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＊＊＊＊２０１８年１０月 No.３４８＊＊＊＊＊＊ 

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

 嬉しいニュースをお届けいたします。 
8月例会後の二次会に顔出しを頂きました今野里香さん 

から「フェイスブックでジョークサロングループを作りま
しょう。お手伝いしますよ」との言葉があり、早速作成しました。伝笑鳩掲載作品を披露してます。 
 例会ご無沙汰の古参メンバーにも入って貰ってます。新しいメンバーも呼び込みました。 
 フェイスブックを始めている方は是非ご参加下さい。 
 ＊フェイスブックで「ジョークサロン」もしくは「野本浩一」を検索し、連絡下さい。 
 
亀山光昭 （→右） まいど、ご苦労さまです。 30年前から10年間ほど 

ご一緒した。｢目黒の亀サンマ｣です❗ 
ここ数年、雑事に追われるうち古稀も過ぎ😱、🎃入棺！までには  
ぜひともまた、顔出し鯛なぁ、と思う今日この頃です。 

 

波木博信      例会になかなか行けずに失礼ばかり。 

（←左）      いつかまた行きまーす! 

 

印南博之     80才を超えるともの忘れがひどく、ホトホトまいっています。 

できるだけ皆様との交流を、と思います。 

 

福島・松山カオリ   地震とともに夏は去りあっという間もなく涼し過ぎる日々になりました。 

作品又は「しば選」のものは付け投稿したいと思いながらも毎月見逃しです。入笑した顔ぶれを拝見すると

全国から集まってますね。やはり「伝笑鳩」は元気です。尾垣さん紅一点で頑張っていらっしゃって嬉しいで

す。紅一点どうぞ華やかに飛んで下さいませ。鳩舎の皆様どうぞ風邪を召しませんようお元気に･･･。 

 

東京・高栄子     先輩方はブレインをフル回転させてジョークを生み出し・・・ 

日々を愉しくお過ごしのようですね。私は東京都・大田区・会社に出版社のボランティア。更に九月には大

田区シティボランティアに応募予定。相当に多忙になってきてますよ。先輩方もお大事に。 

 

東京・樋口七郎    相変わらず映画三昧で8月31日現在164本観ております。 

 見たい日本映画はだいたい観たと思います。ところが、家の近くの区の図書館で外国映画 2200 本、日本映

画900本あることを知りました。8月の10本は図書館で観ております。 

 印象に残っている映画は「サムソンとデリラ」、スピルバーグの「戦火の馬」、昭和36年の映画でチャール

トン・ヘストン、ソフィア・ローレン出演の「エル・シド」です。「エル・シド」がこんなにいい映画だと初

めて知りました。私の大好きな監督、小津安二郎の映画は全て観ております。次に好きな監督は成瀬巳喜男。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄  残暑まだ続きそうです。お体切に お大事に お大事に 

 

秋風が 吹いてきたなら 大丈夫 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】  

伝笑鳩 

今月の一笑 

 めげず頑張るこの歳にして 

ラッシュにも力を込めて車内へと 

めげず頑張るこの歳にして 

疲れたらリポビタンＤ飲めば良い 

めげず頑張るこの歳にして 

     埼玉/曽田英夫 
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 しば選  第212回ものは付け  「大目にみてよと言いたい時とは」 

 

秀逸笑 

筒香が満塁ホームランを打てなかった時        千 葉  皆合 かずこ   

【評】あのチコちゃん5歳が、強烈な横浜ファンに対する、弁明のセリフ   

 

金笑   年齢詐称で、一重を二重に整形している私             千 葉   吉永 こ百合  

銀笑   女湯に間違って入ってしまった時                    神奈川  志賀 明                         

銅笑   相撲の新弟子の体重検査                        高 知   高橋 満子 

 

小笑 

  悪戦苦闘し期待して発表した笑品が、受けなかった時      神奈川 大鳥羽 裕太郎 

  昨夜飲み過ぎで二日酔い～会社欠勤となった時         神奈川 藤倉 由紀子 

この暑さで、ボーとしちゃった時               埼 玉 北沢 正嗣 

  後期高齢者の取扱説明書第1項 ⇒やること為すことの全て   埼 玉 酒井 典子 

結婚記念日を一週間間違えて祝おうとした時          東 京 野本 浩一 

  閻魔大王に弁明する夢を見ている安倍総理           埼 玉 高木 正明                                                

  おごると言われ、回転寿司で、400円皿60貫完食の時      熊 本 松野 信夫    

  妻にヘソクリ百万円が見つけられた時             東 京 樋口 七郎 

  スイカの改札で ⇒ 残高が足りずに引っかかった時      千 葉 海郷 達人 

 スイカのない個人商店で ⇒ わずか1円が不足の時      千 葉 岡部 千代松 

   

ものは付け作品応募作品の自虐 

出稿急ぎ一夜づけとなった作品（浜田頓坊）・つい内容が頓珍漢となった作品（野末紳二） 

法律はさておき・・・そこをなんとかならないの 

飲酒運転・スピード違反（高橋満子）・キセル（稲葉浅治）・短期駐車違反・万引犯（藤野哲康） 

時間厳守は大事・・・だけど、そこをなんとかならないの 

  目の前でドアを閉め待ってくれないバス（岡部千代松）・マラソンの非情なる途中通過時間（藤野哲康） 

各種の浮気 

初めての浮気（稲葉浅治）・3回目の浮気（樋口七郎）・老らくの恋（志賀明） 

 

第213回の題 「忘れられないものとは」  （出題：ピンキーとキラーズ ）  

   今回の締切は10月10日です。 

 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 

 

千葉・髙畑傳    ご無沙汰しております。”伝笑鳩“毎月、楽しく読ませて頂いています。 

夜でも出られるように、リハビリ散歩をしていますが、回復傾向がみえません。 

 

稲葉浅治       川柳「山」       数々の山を乗り越え共白髪 

山の神にハッパかけられ定年後       聞いてやるだけでおさまる愚痴の山 

楢山に籍を移す日徐々に来る        山盛りの酒が人気の縄のれん 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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東京・瀧口庸行                   傘寿川柳 

 

◇ 冬の夜に十七音でい寝られず 

◇ 秋風は我が家の家計想わせる 

◇ 初夢や夫唱婦随で魘（うな）される 

◇ 古女房呼べば応える渋茶かな（伊藤園応募作） 

◇ 妻呼べば応えて好みの茶の香り 

◇ オーイお茶孫に呼ばれて茶請けかな 

  ◇ 孫と吾難問奇問で格闘技      ◇ 慚愧する妻の肥満俺の所為 

◇ いま昔オレの上役今は部下     ◇ 大声で怒鳴った奴が部下となり 

◇ 同窓の話題豊富な持病かな     ◇ 泣き顔も娘の形親の跡 

◇ 孫泣けば娘おろおろ婆もおろろ   ◇ 孫の声いずこにありや祖父探す 

 

菅谷信雄            ～～～或る日の夫婦の会話～～～ 

 

最近ソファとオットマンを購入しました。ところが妻がオットマンに座ろうとしません。 

そこで、なぜ座らないのかと聞いたところ、「夫マンなので、夫専用と思っていた」 

と妻の回答。   おっとっとと・・・ 

 

京都・大石脩            ダジャ連発!！！ 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊 甘辛都々逸ほのぼのランド〈112〉 

〈宇宙・時間・芸術・話は尽きない〉 

明るい性格 ゼニ・カネよりも もっと大事な 宝物 

人はそれぞれ 自分の時計 持って旅する 遍路さん 

孫からの「ほんとに神様・いるんですかー」 「いたら何かと・便利かな」 

夏休み 孫の宿題 「職業」だとさ ばあさん速記者 よい出番 

道はもともと 無いのが自然 人が歩いて 出来るもの 

    〈短歌・俳句も変化発展？ 都々逸も、さあてサテ？〉 

俳人は 芭蕉・蕪村に 良寛・一茶 子規・碧梧桐 山頭火          

あとは放哉 ぽ～んと飛んで 金子兜太に 黒杏か   〈黒田杏子：くろだももこ〉 

次の世代は 群雄割拠 誰が歴史に 名を残す 

狭い床の間 幽玄・世界 名品ひとつで 夢幻能 

上に乗せ 下から眺める 気色や声音 若く元気な 時の夢 

 

東京・樋口七郎      食欲の秋だネ 伝笑鳩風味「なぞかけ」   

○松尾和子とかけて・・・・・・夏のおいしい食べ物ととく    

その心は、誰よりも君をアイス 

○中条きよしとかけて・・・・・安倍総理ととく   その心は、うそ 

「クリップさんて、キス魔だってよ」 

「ふうん、何故なん？」 

「うん。食う lip よ」 

「うふっ、立腹ね！」 

 

「う～ん！ 夕陽がまぶしい！」 

「なによう。真昼じゃん？」 

「ふ～ん、you の he まぶしいよう！」 
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曽田英夫              狂歌NEW門 
 
● 笑顔交わして 明日も生き生き  

このサロン 後１年で ３０年     笑顔交わして 明日も生き生き 

職場では さよなら告げる 女性には  笑顔交わして 明日も生き生き 

居酒屋で 愛する美女と 酒を飲む   笑顔交わして 明日も生き生き 

帰り道 若い人妻 会ったなら     笑顔交わして 明日も生き生き    

● 力尽きても はってまで行く  

３０分 出勤時には 歩いてる  力尽きても はってまで行く 

どのビルも 階段使い 上下する 力尽きても はってまで行く   

走ってる 電車の写真 線路際  力尽きても はってまで行く 

 

香野好勇（こうの好太）   好太川柳   フォト川柳「台風が去って岩達ホッとする」 

 

文科省トップが手引き出世術      

豪雨あけ蝉鳴く声も湿りがち 

徳育の反面教師体育系         

体育界教育界も子等に恥じ       

供白髪苦楽分け合う二人旅      

元締めがやってる不正医科入試 

寿命伸び旅の終わりに慌てさす    

 台風の一吹き船旅ぶっ飛ばす 
 

 

鎌倉市＠若狹芳生   ■「笑点」と故・桂歌丸師匠にまつわる創作漢字 

 

◆  歌を○で囲んで 「桂歌丸師匠」 
◆  笑の右肩に句読点を 付けて「笑点」 

◆  氷の右肩に句読点を付けて「氷点」。因みに「笑点」は 

三浦綾子の小説「氷点」(1965年)をもじってつけたとか。 

◆  にんべんに盗むで「盗っ人」小遊三師匠お得意の賽銭ドロ自販機ドロ。 
 

南亭琴内（米岡泰）       南亭琴内のどんでん返し「大失敗」 

 
納豆ケースの豆を掻き回して刻みネギを投入、醤油を振り掛けて再度掻き回し

かけた所で、納豆ケースごと膝の上に真っ逆様にぶちまけてしまいました。納豆
と葱と醤油の混ざりかけを背広ズボンの膝の上にぶちまけ、食卓下に落としてし
まったのです。 
まったく悲惨の一言で、両脇の孫達にもビックリされて、泣く泣く後始末しました。 
じーじは笑うに笑えず悲惨でした。またズボンの洗濯や床の掃除など後始末に時間の掛かったこ

と😅😄…しかも再度納豆を新たに作り直して食べたのですから…😅😄 
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高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.325 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

石破氏叩いて 渡ると強気 アベの３選 総裁選  
もりかけ疑惑が 晴れないまんま だけど支持率 落ちぬアベ  
物が言えない 自民の空気 自浄作用が 消えた党  
政治ボスやら スポーツボスに 掻き回されてる ボス社会  
職場排除の 省庁地方 役所が嫌った 障害者  
基地と本土と ガンにも対峙 命削った 翁長知事  
フェイク・ニュースと トランプ吠えりゃ 全米メディアが 吠え返す   
裏口入学 暴いて見たら 腐った医大と 文科省  
女子は減点 男子は加点 補助金誤魔化す 医科様師  
電気制限 言われぬ不思議 猛暑にエアコン フル稼働  
電気停められ エアコン停止 熱中症死の 孤老人  
ヘソを曲げたか 西へのルート 迷走台風 12号  

モモやブドウの 収穫前に 岡山産地が 大被害  
富田林署 トンマな警備 ミスを見抜いた 脱走者  
踊るアホ～が 運営ピンチ アワを食ってる 阿波踊り  
始球式には ゴジラが出番 第百回目の 甲子園  

 

大鳥羽裕太郎        ＜幸 裕 (=交友) 録＞  頓珍漢な会話  

 1. 「吟行に行きまひょ」 

(裕) 俳句が静かなブームやな。わても横浜市の初心者講座へ月1回通よてんねんで。 

(幸) おもろいか？ 

(裕) おもろいどころか奥が深いで。旅に出て俳句をよむのを「吟行」言うねんけど、 

    これも発見があって楽しいし。終わった後のご苦労さん会の飲み会もおもろいで。 

(幸) ほんなら、わてもやろうかな？ 

(裕) そやけど、吟行に行くための旅費と飲み代は吟行へ行く前に＜銀行＞でおろさんとな。 

 

2. 「すご腕ボランティア」 

(幸) ホンマにすご腕ボランティアやったなぁ。 

(裕) ホンマに。リミットと言われる3日72時間、他の捜索隊とは別に「子供は上に登    

    るもんや」言うて、7 時前から捜索を始め、見事山道で藤本理稀(よしき)君＜2 才＞を

見つけた大分県の78才ボランティア、尾畠春夫さん。 

(幸) 78 才やけど 1 日 8Km 走り体力を維持するとともに、寝場所

(自分の車)・食料は自分で準備して、ボランティアの御礼は一

切受け取らへんねんてな。ボランティアの鏡やで。 

(裕) そのとおりやけど、捜される理稀(よしき)君とボランティアさ

んの相性もよかったんちゃうか？ 

(幸) どういうこっちゃ？  

(裕) それはやな、「ヨシキっと見つける」という「オーバタ（大型）」ボランティアさん 

の心意気が理稀(よしき)君に届いたいうことですわ。 
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中川克己            □ Junk-Senryu ■  

 

□ 化け切れぬ 日本一は 返上だ 

■ 館林 市民にゃ 気持ち 涼風が 

□ 家具売れぬ 父娘(おやこ)喧嘩が 祟ったね 

■ ソファにかけ じっくり 話してみたら？ 

□ 某医大 入試のカラクリ 見えてきた 

■ 文科省 指導も まるで 威厳無し 

□ 日経紙 「シニアが引っ張る コト消費」 

■ 俺も行く 豪華クルーズ！ 東京湾 

□ 八月の 半ば ようやく 蝉時雨 

■ 際立たす 終戦の日の 厳粛さ 

 

門口泰宣          阿呆リズム＆パロディ 

 

１）アンリライアブル  トルコ通貨下落 

２）総踊り 中止命令 アワを食う 

３）石破氏を地方でも叩いて独走へ 総裁選 

４）英国紳士と掛けて 安倍総理と解く 

    その心は 傘を手放さない 

５）ツーと言えばカーと通す 自動車メーカー 

６）メスで手加減  東京女子医大 

７）障害者雇用数にハンディキャップつけた官庁   

８）省を射るなら局長を射よ  文科省 

９）ラケットで 桃田ろうさん 鬼退治 

10）♪延長するなら こういう具合にしやしゃんせ 

タイ ブレーク ヨヨイガヨイ♪（野球拳） 

11）トンダコトしでかした富田林警察 

12）“尾畠さん なぜボランティアを？” 

     “行きたい気持ちが フットワーク”    

13）地産地消の金足農業は地域代表の鏡    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

海郷達人             ショートジョーク 

１． 大雨情報 
記録的短時間大雨情報だって。いやだなー。 
なーに、記録的長時間大雨情報よりましだよ。 

２． テレビに納得 
いつもテレビを見ながら、「ふーん、ふんふん、なるほど」 
と納得風のワイフ。なんで僕の言うことには、「まさかー」 
とか「うっそー」って言うんだ。 

３．患者の願い 
重症の患者が担当医師に誰か呼んで欲しい人はいるか尋ねられた。患
者は苦しい息の下から答えた。「ほかの医者を…。」 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-0unB6-vcAhVEw7wKHYE4CJYQjRx6BAgBEAU&url=http://studiorobin.cart.fc2.com/ca29/1209/&psig=AOvVaw2q8WKvTdBwErNKItelf2dG&ust=1534311878751755
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芝崎満夫           笑いの笑解（紹介） 

★日常の風景から：バスの乗った時の『さわやか微笑』・おばさん達のある行動   

 状況 結果 

1 降車時に押しボタンを押すが、ランプの部分を押してい

るので、合図できない。（10回以上押し続け）あきらめ

ず。思い込み？ 

自（じ）己満足？（でも、誰か

降車ボタンを押してくれるの

で、降車に問題無し） 

2 冷風が出てくるところを閉めようとするが、きちんと閉

まらず。１回ですぐあきらめた。他はきちんと閉まるの

に、何故？は考えない。あきらめが早い。 

悠（ゆ）然と本を読んでいた少

しは冷風を気にして 

3-1 バスが止まり、出発する間際に降車ボタンを押す。「せ

っかち」なんだろうと思う。 

（微妙なタイミングが）運（う）

転手をいらつかせる。 

3-2 

 

反面、降車タイミングをみて、降車ボタンに指を付けて

押す状態にしている女性もいる。上記の事、経験のある

であろうか？ 

（押す前に誰かに押されてい

るケースが多い） 

 

 

 

 

 

 

吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「かき氷」 こ百合のひとりごと（54文字の物語）     
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信用亭 駒公（佐藤忠恕）      ○ 同音異義川柳 no.14 

 

                   

 

 

 

 

 

平井幸雄       当世風・鳥獣戯画  

 

 漫画家・田河水泡の「滑稽の研究」を読んだ。その中で、漫画の原点「鳥獣戯画」に興味を持 っ

た。「鳥獣戯画」は、平安時代に書かれた日本で一番古いマンガである。日本の国宝指定の絵巻 物

である。もっとも有名な甲巻は、ウサギやカエル・サルなどが水遊びや相撲、祭りなど人のま ねを

する空想の世界が、ユーモラスに描かれている。  そこで、ヒライ信流に鳥獣戯画を作ってみまし

た。インターネットで検索すると「鳥獣戯画制 作キット」 （https://gigamaker.jimdo.com/）「ダ

鳥獣ギ画」 （http://www.chojugiga.com/whats/）とい うサイトがあり、これを利用して制作して

みた。当世風「鳥獣偽画」です。ご笑覧あれ。 

 

   

    

 

 

◎ なぜきみこいし 
 

惚れたせい？ 何故君恋し 夜不眠 
餌のせい？ なぜ黄身濃いし 味も濃い 
 

◎ なんどもつくり 
 

新居には 納戸も造り 準備する 
大工には 何度も作り 直させた 
 

◎ しつようにする 
 

あの男 執拗にする 嫌がらせ  
あの男 室用にする 下駄だけど 

 

◎ きのうじゅうしの 
 

うちの孫 機能重視の 家電好き 
うちの孫 昨日十四の 家電好き 
 

◎ はくしにかえる 
 

試みに 白紙に蛙 描いてみた 
不祥事の 博士に帰る  家も無し 
 

◎ おやこのなかに 
 

隠し金 親子の仲に 罅が入り 
隠し金 おや、この中に 未だあった    
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柴本和夫           言葉の研究   

１．雑話題 

①シュウカツと言えば、就活や終活 ⇒ 今君に必要なのは、臭活（口臭・体臭対策） 

②公立高校野球の金足農は何と呼ばれたか ⇒ 寄付金が足りないので「かねたらんのう」 

  ③シンガポールで食べた果物の話題 

      ・ココナッツの味が最高な理由？  

⇒ それは、常夏（トコナッツ）で食べるから   

      ・ドリアンの中のあるものは何？  

⇒ 「アン」はありません。黄色の「タネ」だけです 

２.平成最後の夏のびっくり出来事 珍名の競走馬・・「ビックリシタナモー」の活躍もあった 

①12月の天皇誕生日は今年限り・・・来年は天皇誕生日の祝日はオアズケの年に 

現天皇の誕生日 2018年12月23日 ⇒ 皇太子の誕生日2019年 2月23日（非休日）  

新天皇の即位 2019年5月1日 ⇒ 新天皇の初回の誕生日 2020年2月23日（休日） 

天皇誕生日の位置がずれます １２月23日 ⇒ ２月23日  

  ②猛暑続きの珍事 

・郵便局では、猛暑が続くので、急遽「猛暑見舞い」も用意したとの噂あり 

・おつくりのピンチ・・・魚のおつくりも、女性の顔のおつくりも、すぐに崩れる   

・体温より暑い夜・・熱帯夜でなく「熱体夜」と呼ぶ人も                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

③スーパーボランティアに保護された二歳児 

二歳の誕生日は、たったひとりで、河原の石の上で迎えた・・・淋しい！ 

三歳の誕生日は、みんなで、「三歳児」の聖地「三才駅」（しなの鉄道）で！ 

（年齢を表す正式漢字は歳。才は画数が少なく、略式表記として許容されている） 

 

野本浩一 お写落日記 【たのしみは脱サラ成功先輩を 訪ねて暫し語り合うとき】 

 8月7日巣鴨駅から徒歩10分文京宮下公園傍にある（株）TPiCS研究所を訪ねる。小生が入社直後か

ら２年ほど勤務していた名古屋で一緒だった先輩が起業した会社だ。先輩が脱サラ起業したのは1984年

10 月。それからの日々は、紆余曲折・艱難辛苦・無理難題の連続・継続・続発で七転八倒だったようで

ある。リーマンショックの折も大変だったらしい。・・・現在は息子さんが社業を引継ぎ、ご本人は会社

と自宅をほどよく往復したり、奥様との旅行を楽しんで充実の日々の

ようである。 

先輩との話や物の本によれば脱サラ起業した人の会社が 10 年経過

しても存立する成功確率は3％とか。成功する人は一握りであり、ほ

とんどの人は挫折していくらしい。 

「成功確率が載ったビジネス書を読んだのが、起業した後だったか

らよかったんだよ」と笑って話す先輩。 

「成功した一番のポイントは何だったのですか」という小生の愚問

に対して先輩は「執念だね」の一言。 

勿論執念だけで現在まで会社が存続するものではない。成功に繋がった要因を聴かせて貰い、先輩が孤

軍奮闘・創意工夫・臨機応変・初志貫徹の人だと納得。 

  たのしみは英明豁達先輩の 話を聞いて学びあるとき 

脱サラで起業成功3パーセント 世の中そんなに甘くないもの 

脱サラで起業成功3パーセント 滅多な事じゃ辞められないよ 
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＊一次会で笑品披露、語り、笑って貰う。二次会で呑んで、洒落て、笑う。笑う門には福来たる。良き事なり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）2018年8月10日～9月14日 

切手： 鈴木章一、髙畑傳 

カンパ：佐藤忠恕、野本浩一、曽田英夫、大石脩、浜田頓坊、和田美代子 

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。 

★2018年8月22日例会参加者   13名参加 ＋ 二次会顔出し1名 

中川克己、尾垣聡子、芝崎満夫、野本浩一、高木正明、平井幸雄、柴本和夫、曽田英夫、海郷達人、

門口泰宣、大鳥羽裕太郎、佐藤忠恕、橋本康平 ＋ 今野里香（二次会から） 

＊欠席のメールが5名ほどありました。事前のご連絡ありがとうございます。 

＊二次会から参加の今野さんは以前一度だけ例会に参加頂きました。久し振りです。二次会の席で 

 「FB（フェイスブック）でもっとPRするべきですよ」とアドバイス頂きました。 

早速、ジョークサロンのFBページを立ち上げました。ご尽力ありがとうございます。 

皆様もどうぞFBでジョークサロンを訪問して下さい。参加をお待ちいたしております。 

伝笑鳩 No.348 発行 2018.9.26        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 

阿部博・印南博之・大鳥羽裕太郎・尾垣聡子・海郷達人・片岡隆・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・中川克己・西川信治・野本浩一・平井幸雄・森昤二 

門口泰宣・米岡泰・稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・若狭芳生・小宮三千夫 

伝笑鳩マスコットカット：天野秀雄  おわらいカット：曽田英夫 

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 

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） 

10月24日（水）      千代田スポーツセンター  ７階第２集会室 

11月28日（水）、12月19日（水）    千代田スポーツセンター予定 

  年末は第３水曜に開催します。そして2019年1月5日（土）新年会予定です 

千代田スポーツセンター  住所 千代田区内神田2-1-8 ℡03-3256-8444  

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

