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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 「天災は忘れた頃にやって来る」 

 「いつまでもあると思うな 親と金 

        ないと思うな 運と災難」 

 ミャンマーのサイクロン、中国四川省の大地震の被害の大きさは想像を絶します。ニュース

報道で、被災地のその後を知ると、大変なことが分かります。復興を祈ります。 

 北京五輪の聖火リレーは、その後、どうなっているのでしょうかね？ 

 

“笑いに勝る免疫力なし”いい言葉です。実感される方は、おそらく 

メンバーの会員なのでしょう。 

それにしても多量な作品群を集録されるご苦労に頭が下がります。           

（変集への応援メッセージを、ありがとうございます。激励の言葉が何よりの励みとなります） 

  

             若草の萌えたつ季節となりました。 

              毎月伝笑鳩ありがとうございます。 

             どうぞ、又一年間よろしくお願い申しあげます。 

 

              前略、切手好きの双子の妹が年初に亡くなりまして必要なく、以前                      

              横須賀に住んでいた時手に入れた切手です。お使い下さい。５０円

のがありますので、ご留意を。なかなかジョークが出て来ません。皆様の作品に敬意を表します。 

                             

              「伝笑鳩」毎月ご送付有り難うございます。「切手」とはいっても、 

               古いものを集めたものです。宜しくお願いします。 

 

               いつも伝笑鳩で楽しませて頂いております。 

               ご無沙汰しておりますのに私のつたないイラストを使って 

いただきありがとうございます。 ようやく 少し作品ができましたので 送らせていただきます。 

 野本さんは高血圧ですか 。石井さんも、ご療養中と誌面で知り心配です。 

私は家族から「ボケ母さん」と呼ばれて久しいですが、作品作りがクスリでしょうか。 

今後ともよろしくお願い致します。 

（ご指摘の通りで、変集鳥は高血圧低所得となっております。初期伝笑鳩のページを賑やかにして

頂いたものに、平田さんのイラスト、マンガがありました。復活させたいものだと思っておりまし

たので、どんどん、送って下さい。ＨＰでの披露等もできるかと思います。） 

              前略 ごめん下さいませ。  

              いつも遠おーく？ 南国土佐まで、伝笑鳩がとんでまいります。 

              ありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。 

 

 

町田市／青木孝さん 

 

横浜市／有吉信子さん 

 

                       

高知市／高橋満子さん 

 

                       

高知市／片岡和恵さん 

 

「きのこ飯…どんでん返し思い出し笑い」 

学校のお昼、楽しいお弁当。フタを開けれ

ば、裏山で採ったキノコ入りご飯。さあ、

食べようとしたら･･･「６年３組、米岡君！」

と校内放送。「お弁当のきのこ、食べないで

下さい。お家で食べたお爺さんが苦しんで

いるそうです」･･･   横浜市／米岡泰                      

横浜市／平田レイ子さん 

 

                       

三郷市／田中庸浩さん 
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                           最近、ジョークサロンは 

               華やかになりました。 

               二次会も、参加者が増え 

               平均単価も下がりました。 

               例会でも笑いは盛り沢山ですし、 

               二次会は、「オヤジギャグ」の連発になります。 

               残業の後、二次会だけの参加も歓迎いたします。  

 

                                

「笛を吹いても踊らないものは」 

  秀逸：北朝鮮           文京区：稲葉 浅治 

 【評】全員が耳栓してるってウワサです。 

入選   

お巡りさんに追いかけられている人   （横浜市：阿部 浩） 

古女房                （さいたま市：高木 正明） 

踊り場にある景気           （三鷹市：市井 雅敏） 

阿呆の自覚のない人          （鎌倉市：若狭 芳生） 

鬱になったコブラ           （高知市：高橋 満子） 

左遷を知った部下           （横浜市：織田 元康） 

     

     佳作 

内閣の支持率             （京都市：牟禮 丈夫） 

長屋の花見              （岩沼市：山木 たみ） 

反省の猿               （船橋市：山田 三郎） 

オーケストラの奏者          （佐倉市：笠原 宏之） 

スト中のダンサー           （稲城市：藤井 敬三） 

パラサイトの若者           （大田区区：高 栄子） 

役人や政治家に怒らない日本人     （世田谷区：水野 宏子） 

アジア以外のハンドボール協会     （荒川区：藤野 哲康） 

ゴロ寝奉行のメタボのカミさん     （岩手県：片山 敦夫） 

意味がよく分からない人        （横浜市：鈴木 びん子） 

サッカーの負けチーム         （世田谷区：奥苑 順子） 

秋葉原のオタク            （松戸市：堀 秋人） 

手首を傷めた招き猫          （さいたま市：北沢 正嗣） 

         

   次回の題 「落ちそうで落ちないものは」 

 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹  

   〆切 ：6月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123  

  秀逸･入選に図書券進呈 
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 爛漫の 春の日差しが まぶしくて ジョークサロンで 大いに笑おう  曽田英夫 

 

 珍しや 同窓生が 集まりて 三人揃って けんけん関学 

藤井敬三         

    貝殻を耳に当てれば海の音      この耳を桜貝だと言った人 

    早耳が社内の噂持ってくる      難聴も人事の季節よく聞こえ 

    耳打ちをしてマージャンの組そろう  ケータイに車内の耳がキッと立ち 

    相談に耳を貸しても金はない     耳の裏何か隠したマジッシャン 

    耳栓をしても聞こえる大いびき    難聴が増え騒がしいクラス会 

    耳打ちに大きな声で返事され     セクハラと大騒ぎする耳年増 

    補聴器の耳をつんざく妻の声     孫が来たときは聞こえる爺の耳 

    耳掃除して待っている良い知らせ   民の声耳に届かぬ当選後 

 

若狭芳生こと戯作者：擦擦亭若狭（すれすれていわかさ） 

  ＊好奇高齢者の駄じゃれ会話五七五＊ 

         

    「そう言えばあいつは確か総入れ歯」 

    「一転し二転参天目薬を」 

     

      ＊駄洒落た月日  禁言 迷言 カレンダー 

     ◎早起きは三文のトックリセーター 

     ◎万事急須 

     ◎讃岐の手抜きうどん（たぬきもあります） 

     ◎門前の小僧 習わぬ経を読売新聞 （京の古都奈良、京都新聞） 

     ◎連休は どこもかしこも ドット混む 

     ◎癒し中華 始めました （冷やしもあります） 

                    

曽田英夫                      狂歌ＮＥＷ門 

 

★やってしまって 大いに笑う     

酔いと揺れ 眠り気がつきゃ 知らぬ駅 やってしまって 大いに笑う 

刺身盛り 徳利倒し 水びたし やってしまって 大いに笑う 

笑えない 狂歌を作り 読み上げる  やってしまって 大いに笑う   

★遠くなったり 近くなったり 

   社長への 道は競争 厳しくて 遠くなったり 近くなったり 

   満員の 電車の中で 吊革は 遠くなったり 近くなったり 

 

 ★世間はどない なってまんねん 

 食い倒れ 食われず倒れ 引く手多  々 買ったろうとの 太郎倒れず 

 新幹線 ドアを開いて 自殺する そのような死は 感心せんぞ 

 リーグ戦 開始早  々 来年は メジャーと言って 勝ち星は無し  （巨人：上原投手） 
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参議・松野信夫    最近のお騒がせ国会風景 

 

 予算委員会     福田総理、後期高齢者いじめはもうヨサンかい 

 厚生労働委員会   あーせい、コウセイと言われた舛添大臣、加重労働 

 法務委員会     弁護士松野はホームグラウンドで鳩山大臣に直球勝負 

 国交委員会     道路問題で頭下げ続けの冬柴大臣はもうコッコウ 

 防衛委員会     イージス艦にはボウエン鏡がなかったという石破大臣 

 

吉田昌弘     インドのタタ自動車をタタえるタタづくし 

          

 インドのタタ自動車がタッタ２８万円の自動車を開発したと、けタタましく発表した。 

 まるで、タダみたいな車だ。 

 これを知ったスズキがいタタと云ったとか云わなかったとか。 

 日本のメーカーも、うタタ寝は許されないぞ！ 

 タタみの上では死ねないつもりで、タタかえ！ 

 さもないと会社をタタむことになるぞ！ 

 これからメーカー間のタタきあいが始まるだろうが、 

 このチキンレースに私はあタタかい拍手をおくりたい 

 そしてタタの快挙をタタえたい 

 しかし、こんな話は世界にはタタあることよ。 

 

堀川 静雄 （ペンネーム：堀 秋人）  「いろいろとありますよ」 

               

① 民主党に共和党は絶対にマケイン。 

② 山頭火の句は、一等に入選しなかった。 

③ インターネットで「堀川静雄」と検索すると松戸の快人と出てきます。 

   私は・・・・・・と思っているのですが。 

④ 女性「エビがずっとカンバンより小さいじゃない」 

店主「エビは小さい方がうまいんです」 

⑤「真の幸せは金では買えない」  それでも、私は・・・・・・。 

 

   ぼけない五カ条 

一、 仲間がいて気持の若い人 

二、 人の世話をよくし感謝のできる人 

三、 ものをよく読みよく書く人 

四、 よく笑い感動を忘れない人 

五、 趣味の楽しみをもち旅の好きな人 

 

 変集鳥独白：インターネットすごい・・・なぁ 
試しに、インターネットで「堀川静雄」と検索しました。 
１番目の「異普奇（いぶき）会」のホームページに会長とあります。５番目、１０番目にある「自
己笑介」「そりゃ、ないよ」では、「伝笑鳩」（ＰＤＦ画像）が出てきました。 
いやぁー、インターネットの世界では、いろんな情報が飛び交います。 
ジョークサロン、伝笑鳩も徐々にメジャーになってくるのかも知れませんね。 
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平井幸雄              恋の中央線 
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米岡 泰    南亭琴内（なんてことない）氏のどんでん返し 

① お婆ちゃんの風邪 

「熱があるみたいだから」と直ぐに寝てしまった。翌朝は元気に起きてきた。「夕べどう

だった？」「うん！ノドがおかしかったんで、夜中に冷蔵庫からウガイ薬を出して、何度も

ガラガラやったら、良く効いたよ。そのアト熱が出て、また冷蔵庫から氷枕を出してさ、

手拭い巻いてオデコ冷やしたの。それですっかり治ったよ」 

 「おかしいなぁ、そんなもん、冷蔵庫に入れてないんだけどなぁ」と見に行ったら、内

扉にあった夕べの３倍そばツユの残りがなくなっていた。それからベッドの方に行ったら、

脇に冷凍イカがクタクタになってノビていた。 

② ア茶ァ～！ 

キヨスクで買い物していたら、おばさまが「お茶を下さいな」「お～いお茶で良いです

か？」「多くなくて良いです」「伊右衛門ですか？」「家もんて自家製なの？」「では杜仲茶

では？」「途中なんてダメよ」「では壮健美茶では」「何とか・びちゃ！なんてまずそう」「！？

×」「アナタの所、ロクなお茶を置いてないわね、他を探すから、もう良いわよ」 

 

 

野本浩一   お洒落日記： 

 

【犀、駱駝、亀の買い物】                            

４月６日。隣家の義弟一家６人（近頃珍しく子供４人+夫妻）と、我が家で会食した折に、次男

（春から小学校４年）と三男（同じく春から小学生）が、食後にナゾナゾ問題を出してきた。 

 「満員電車の中にいる鳥は何でしょう？」 

 「コンドル、かな」と、わが女房が答える。 

「じゃ、犀と駱駝と亀が、揃ってコンビニに入って来て、買い物をしました。さて、何を買った

でしょうか？」と、次男が問題を出した。 

「犀、駱駝、亀・・・？ さあ、何だろう？」と、僕も考えてしまった。 

「ヒントは、コンビニに入った順番だよ」と続けるも、大人達は暫し沈黙。 

すると、今年から小学生になる三男が「亀が最初に入って、次は駱駝、最後は犀だよ」 

「亀、駱駝、犀。かめ、らくだ、さい・・・か。カメ、ラ下、さい・・・。カメラだ」 

 「正解でーす」 

 「なるどほ、ね」（今年から高校生になる義弟の長男は、「なるほど」をその昔「なるどほ」

と言っていたものだった。 

  

 ラッシュ時に 電車で見かける コンドルも 過疎地に住めば 四十雀なり 

 犀、駱駝、亀が揃ってお買い物 順番代えてカメ、ラクダ、サイ 

 

【鯉、鱈、鮫、鮭】 

４月某日。「犀、駱駝、亀」問題を振り返っていて、伝笑鳩読者の永林寺（新潟県魚沼市）

住職の佐藤憲雄さんが、送ってくれた手紙にあった「鮭、鮫、鱈、鯉」を思い出した。 

 「さけ、さめ、たら、こい。酒醒めたら来い・・・」だった。 

 

【松野参議と飲みし夜に詠む】 

割り勘で 飲むが一番 旨い酒 付き出し洒落で 肴は無かさ （「無い」の長崎訛り） 

  某氏作品：「たったチビチビの酒が今朝のびちびちだった」（回文） 



 - 7 - 

  信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕） 

○ 四字熟語崩し、珍妙八字熟語 （パート２） 

①    以（ 心 ）伝（ 心 ）   

②    異（ 口 ）同（ 音 ） 

③    因（ 果 ）応（ 報 ） 

①   以（前）伝（言）     以（後）伝（票） 

 税務署の調査が入っちまったんで、以前は伝言だけで済んでたものが、調査以後は全て伝票になったんだ。 

②   異（動）同（時）     異（議）同（姓） 

 人事異動があったが、同姓が数人いて、紛らわしいと異議がでた。 

③   因（習）応（対）     因（縁）応（諾） 

          

なんだって、商店街の悪習に対応しているうちにやくざの因縁に応じちまったのかい。 

 

  

ご隠居  ： おや、八っつあん、お前さんの親父さん、確か大阪出身だったよな。うん、 

      それじゃー、大阪には当然、関心があるんだろうから、くいだおれ太郎って人形のことは

知ってんだろう。 

八っつあん： あたぼうですよ、ご隠居さん、大阪、南の道頓堀にある食堂くいだおれの看板人形

じゃーないですか。でも食堂が 7 月限りで閉めるってんで、看板人形の行き先探し

てるって話ですが、一体どうなるんでやんしょうね。 

ご隠居  ： それじゃよ、先ず大阪の代表選手っていやー、阪神タイガースなんだが、その阪神が人

形を甲子園球場にって、名乗りを上げたところ、置き場所が兵庫県じゃーまずいってんで、

通天閣があのビリケンと並べて人を呼ぼうって署名活動までおっ始めたとあって、いまや

大阪挙げての争奪合戦らしいなー。 

八っつあん： 阪神ってーいやー、優勝すれば、道頓堀にファンが飛び込むんで、大いにご縁あり

だが、人形を普段甲子園球場に置くてーのも、淋しいし、通天閣っていっても、こ

れまた道頓堀とは場所柄も一味違うんでこいつは難しいなー。 

ご隠居  ： さすが大阪にうるさい八っつあんだな、真剣に悩んでいるじゃーないか。 

八っつあん： でも良かったですねー、人形の引き受け手が無けりゃー、くいだおれ太郎ならぬ、

行き倒れ太郎になっちまうとこでしたよ。 

 

そこで狂歌を 

『大阪の 名物食堂 くいだおれ 人形残し 店仕舞いする』 

『人形の 行き先探しで 盛り上がり お蔭で食堂 満員御礼』 

 

 

稲葉浅治              川柳「話」 

 

  桃太郎話した孫に手を引かれ       年をとり四角い話丸く出来 

  その先を聞きたくなって椅子すすめ    聞くたびに身の上話違う人 

  青テント何を話して日が暮れる 
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奥村篤史  

「♪桜々今咲き誇る 刹那に散り行くわが身を知って」 洒落日記 

森山直太朗の♪さくらです。今年桜を見ている度、口ずさみました。この所、地球温暖化で毎年桜

の開花が早まり人間による地球破壊を実感。「☆開花日の異常で実感 温暖化」です。今年も温暖化

で早いと思いきや、3/23とほぼ平年並みの開花宣言、好天続きで4日で満開、しかも満開後半日程

の雨風はあったが好天は続き、約 1 週間ずっと満開。4/7 の入学式にも結構花も残り、よくぞ咲き

誇った堂々とした桜でした。良い客を装い物を買わせるサクラという言葉があるが「☆サクラかな？

今年の桜はいい調子」でしたが「☆順調な開花 温暖化を忘れ」です。  

 

皆様の周り同様、我が家の周りも桜の名所だらけ。家から駅前を通っているグリンロードが絶好の

桜のトンネル、アッシー君のトレーニング拠点・小金井公園は1800本の桜の大名所、自転車で15

分。 あれ程広い公園ですが、満開の桜の下は隙間が無い位に人で一杯に。4/6花祭り最後の日曜日

は暖かく一番の人出。この所「☆温暖化花終わってから花祭り」「☆花祭り花もないのに花の宴」で

すが、今年は見ごろの桜も充分残っていました。そして「☆満開の桜の下は人満開」「☆満開の桜の

下は笑み満開」「☆満開の桜の下は酒満開」「☆満開の桜の下は美味満開」 最近は女性中心で酒よ

りも「☆満開の桜の下でカラオケ満開」「☆満開の桜の下でダンス満開」そして「☆春爛漫散るそぶ

りなきウバ桜」 否、春のみか「☆春夏秋冬我がウバ桜咲き誇り」。  

 

ジョークサロンでも昔、神田明神で夜桜宴会をしましたね。「☆さー暗くなったぞ夜桜見物に」「☆

夜桜はビールとトイレの間に見」「☆笑い声つられ桜の花こぼれ」「☆サクラ湯と称して飲んでるサ

クラ酒」「☆ひとひらを盃で受け春爛漫」「☆盃の中に一匹毛虫酒」悪ノリ！ 

 

ある「日本一お花見名所ベストテン」は 1 位―吉野山 2―千鳥ヶ淵 3―嵐山 4―弘前公園 5

―造幣局 6―上野公園 7―高遠城址 ９―新宿御苑 （8.10－京都）小金井公園は落選でした。

吉野山は行った時花既に終り「☆吉野山花散り見たのは奥3本」のみ。千鳥ヶ淵の桜は風情があり

一番好き、昼休みお握りと缶ビールを持って毎年歩き飲みしました。「☆花を愛でより酒を愛で千鳥

足」。定期券無くなり、今は自転車でランク外の「☆定期ないが小金井花見は定期便」。嵐山も風情

あり「♪桜散る散る嵐山何も言わずに別れてあなたはどこへ」南こうせつです。  「☆弘前はま

だ見ぬ桜夢桜」のアッシーです。新宿御苑が９位入り？高校の隣だったので塀を越え只でしか入っ

たことなし。その為か受験失敗？毎年「☆サクラチル度に通知を思い出し」。 

（因みに御苑1300本、飛鳥山1270、上野公園1200、隅田川1000、千鳥ヶ淵260本でした） 

 

門口泰宣         

１） ♪なんじかわ白川ねど 総裁になられ♪（ローレライ） 

２） ♪ロイド眼鏡に ピエロ服 消えたら市民が 寂しかろう 

    閉店する時ゃ どこに居る 食い倒れ太郎 食い倒れ太郎 

     おいらはトンボリの人気者 おどけ笑顔で 今日も出る♪（街のｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾏﾝ） 

３）保険料は年金からビックリ仰天引きされます  後期高齢者 

４）福田首相とかけて ブランド物のバッグと解く その心はグッチが多い 

５）花を切る奴は誰だとチューリップク 

６）ノルマいと 思へど今日も インサイダー（取引） 

７）マラコンコースが硬くて路面ネ  北京 ゴメン 
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高木正明    《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》           

 

☆ 揉めた日銀 総裁決まり 次は副だと 病む福田 

☆ 可愛そうだよ 私の苦労 嘆く総理の ぼやき節 

☆ 片や党から 浮いてる党首 腹に一物 小沢節 

☆ 西にキレたり 泣きつく府知事 東に恫喝 吠える知事 

☆ 世論ごときを 気にしていたら 都政やれんと 吠える知事 

☆ 不満広がる チベット統治 トーチで火の粉を 撒き散らす 

☆ 学費渋った 新入生の 親に聞きたい 顔見たい 

☆ キモイ・ウザイと 書き込むイジメ 流行る学校 裏サイト 

☆ 一期一会は 昔の出会い 今は怪しい 出会い系 

☆ 花を折ったり 踏み潰したり 鬱憤晴らしの 花荒らし 

☆ ７５歳で 線引きされて 年金天引き するイジメ 

             ☆ 姥捨てチェックは ７５歳 メタボチェックは ８５ 

              ☆ 後期高齢 粗末に呼ばれ やがて終末 臨終期 

 

山田三郎＠８１才   おれおれ詐欺の予防注射 

  

 

 

 

                              平田レイ子 ワールド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田町から高輪へ歩いていると、私を標的にした男がい

た。近づくと「やあ久しぶりですなあ」に、私はキョト

ン。「ところで、あんたは何様でしたかなぁ」で、私に

名乗らせ、「ほら、僕はあの時の山岡ですよ、山岡」に、 

現役を退いて十数年の私は、古い糸を辿ってみたが山岡

はいない。すると、すかさず彼は「僕は良く職場を代え

たからなあ。でも山田さんをよく知って居ますよ」と、

べらべら。そして「上司と喧嘩したことがあったでしょ

う。あの時、僕は山田さんの味方でしたよ」 

 確かに、上司ではないが、先輩と物議をかもしたこと

があって、それが私には効いた。「大勢で社員旅行した

時の写真を持っていますよ」で、大勢なら強羅のことだ

ろうかと思って言うと、「混浴場があったね」と話を合

せる。 

 話は変わって、「大阪から今朝羽田に着いたら、財布

を失くしていた」「歩いて滝野川に帰るつもりだったが、

山田さんに出逢って助かった」「腹も減っているし、お

金を貸して貰えないだろうか」と。私は今までの会話に

「三信七疑」だったが、三に懸けて二千円を渡した。  

 別れてから複思すると、旅の帰りだと云うのに手ぶら

はおかしい、具体的なことは私に言わせてその接穂で喋

り、会社の名も所在の質問も与えなかった巧みさに、憎

いよりも感服したのでした。 
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切手・カンパ受領一覧（敬称略）   2008年4月15日～2008年5月19日 

 東京都：佐藤忠恕、青木孝、土屋妙子  神奈川県：天野秀雄、有吉信子  

埼玉県：田中庸浩  高知県：片岡和恵、高橋満子         

 【２００８年４月例会出席者】４月２３日 集合順です。 

野本浩一・平井幸雄・堀川静雄・佐藤忠恕・高木正明・藤井敬三・松山カオリ・門口泰宣・ 

若狭芳生・一ノ瀬善秋・曽田英夫・奥村篤史・土屋妙子・渡辺みどり・信太わか・百瀬有子・ 

飯野京子・川島奈緒美・米岡泰・松野信夫     以上 ２０名 丁度 

＊２０名中、女性が７名！ その昔を振り返れば、参加者は男性のみ、という頃も永く続きまし

た。その頃に比べて、何と華やかになったことか・・・。２頁左隅で十数人を笑介します。 

２００８年６月例会案内   

６月２５日（水） １８：３０～（受付は１８：００頃から） 

千代田区立スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

 住所：千代田区内神田2-1-8     ℡03-3256-8447 

「伝笑鳩」郵送希望の切手（一年分：８０円×１５枚）、お便りは下記宛に送付下さい。 

〒146-0085 東京都大田区久が原6-20-11 野本浩一宛  ℡&fax 03-3753-7725 

 ＊ｆａｘは午前９時～午後９時の間に、お願い致します。早朝、深夜はご遠慮下さい。 

 

ジョークサロンのホームページと変集鳥E ﾒｰﾙアドレスは下記の通りです。 

U.R.L,: http://www.jokesalon.com  E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp 

＊検索は「jokesalon」「ジョークサロン」どちらも出来ます。お試し下さい。 

＊ホームページには、「ジョークサロン」のブログも出来ましたよ。例会の雰囲気や 

二次会でのショット等が披露されております。 

＊ ジョークサロンブログは、渡辺みどりさんの目線で作られております。 

＊ ＨＰを見ての感想や、ブログへの感想もお寄せ下さい。賑やかにしましょう。 

ホームページ作成・メンテ：河野康博、渡辺みどり  

 

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

