題：北島三郎） 

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 

1月10日まで 郵便・ハガキ又はメールでお願いします。 

一度に３作品まで送付して頂いて構いませんので、沢山応募して下さい。 

秀逸笑・金笑・銀笑・銅笑には図書カードを進呈します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東京・高栄子     十二月に入りました。一年間愉しませていただいたんですね。 

小学校に多摩地方間伐材利用の箸づくり（ものづくり）指導にゆき、若いエネルギーをたくさんもらってき

ました。保護者二名と女の子一名が私の髪の赤い椿の花を始めから「可愛い!!」と思っていたと言いに来てく

れ、少し若目に見えるよう工夫したのが評価されてうれしかったです。・・・ボランティアに着用した「たま

らにゃん」ジョークサロン伝笑鳩を英会話の題材に提供。先月は工科大学文化祭でヒフミン講演・下町ボブス

レーの細見社長の講演と勉強づいて益々認知機能向上に努力していますよ。 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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京都・大石脩         ダジャ連発 

◆「楽しみ遊びに出掛けては、恋することもある動物は？」 ◇「？？？」 

◆「ラクダです」                    ◇「？？？」   

◆「ハイ、行楽だ。恋う駱駝です」            ◇「○△□」 

 

●「外人が『さあyou 飲めう、さあyou 呑めえ』と言ったの。どういうこと」○「それは、『左右の目』！」 

 

□「人生に『もし』は無い。でも、電話では『有り』。テレるホンとね。『もしもし』と2回も有る」 

 

東京・稲葉浅治   川柳「買物」      特売の列馴らされた定年後 

買物はアナタアナタの妻の知恵     朝刊のチラシチェック濡れ落葉 

一円でも安い物買う主夫嫁業      ウォーキング兼ねて買物メモを持つ 

 

東京・樋口七郎        こんこん今日は伝笑鳩 

大相撲力士遠藤は人気がばつぐんです。ファンも声援を送ります。 

遠藤―――いい男、イケメン、かっこいい、いけいけ、かてかて、 

まけるな、やっつけろ         遠藤（エンドウ）・・・豆 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊 甘辛都々逸ほのぼのランド〈103〉 

〈強烈な個性、岡本太郎という思想の面白さ〉 

◇戦後再び ピカソに会って 日本浮世絵 など話題 

◇アイヌ沖縄 人類学や 古代文化に 審美眼 

◇神和や呪術を 東北地方 恐山では 巫女取材 

◇強烈な 前衛芸術 アヴァン・ギャルド 岡本太郎は 生きている        

◇芸術つまりは 呪術の分野 そこに切り込む あの太郎 

◇とてもむつかし 抽象世界 斬新思想 ど迫力 

◇太郎の作品 確かに奇抜 そこに温もり 原始の美 

◇激しく渦巻く ダイヤミズムは 縄文時代の 造型美 

◇心地よく うまく奇麗で あつてはならぬ 太郎唱えた 美の呪文 

〈吉田茂と徳田球一（共産党）良きライバルだったなあ〉 

◇「北」ネタの 麻生発言 野党のヤボさ 吉田茂の 孫じゃもの 

◇元気のもとなど 訊かれてすぐに 「人を食ってる」 吉田さん 

◇ジョーク 解せない 政治家だらけ 寄席に通って 追試験 

 

若狹芳生      ■運転の難しい「車」の創作漢字  

① 車一字なら素直にくるまと読みますが、ここではあえて単車(オートバイ)と読みます。 

② 車車と二字繋げると、二輪車でなくサイドカーとなります。 

③ 車車車の三字を品のようにすると三輪車となります。でも、これは創作漢字の話で 

本当は「轟」とどろとかとどろくと読みます。 

④ ではお口直しに、人(にんべん)に車で人力車なんて如何でしょう。 

⑤ 寅偏に車で「男はつらいよ」の車寅次郎。 

⑥ 牛偏に車で平安貴族の乗り物牛車(ぎっしゃ) 

⑦ 馬偏に車で馬車なんて平易に過ぎますね。 
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中川克己            □ Junk-Senryu ■ 

 

とりあえず Junk-Senryu 始めます～切れぬため 人生豊かに ユーモアで 

 

□AKBロシアの拳銃じゃないんだよ  ■AKBSuKeBeのことでもないんだよ 

 

□シリーズの経済効果今一つ     ■横浜でバーゲン開始待ったのに 

 

□ダイエット人間ドックを受けるまで   ■去年より努力不足で２キロ増 

 

□米抜けと瑞穂の国のダイエット      ■米(こめ)抜きと思いきゃ米(べい)抜きTPP 

 

 

鈴木章一       漢字「駄洒落変換」なるもの 

             【その１－かいこ】 

① むかしカイコ（蚕）は、最も重要な産業でしたが、いまカイゴ（介護）は高

齢社会の重大事。 

② 昔は良かったとカイコ（回顧）するのはカイコ（懐古）趣味カイな。 

③ カイゴ（飼い殺し）されるくらいならカイコ（解雇）されたるわ～いと会社

をやめてカイゴ（悔悟）した。 

④ ジョークサロンのカイゴ（会合）ウでカッコイイ皆さんにカイコ（邂逅）ウ

できた。 

【その２－のぞみ】 

① 政権を奪取するという「野望」を掲げて「希望」の党を立上げた○○○さん、

△△党員の「熱望」を受けてタッグを組んだが、結果は「失望」に終わって

しまったようですね。政治家には、たしかな「展望」が必要ですかね！ 

② 「政治」家には「誠司（前原）」さんもいますが、「性事」家もいらっしゃ

るようで、今年も？お金の問題と不倫のニュースが多いですね。「願望」と

「欲望」をよくわきまえて行動しないと「謙虚」（政治家が好きな？言葉）

なつもりが「検挙」されてしまいますかな。 

 

吉永こ百合（尾垣聡子）  はめ字「あきのひに」   ♥こ百合のひとりごと♥ 

 

吟行   今回は、私の地元 市川でした。真間山弘法寺、

真間の継橋など。万葉集に歌われた（山部

赤人）伝説の美女、手児奈姫を想いました。

弘法寺の春は、いつだれがつけたのか 樹

齢 年以上経つ 枝垂れ桜 「伏姫櫻」が

みごとです。下総国勝鹿（葛飾）の真間。

今の葛飾、市川は矢切の渡しもそうです

が、昔から、江戸川でしっかりつながって

いたのですね。 
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大鳥羽裕太郎         幸 裕 (=交友) 録  ＜頓珍漢な会話＞ 

 

1.俳優の佐藤B作さんのお兄さんは？ 

(幸) 俳優で佐藤B作さんておるやろう。彼のお兄さんは誰か知ってるか？ 

(裕) 知ってま。＜佐藤栄作＞やろ。政治家で総理大臣までやりはったな。 

2.一日一善 

(裕) 定年退職してから「一日一善」に努めてるんや。 

(幸) ええ心がけやな。例えばどんな事してるんや。 

(裕) 土曜日に東横線横浜駅で「東京駅へ行きたい。」という若い女性3人組をJR横 

浜駅の券売機まで案内した。そしたら、最終目的地は郡山や福島だというので、更 

に＜みどりの窓口＞まで案内したら喜ばれた。 

後、ご飯はお代わりしないようにしてエンゲル係数アップを防いでる。 

(幸) アホッ！それは「一日一膳」や。                         

 

3. トランプ大統領のアジア歴訪、専用機は同型機が２機あるねんでー。 

(幸) そうそう、横田基地に最初に降りたのは＜エアフォース１＞やったな。そうすると２機目は＜エア 

フォース２＞やわな。結局、こちらにトランプ大統領が乗っていたわけやけど。 

(裕) ほんなら、＜エアフォース１＞やのうて、＜エアフォース影武者＞やな。 

 

4. トランプ大統領の娘イヴァンカ補佐官について 

(幸)安倍はん、トランプ大統領の訪日に先立ち、娘のイヴァンカ補佐官の訪日を要請し、実現した訳やけ 

ど、肝心の大統領歓迎晩さん会で「イヴァンカ夫人と娘のメラニア」と言ってしまったそうやな。 

(裕) 「だからイヴァンカこっちゃない。」 

    

上の空組・印南博之         大娯解  秋の夜長に                  

                         

・酒‼という 叫ばれたひびきを避けらりょか 

・文化の日一人で歌へば文化ワンソロ  

・七五三たして１５で嫁に行き   そりゃ無茶苦茶や 

・衣替え 着物がええじゃないだけね その大本は食べ過ぎよ         

・大鳥小鳥 メジロとコンドル  くじゃくのヒヨコも酉の市 

・トナカイさん 赤鼻べにを買いなされ 

・時代祭りによばれていけばふんどし腰巻き陣羽織  白海士姿に十二ひとえ ひえー 

・出品に息が切れます百科事典  古本祭だよ 

・新嘗祭 包丁なめすぎ 舌が切れ 

・貨物船雇って運ぶ象の列  ハイ象祭りへの里帰りでっせ             

 

東京・菅谷信雄    ジョークサロン・・・・・ありがとうございました。 

 

11月15日は龍馬の誕生日、そして150回目の命日です。高知から帰宅帰りの路
面電車の中での出来事でした。・・・電車内に高齢者優先席と書いてあったので、
そこに座りました。 
すると運転手から、「お客様、そこは高齢者優先席です」と注意されました。 
「私も高齢者なんです」と言ったら、びっくりしていました（^ω^） 
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信用亭 駒公（佐藤忠恕）      同音異義川柳 ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香野好勇（こうの好太）  好太川柳   フォト川柳 「朝が来たヨット飛び出す大海へ」 

 

カラオケで男の身勝手唸ってる    

腹芸で世間を渡るオヤジ連 

満天の銀河帰らぬ友多く       

どや顔が似てる習、金、トランプも 

駆け抜けた青い日日今愛おしい   

前のめり人生今やギヤはロー 

立ちくらみ初のパンチで腰が抜け 

飲み始めお猪口一杯コップ締め   
 

曽田英夫              狂歌NEW門  

 

● 何がなくとも 笑える話 

暗いなか 歩いて電柱 ぶつかった 何がなくとも 笑える話 

両国の 寄席に入れば 芸人が   何がなくとも 笑える話 

会議には 難しい顔 並べるな   何がなくとも 笑える話 

飲み会で 乾杯の後 雑談に    何がなくとも 笑える話   

 ● どうしてこんな 話になるの 

通勤の 電車遅れに 寝坊では     どうしてこんな 話になるの 

おごるから ついていったら 割り勘で どうしてこんな 話になるの  

ビール瓶 あったなかった 今になり  どうしてこんな 話になるの     

党作り ぱっとしないで 止めてまう  どうしてこんな 話になるの 

● この後どうなる 占ってみる   

大相撲 横綱四人 いつまでか     この後どうなる 占ってみる 

トランプが アジアを回り 帰国した  この後どうなる 占ってみる  

主演者は 日馬富士には 貴乃花    この後どうなる 占ってみる 

◎ ついらくしたの 

① 一目見て 墜落したの わが心 

② 一目見て つい楽したの 見抜く妻 

 

◎ きょうかつをして 

③ 夕食時 恐喝をして 逮捕され 

④ 夕食時 今日、カツをして 明日、刺身  

 

◎ おいをかたった 

⑤ 父親の 老いを語った 母悲し 

⑥ 父親の 甥を騙った 電話詐欺 

 

◎ よくかかないと 

⑦ 画家でさえ 欲かかないと 稼げない 

⑧ 画家でさえ よく描かないと でき悪し 

 

◎ じゅうなんかなく 

⑨ 悪政に 銃なんかなく 立ち上がる 

⑩ 悪政に 柔軟化なく 民怒る 

 

◎ くさかったので 

⑪ ドブ川は 草刈ったので 見違えた 

⑫ ドブ川は 臭かったので 吐き気した 
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平井幸雄            百聞は一見に如かず 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
門口泰宣        阿呆リズム＆パロディ 
  
１）貧質管理が横行の日本企業 
２）ISO認定だなんてUSOだった 
３）無ゴーンをつらぬく日産自動車 
４）ショート事故多発で電力東急はどうなったか 
５）日馬富士暴行事件解明に煮え切らぬ角靴掻痒 
６）休場欄 満員御礼 大相撲 
７）連立交渉決裂で気がメゲルケル首相 
８）くまもんの不正支出は組織グルミ        
９）実態をTell ｍe  してくれず倒産  
10）試打のイバンカーショットに異例の大歓迎 

 11）ゴルフ付き合い２回は親密、１０回は隠密 

12）日米同盟はステーキな鉄板です 

13）チバニアンは県民にはご地層    知事は酒森田 

14）モリカケ疑惑追求には二八そばが一番と野党 
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海郷達人    ショートジョーク   好きな子ができたのに 

ある日曜日の朝、ジョージはリビングに駆け込んできて言った。「おやじ

ー！おふくろー！二人にビッグニュースだぜ！ オレ、町一番の美女と結婚

するんだ。その子は近くに住んでる。名前はスーザンてんだ。」夕食の後、

父親は、ジョージを傍に呼んで言った。「ジョージ、ワシはお前に言っとか

なきゃならん。母さんを見なさい、ジョージ。母さんとワシは結婚して 30

年になる。母さんはすばらしい妻であり、母親だ。だがなー、夜の方がちょ

っとダメだった。それで、ワシはしょっちゅう女遊びに惚けていたんだ。」                

 

「スーザンて子はなー、実をいうとお前の腹違いの妹なんだよ。残念だが、

お前はその子と結婚なんかできない。」ジョージは、失恋してしまった。 

 

8ヶ月経って、ジョージはまた女の子たちとデートし始めた。1年後、ジョージは家に帰るなり、

誇らしげに言った。「ダイアナがイエスと言ったんだ。オレたち、6月に結婚するぜ。」 

今度も父親は別に内密の話があると言って、泣きたくなるようなことを明かした。「ダイアナもや

っぱりお前の腹違いの妹なんだ。ジョージ。」 

 

「あー、なんてことだ。」ジョージはぶち切れた。結局、ジョージは、父親が明かしたことを母親

に話すことにした。 

「おやじはめっちゃひどいことをしてたんだぜ。オレはもう一生結婚なんかできゃしない。オレに

女ができるたんびに、おやじは、オレにその子はオレの腹違いの妹だって言うんだ。」と言ってむ

くれた。 

 

母親は、「フフフ」と含み笑いして首を振った。「父さんの言うことなんか気にしなくていいの

よ。実はね、あの人、あんたの父さんじゃないの。」 

 
柴本 和夫        言葉の研究  バリ旅行の話題 
  

バリ島のアグン山の噴火警報にもめげず、旅行決行     

 

①そんな危ない島に行くなんて！と非難を浴びた 

・アメリカ大統領の娘からの非難・・・・何をか、イバンカ 

   ・バリに特化した四文字言葉の非難・・・罵詈（バリ）雑言 

 ②現地の日本語ガイドの名前を聞いて唖然とした！ 

・初日のガイドの名前・・・・私の名前はアンタだ （ワタシはアンタ） 

・翌日のガイドの名前・・・・俺はムラタだ！ 

 ③イタチ科のジャコウ猫のフンから抽出したコーヒー（コピ・ルワック）の概要 

   ・ジャコウ猫の食性＝コーヒーの実等の果物しか食べない・・・排泄物は臭くない！ 

・コーヒー豆とは種子部分＝果実は消化。種子はそのまま排出・・・排泄物のﾘｻｲｸﾙ！ 

・ジャコウ猫はグルメ＝食べるのは完熟して美味しい実だけ・・・・厳選された高品質！ 

    ・猫フンのコーヒーに因んだ童謡を歌おう！・・・・猫糞じゃった♪猫糞じゃった♪ 

④デン・パサールとは北の市場の意味である・・・北酒場ではなかった！残念。 

    ⑤42年ぶり（昭和50年以来）に訪問した、石積の遺跡＝ボロブドゥール・プランバナン 

          遺跡は、石原石積（いしずみ）の建造物 ⇒ 石原良純（よしずみ）でなかった！ 
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高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.316 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

パッと炎上 小池の希望 アッと言う間に 期限切れ  

排除祟って 希望を絶たれ 仕方ないから やる都政  

選挙終われば 謙虚さ忘れ 地金出てきた 傲慢さ      

保育・教育 無償と言うが 総理得意の 吹き流し  

アベとトランプ 疑惑を抱え 労わり合ってる ゴルフ場  

戦争煽って 武器売り付けに 訪日・訪韓 トランプ氏  

同盟国なら 武器買うことに 完全一致と 語るアベ  

北に対して テロ支援国 決めたトランプ 次の策  

質疑時間を 取り合いしても 般若心経 語る猛者  

疑惑蹴散らし 屁理屈こねて 開学認可の 加計学園  

ウエルカムした 観光客の 帰り狙って 出国税  

乱射事件が 頻発しても 銃の規制が 出来ぬ国  

タックス・ヘイブン 利用者見れば 君主・政治家・金満家  

サプリメントや 痩せ薬など 効果無いよと 消費者庁  

残業無くても 直ぐ帰らない 五時から男の フラリーマン  

スバル・日産 無資格員の 検査発覚 火の車  

秋の漁獲が 不漁で高値 戻りカツオや シャケ・サンマ  

自殺願望 溢れるサイト 狙う悪意の 首吊り士  

ビール瓶から 話がこじれ 暴行事件の 日馬富士   
 

野本浩一 お写落日記 BACK TO THE  OLD BUT  GOLD DAYS 

【マドンナの一言で読むノーベル賞 充たされざる者充たされるとき】 

11 月 3 日（金、祝日）長崎北高東京支部同窓会に２年ぶりに顔

出し。今年は何としても参加しなければならなかった。今なお会い

続けているマドンナ慶子さんとの再会を約束したからである。「野

本さん、全然変わらないわ」と言ってくれるのは彼女のほかに誰も

ない。今回は、嬉しい一言が追加された。「長崎出身のノーベル賞

作家イシグロさんが、昔を思い出して書く、というのを読んで、野

本さんに似ているわ、と思ったのよ」 

彼女がおだててくれたので、初めてカズオ・イシグロの本を読み

始めたのだった。 

マドンナにカズオ・イシグロ似ていると  

言われあわてて読み始めたり  

紅一点コウカはあふれコウカきく    

     にやけまくりのオノコたちかな 

故郷の小中高が同じゆえ 今なお続くありがたき縁 

故郷は遠くにありて思うもの  

近くのヒトはありがたきもの 
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神奈川・橋本康平  先日は、2回目の月例会にご一緒でき、本当にありがとうございました。今回も皆さ

んの作品で、またも笑いツボにはまりました。それと例会・貴誌で披露できそうなネタ徐々にできそうです。 

 さて年末年始、何かとお忙しいかと思います。そんなとき、いきなり鬼たちが笑ってこないうちに早めに笑

いあって年を越していきたいです。では皆様、よいお年を。 

左：平井、海郷 中：佐藤、橋本、高木  右：萩原、中川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カンパ（会場代、印刷代対応）お願いします。鳩が喜び、♥（はーと）が感謝です。 

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）   2017年11月13日～12月12日 

切手： 加藤勝彦、佐藤憲雄、和久井哲男、西山雄治、樋口七郎、石原義三、藤野哲康、 

   宮川彰久、野末紳二、菅谷信雄、山中静代、志賀康一、森岡直人、高栄子、香川信子 

カンパ： 松山カオリ、浜田頓坊、西山雄治、石原義三、石井赳夫、野末紳二、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。 

★2017年11月22日例会参加者 １２名参加 ＊太字は初参加 

平井幸雄、野本浩一、高木正明、中川克己、大鳥羽裕太郎、萩原高行、曽田英夫、門口泰宣、佐藤忠恕 

柴本和夫、海郷達人、橋本康平 

＊萩原高行さんは変集鳥がBFC（ビートルズファンクラブ）で出会いまして、お誘い致しました。ジョー

クサロンに興味を持って頂きまして参加して頂きました。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 ） 

2018年1月6日（土）12：00～ 新年会＠神田駅西口「はなの舞」 

2018年1月24日（水） 千代田スポーツセンター  ７階第２集会室 

2月28日（水）     千代田スポーツセンター  予定 

3月28日（水）、4月25日（水）・・・・    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 で開催予定です。 
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