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                                今月の一笑 

                             「ユーモア四字熟語」 

                           （窮）余（挫）折  （紆余曲折）  

                             切羽詰って止めちまうのかい 

                           （外）為（急）変  （有為転変）              

                             油のせいで外為相場は大荒れだ。 

（吉祥寺市 佐藤 忠恕）                     

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

      僕はバカですというのがユーモア 君はバカですというのがエスプリ 

 

マニラ市／野本浩一 ミーティングは笑うよ 

 

金曜日は、フィリピン人スタッフとのミーティングの日。午前と午後で、異なるグループと３０分

～１時間程度実施中。ここ２年くらい続け、最近は、賑やかなビジネススクールのような感じで、

スタッフも「勉強になります」という位になってきた。今では、「授業料を給料から差し引くかな」

なんていうジョークが通じるくらいまでになってきた。どんなに苦しくても、笑って乗り越えよう

がモットー。笑ったり、笑ってもらったり、ギブ・アンド・テイクが大事なことに変わりない。 

 

（１） 電気・水道・電話代といった経費の削減は、会社でも必要なこと。そして、時々はその削減

を目標にせざるを得ない時もある。「電気・水道・電話代を合計で１０％カットすること。そ

れの今期の目標だ」と指示して、さっそく、毎月の経費をチェックすることとした。翌月の

担当スタッフの報告は    「ミスター・野本、電気代は１０％、水道代は２％、電話代

は８％カットしました。ですから、３つの合計は、２０％カットです。目標１０％は大きく

達成です」と。おいおい、それぞれの「％」を足し算しちゃ、ダメじゃないか・・・・・・・。 

 

（２） 最近の大笑いは、少し深刻な内容の話をしている時のこと。実は、仕事を整理して、人員削

減を実施する予定なので、どうしてもその話題は避けられない・・・。 

「ウチの臨時スタッフは、当社の総務部門が何人も臨時スタッフを必要として雇っている

から、ヨソの会社に行かなくても、何か、仕事があるんじゃないかな」と僕が言うと、 

「それはないですよ、ミスター・野本、だって、総務課長（女性）の所で働いている最近

雇った臨時スタッフは、みんな親戚・親族で固めているんです。有名です」 

この時は、僕も含めた参加者７名全員で、大笑い。僕は、３分間笑い転げた 

（３） フィリピン駐在は、当初予定の4年を越えて、６年目に突入。ミスター･野本の帰任はいつ頃

か、と質問が出たこともあった。 

「いつ頃帰任というのは、ハッキリ言えないけど、僕はもう定年退職も近いから、日本に

戻っても、居場所がないからなぁ・・・・。つらいなぁ」とぼやく。 

「ミスター・野本は、フィリピンのお客に人気があるから、どこかが、机（デスク）を用

意してくれると思いますよ」と、いうスタッフがいた。「ダメダメ。机（デスク）だけじゃ

なくて、椅子（チェアー）も必要だから」と答えたら、大うけだった。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安藤晴康   アントンチンカンの狂歌 

  

   初土俵 ハッケヨイ声 ハットして はたき込まれて ハイそれまでよ 

    流行るから 履いた厚底 ハイヒール 恥の転倒 果ては骨折 

ハワイでは 肌が黒けりゃ ハワイアン 肌が白けりゃ 白人だ 

 

東京都／稲葉浅治  「抜く」 

    お中元 抜いたら友に 追い抜かれ 

    懐に 辞表忍ばせ 刀抜く 

    掌の 上で暮らして キバ抜かれ 

古文亭南朝選 第54回ものは付けコーナー 

 

「カビがはえるものは」 

 

（秀逸）核兵器                    横浜市 阿部 浩 

       <評＞こちらは青カビでしたが、あちらは赤カビでした。 

                     

入選 タンスのこやし（もとが華美）        さいたま市 高木 正明 

入選 政治家の脳みそ                 文京区 稲葉 浅治 

 

佳作 昔買った高いハンドバッグ            横浜市 鈴木 びん子 

佳作 外して置いた入れ歯                高知市 高橋 満子 

佳作 爺ちゃんの自慢話                稲城市 藤井 敬三 

佳作 カビキラーの容器                岩手県 片山 敦夫 

佳作 恋のときめき                  市川市 中條 厚 

佳作 私のこころ                   仙台市 藤沢 浪子                

 佳作 昭和初期の粗悪な材料で作られた私の脳ミソ   世田谷区 三浦 邦夫 

佳作 正月の餅                    板橋区 植竹 団扇 

佳作 定年まで使っていた黒皮の手帳          佐倉市 笠原 宏之 

佳作 おやじギャグ                 さいたま市 辻 恭子 

佳作 一票の格差                   京都市 牟礼 丈夫 

佳作 みんなに「でくのぼう」と呼ばれる人      世田谷区 奥苑 順子 

佳作 長生き亀の甲羅                 大田区 高 栄子 

佳作 塩の分量が足らない糠漬け            富士見市 高梨 富雄 

 

  次回の題 「絶対ありえないものは」 

 送付先：〒157-0071 世田谷区千歳台1-30-14 神山 徹 

 〆切：８月１０日ハガキ又はFax 03-3484-7123で。秀逸・入選に図書券贈呈 

  



  

熊谷市／青山貴文  一休み 

マリアさんがシャワーを浴びていると、玄関のベルを鳴らすものがいます。 

 マリアさんはバスタオルを巻いて玄関に行くと、隣のジョンさんが立っています。 

 ジョンさん 「そのバスタオルを外してくれると ８００ドルあげようと思うけど」 

 マリアさん 「しばらく考えてから、目をつぶり思い切ってバスタオルを広げました。」 

 ジョンさん 「約束どうり８００ドルを渡して帰りました。」 

 夜 夫のフランシスコさんが帰宅すると、すぐにマリアさんに尋ねました。 

 「隣のジョンさんは来なかったかい？ 今日 ８００ドル返してくれることになってたんだけど。」 

 

藤井敬三  ユーモア川柳「ああ、お茶」 

おーいお茶 大きな声で 読むラベル 

楽だった 茶汲みの方が 仕事より 

粗茶ですと 厚い化粧に 薄いお茶 

二杯目の お茶が帰れと 言っている 

飲み会の ウーロン茶派は 割りあわず 

デパ地下の 試食の後は 茶の試飲 

結構な お手前ですと 茶器を褒め 

茶柱が 立って爺さん 腰が立ち 

 
高木正明   コミックどどいつかわら版 

           

 Φ議会だらだら 酒気帯び疑員 赤ら顔して 猿芝居 

 Φ上着脱ぎ捨て ネクタイ外し フンドシ緩んだ クールビズ 

 Φ罪は憎けりゃ 人まで憎い それで反日 絶えぬ国  

Φ適切判断 参拝などと 外交忘れて 拝む票    

 Φ塀の中にも 仕事が不足 受刑人口 増える国 

 Φホームページを 覗けばなんと 爆弾指南や 人殺し 

 Φミンダナオから 戦線便り 消えた噂の 日本兵 

 Φ死ぬも生きるも 振り込め詐欺の 仲間割れした 地獄行き  

 Φ禿は母方 祖父から遺伝 写真出しては 確かめる  

 Φウソかホンマか マグロの区別 揉める白黒 ホンマグロ 

 Φ旅は何かと 空恐ろしや 事故が絶えない 空の便 

 Φけんか若貴 場外相撲 騒ぐ野次馬 迷行司 



  

梅雨があけ 暑い毎日 生き抜こう ジョークサロンで 大いに笑おう（曽田英夫） 

 

佐藤忠恕      時節小話  

『食い物に針』 

八：てーへんだ、てーへんだ。サブの奴が横丁の菓子屋で買った袋菓子を食って、針で口を切った

って言い出したんで大変な騒ぎになってますぜ。 

隠居：なに、最近埼玉のスーパーで買ったチキンの中に針が入っていて、それを食った男が口を怪

我した上に、よく調べたら長さ２センチの針が4本も胃袋の中に入っているのが判って警察が

捜査に乗りだした事件があったばかりじゃないか。この町内でも同じような事件が起こるたー、

物騒な世の中になったもんだなー。 

八：違うんで、ご隠居さん、サブの奴はね、腹がえらく空いてたとみえて、袋を注意しないで開け

たんで、とじてたホチキｽの針で口を切ったってわけで。 

隠居：おやそうなのかい、ちっとはそれを聞いて安心したが、いくら慌てもんのサブでも注意しな

いとな。昔から『口に針』といってな、ものの言い方にとげがある例えに使うがサブの場合の

『口に針』ってのは粗忽者の例えになっちまったかもな。 

 

そこで狂歌を 

『物騒な 世の中まったく 困りもの 一口大福 よく切って食い』 

『事件後の スーパーマーケット 大弱り 客が食い物 みな潰してく』 

 

中條 厚  小話つき川柳：性格 

  

大げさに 礼を尽くして 舌を出し 

 （お帰りにじゃ十分気をつけてください。随分深く頭下げるんだね。部長だからね。尊敬して

んの。いやあ、ばか部長だよ。じゃあ、適当にしたら。これが世渡りというものさ） 

どっちかと 迷えばいつも 安い方 

（これはいくらなの。幾分お高くなります。むこうはどうなの。あちらでも大丈夫ですよ。じ

ゃああっちにするよ。よく聞いてくださいよ。わかりました。わかってないんですよ） 

石橋を 叩きもせずに 足すくみ 

（これは大丈夫ですよ。いやあ、やめておきます。でも聞くだけ聞いてみたら。いやあ、聞い

ても同じですよ。何もしないんですか。しない方が安全ですよ。三途の川も渡らないんです

か。渡りたくありませんね） 

真面目さを 通して世間 狭い道 

（払うものは払え。余計なものまで払ったんじゃないの。当人がそう言うんだから正しい。信

用してだまされたことあるでしょう。本当のこと言ったまでだ。黙っていればいいのに、こ

じらせて。真面目が第一。荒波を泳げない泳ぎ下手なの） 

鷹揚に 構えてことは 間に合わず 

(3年浪人してんですか。勉強が試験日までに間に合わなくてね。霊園申し込んだ？書いてい

るうちに締切りが来ちゃってね。薬切れたんじゃないの。土日は病院休みでね、3日も飲んで

ない。平均寿命も過ぎましたね。死ぬのが間に合わなくてね 

         



  

 

 平井幸雄   蓮根の穴は９つある 

蓮の根は蓮根。蓮根には穴がある。蓮根の穴は真ん中にひとつその 

まわりに八つで、九孔といわれ、穴は9つあいている。その穴が 

小さいものほど、おいしいという。蓮根の穴をのぞくと向こうが 

見えることから「見通しがきく」とされ、縁起物として正月料理 

にかかせない食材の一つです。 

熊本に、おせち料理に欠かすことのできない冬の料理「からし蓮根」 

がある。玄宅和尚（げんたくおしょう）が、病弱だった肥後藩主三 

代目の細川忠利公のために考案したものです。蓮根の穴に、からし 

味噌を詰めて揚げるというシンプルだが、蓮根の歯ごたえとからし 

のツンと鼻に抜ける刺激がとても新鮮です。蓮根には中心の穴の周 

りに８つの穴があり、これが細川家の紋である「九曜の紋」に似ています。 

 

「蓮根はね、穴がおいしいですよ」とある人が含蓄あることばを言 

った。それを聞いて妙に納得した。しかし「穴は穴で、何もないじゃ 

ないか」と気づき、「蓮根の穴は何のためにあいているの？」「どうし 

て９つなの？」と疑問が湧いた。蓮根の「９つの穴」から「人間の穴 

も９つ？」を連想した。目の穴、鼻の穴、耳の穴が各２つずつ、口、 

尻の穴、小便の出る穴が各１つで合計９つ、いや女性は赤ちゃんの出てく

る穴と赤ちゃんを育てる乳の出る穴もあり、１２個という説もある。蓮根

にとっても、人間にとっても「大切な穴」を穴のあくほどよく観察してみよう。 

植物には空気の通る穴と水分の通る穴が開いています。この空気の通る穴が大きいのが蓮根です。

蓮根は沼地で作られるため地上部が枯れてしまうと、空気を取り入れにくくなります。 

それで蓮根は空気をたくわえなければ冬を越せなくなります。だから蓮根の穴は進化の過程で 

大きくなっていったそうです。また、ハスの茎の断面は蓮根と同じく・同じ形の穴があいています。

ハスの葉に酒をつぎ飲み干す「象鼻盃（ぞうびはい）」という粋な飲み方がある。葉に酒を注い 

で茎を通してゆっくりと口の中に入ってきて、ハスの爽やかな香りも楽しめます。飲むときの茎 

の形が象の鼻のように見えることからその名が付いたという。古代中国で客をもてなす最高の酒 

の味わい方という。穴が九だから、究極の飲み方です。古代中国の暑気払いとされ、一回飲むと 

１０年長生きするとか。 

 

岡野殷子   頓知もどき 

 

☆ これ、どう読むの？  俺、独身だから読めない（嫁ない） 

☆ 息子がアパートに住み替えた。田舎の母が聞く。最寄の駅は何処なの？ 

息子答える。「聞くな」 母「いいじゃないの、教えてよ」 

息子再び「だから聞くなと言っただろ」 （菊名だった） 

☆ あのビルはやかましいなあ。なんと言うビル？ （クチビル） 

☆ 右に行くほど高くなるピアノの音 左に行くほど高くなるそろばん 

☆ この野菜どう火を通すの？  もやしてみたい。 

 

蓮根の穴にどうやって入ったの？ 



  

奥村篤史 小平水泳協会アッシー理事奮闘記 

 

６月５日（日）小平市水泳記録会が開催された。勝負には関係なく自分の記録に毎年挑戦し

ようという会で２１年目を迎える。少１から７７才まで参加人員３１８名、大会役員７５名と

いう大盛況。アッシー君、今年は時計係。暑い温水プールの会場でＳＥＩＫＯストップウオッ

チを片手に汗ダクダク。「☺退職後も汗ダクダクＳＥＩＫＯに こき使われて２０００円也」

特別企画の１００ｍリレーは初参加の人が多いこと、プールの水深が浅いため、飛び込みせず

全員プールに入っての引継ぎ、電子時計のタッチ盤が使えず、１コース２人体制の手動時計と

なった。ピストルの煙を見て押し、ゴールでタッチを確認して押すのだが、２人の時計は中々

合わず、ピタリ賞なし、最高１００分の１２の差が出た。「☺自己新だ！時計の事故で 事故

新だ」にならぬよう「☺手動時計 計り違いのないように 時計コチコチ役員コチコチ」２交

代制だが、広報担当のアッシー君、今度はカメラマンとして休む時間もありません。「☺水協

のアッシーやはり男だぞ 時計押すオス カメラ押すオス」まあ、終わった後のビールの旨か

ったこと、旨かったこと。 

１０年位前はアッシー君も怖いもの知らずで記録会や大会に積極的に参加し、「☺アッシーち

ゃんあんたの実力どーれ位」とメダルもいくつか取りました。もっとも「☺参加者の少ない種

目でメダル取り」ですが。しかしながら「♪Swim Swim Swimming だったらスラスラスイスイ

スイ Swim Swim Swimming 済んだら すんだらダラーットだい」（♪スーダラ節で）となりプ

ールからあがれない。又「☺指導者となって気になる自己タイム」で参加中断。最近は自分のペ

ースでのんびりと４００ｍ個人メドレーを１時間、週１～２回泳ぐのを楽しんでおります。

「☺ユウユウと泳ぎ 優！優！自己採点」 

オマケ！ 

「☺自由形 初心にゃ息継ぎ 不自由型」「☺バタフライ バッタのように バッタバタと」 

「☺社の大会 上司命令 ヒラ泳ぎ」 「☺背よ伸びろ！天を仰いで 腕伸ばす」（背泳ぎ） 

 

曽田英夫      狂歌ＮＥＷ門 

          
         Ω 今日はあきらめ 明日にかける Ω 
 

◆夜になり 妻に迫るも 断られ 今日はあきらめ 明日にかける 

◆残業で 仕事に燃えて 燃え尽きて 今日はあきらめ 明日にかける 

◆ナイターの速報見れば ドラは負け 今日はあきらめ 明日にかける 

◆限定の 昼飯行くも すでに無し 今日はあきらめ 明日にかける 

 

Ω 演技でかわし 秘密はバレず Ω 

 
◆隠し金 銀行通知で 妻察知 演技でかわし 秘密はバレず 

◆部下が聞く ジョークサロンて なんなのよ 演技でかわし 秘密はバレず 

◆女性には 歳をごまかし 怪しまれ 演技でかわし 秘密はバレず 

◆手が触れて 痴漢と言われ にらまれた 演技でかわし 秘密はバレず 

 



  

解 印南博之          

 

「パパア 今日は健康診断でしょ？」 

「ウン だけど体の調子が悪いから止めとくワ」 

「ソウ 元気になったら行けばよいわよね」 

 

東京都／亀山光昭 亀サンマの世相少笑 

 

パパ「ＮＡＳＡが彗星に探査機を衝突させたら表面にクレーターが出来たんだって！！」 

坊や「すごい！何ってことやってクレータんだ」 

 

石井志津夫    メッセ貝も笑う 

 
☆この夏はノーネクタイ      ☆年金改革 
首を絞められないように       本妻なのに３号と呼ぶのはやめて！ 
      小泉首相                    専業主婦     

                                                                                            
☆橋梁談合隠語           ☆早口言葉        
Ｋ会―警戒            国連安全保障理事会常任理事国   
Ａ会―ええかい                     日本政府 

関係会社 
 

☆徹子の部屋３０年                 ☆連敗 
 築３０年なのに評価が高い     ハルウララからエールが届いた 

○○不動産              楽天・巨人 
            
☆「盗撮防止法」                   ☆行司差し違え 
 安眠できるかなァ                 でも「日勤教育」はしません 
     居眠り議員        日本相撲協会                               
 
門口泰宣  阿呆リズム＆パロディ 
 

１． ♪参りたい気持ちが ままならぬ 隣の国はつめたく厳しい 

   公明諌める九段の駅に ああ一人はぐれて来たけれど 

忘れはしない 靖国の御霊♪（小樽の人よ） 

２． 悪歌は寮歌を駆逐する 

３． ＥＵは易く 行いは難し  憲法批准 

４． 石原知事は週三日しか登庁しない？ そんなガバナー！ 

５． 三井物騒な排ガス浄化装置 

６． 「先生、煙草を一本頂戴？」「これは恩師の煙草だ」 

７． 俳句会への参加費は吟行振込みでお願いします 

大 娯 



  

 

 

 

 

 

 

 

    

          ＜6月例会出席者＞       6月２２日開催        

  

 阿部 浩・安藤晴康・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・岡野殷子・奥村篤史・佐藤忠恕 

曽田英夫・高木正明・中條 厚・平井幸雄・藤井敬三・門口泰宣 

 

今月はレギュラーメンバー中心の出席者でした。でもじめじめした下界の空気とは裏腹 

に、いつもの切れのいいジョークに溢れていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜変集鳥だより＞ 

 

＃１．一ノ瀬善秋さんは台湾に人脈を持ち、しばしば台湾に旅行されます。最近の旅行のお土産と 

   して台湾のジョーク（開玩笑）とユーモア（幽黙）を披露されましたのでご紹介します。 

   ①気持ちの解らない男（不明自心緒） 

寒い日彼女とデート（幽合）、彼女はわざと薄着で来て、ボーイフレンドの抱擁を期待し 

た。彼氏は「僕は厚着で来て良かった。今日は寒い」の一言のみ。 

②台湾第２高速道の休息所に「古坑」という所がある。運転手が「私たちは今、ココウで 

 １５分間休みます」お客「エッツ高速道路、運転中でしょう！？」 

③日本のお客さんにクイズ「一つ、二つ、三つ、四つ、五つっ、六つ、七つ、八つ、九つ、 

十、十に何故ツがつかないですか？」「実は十のツは五つっに持っていかれたからです」 

④ある屋台タコ麺屋で、腰をおろし麺を注文する。出てきた麺にはタコ（章魚）が入って 

いない。「どうしてタコがはいっていないの！」「タコがあるとは言ってません、私の 

名前がタコ（多胡）です」 

   ⑤南洋杉の硬軟 

高雄の澄清湖の「九曲橋」を抜けた対岸に「小葉南洋杉」がある。葉が柔らかいから「雌・ 

    メス」と言われている。養蜂場を過ぎると「肯氏南洋杉」の林がある。葉が硬いから[雄・ 

    オス」と言われている。硬いから人を押す、蜂も刺す。注意！ 

 

「伝笑鳩」郵送希望者の切手（1年分８０円Ｘ１５枚）等は下記の住所にお送り下さい。    

〒236-0052 横浜市金沢区富岡西５－３４－２６ 
もんぐち

門口 
やすのぶ

泰宣 Tel/Fax 045-773-6074 

U.R.L..：http://homepage3.nifty.com/tsukude/tjoke /Ｅメール：cmonchan@r8.dion.ne.jp 

８月度例会：８月２４日（水）午後６時半～内神田社会教育会館７Ｆ第一研修室 
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切手・カンパ受領一覧（敬称略） 

  2005.6.11~2005.7.16 

 

佐倉市／笠原宏之 埼玉県／羽柴隆三 

京都市／広川友雄 高橋久夫 

伊勢原市／武井美雄 町田市／青木 孝  

神奈川県／前田 誠・大鳥羽幸太郎 

横浜市／前嶋昭夫 
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