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替歌 再会⇒最下位
勝てなくなって 初めて知った
何より不快 鯉にころり
こんなにハマを期待してる
なんでー
ああ ああ 監督めにも
分かりはしない
松戸市／海郷達人

＊＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊＊
ノーベル化学賞を日本人２人が受賞。
チリの鉱山落盤事故から３３名が奇跡の生還。
このふたつが、ビッグニュースで駆け回りました。
チリの落盤現場からの救出劇は、全世界にテレビ放送され、世界中の人を釘付けにしましたね。
救出された３３人は時の人・英雄扱いをされ、その生存が確認され家族のテント村が自然に出来た後
からは、それまで「ちりじりばらばら」だった家族・親族が集結したとか。本当に朗報でした。
渋谷区／樋口七郎
ノーベル平和賞？ ノーブル平和賞？ ノーブラ平和賞？
同巣会・ジョークサロンにあげたい
―――アルフレッド・ノーベル。アルフレッド・ノーブル。アルフレッド・ノーブラ。
という便りが、変集鳥宅に届きました。
かつて、ノーヘル（No Hell）平和賞 というのを貰ったことがありますよ。
No Hell（地獄は無い！）という駄洒落もどきのちゃんとした平和賞ですぞ。
＊ノーヘルは 地獄は無いの 駄洒落なり 笑い溢れて 平和来たれり
町田市／青木孝
『伝笑鳩』ありがとう存じました。
要介護状態になりにくい人の特徴はなるほどなあ、と思います。歩く時間が少ないのが、特に心配して
います。良い秋をお過ごし下さい。
京都府／藤原義明
伝笑鳩を毎月お送り頂きましてありがとうございます。
カンパの切手を送付するのを忘れておりました。つきましては、２０１０年４月～２０１２年３月分ま
での２年分として、２４００円分を送ります。
東京都／龍口康行
草木黄葉 雁南飛
ようやく秋風が肌に心地よく感じられる様になりました いつも伝笑鳩楽しく拝読させて頂いておりま
す 泉のように笑の種子が湧いてくる風景をみて 毎号感服しております
益々のご発展を心より祈念します
合掌
板橋区／植竹団扇
モウモウと小言 ああ妻は丑年

お世話になります
団扇

小平市／小柴常雄
皆様の頭の柔らかさに感心しています。
頭の回転の悪い私ですが、一度例会を見学したいと思っています。今後共よろしくお願いいたします。

秋風が 食欲さそう いい季節 ジョークサロンで 大いに笑おう
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【曽田英夫】

「どんどん高くなるものは

就職の壁
秀逸

入選

佳作

（荒川区：藤野 哲康）

【評】ミドルエイジ・クライシスと言うそうですが、ミドルエイジばかりでは
ありません。産業構造の変換が必要かと思われます。

「出来ること」のハードル
東京スカイツリーの周りの土地の値段
亭主に対する女房の要求
新興国の GDP
負けが込んで来たパチンコ男のテンション
非喫煙者の割合
積ん読本の高さ
机上の書類の山
戸籍上の高齢者の年齢
所在不明高齢者の割合
タバコの値段
地球の平均気温
国の借金
中国産レアアースの価額
円高と金高
夫のイビキ
自慢の鼻
中国の鼻
中国のテンション
竹の子の成長
野菜の値段
嫁の実家の敷居
宇宙のはて
ジョークサロンでの笑い声
ジョークサロンの評価
伝笑鳩の評判
ものは付けのレベル

（広島市：香川 信子）
（福島市：松山 カオリ）
（さいたま市：宗 志朗）
（港区：柏谷 達雄）
（横浜市：織田 元康）

（板橋区：植竹 団扇）
（稲城市：藤井 敬三）
（大田区：高 栄子）
（世田谷区：三浦 邦夫）
（伊勢原市：武井 美雄)
（岩手県：片山 敦夫）
（横浜市：渡辺 達雄）
（文京区：稲葉 浅治）
（京都市：牟禮 丈夫）
（鎌倉市：浜田 頓坊）
（横浜市：阿部 浩）
（さいたま市：北沢 正嗣）
（京都市：久保 三徳）
（町田市：浅沼 マサ子）
（川越市：石原 義三）
（横浜市：鈴木 びん子）
（佐倉市：笠原 宏之）
（高知市：高橋 満子）
（江東区：柴本 和夫）
（渋谷区：樋口 七郎）
（さいたま市：高木 正明）
（千葉市：岡部 千代松）

次回（第１１８回）の題
「昔より良くなったものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切日：11 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
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初めまして、小林久枝です。

おもしろ写真で笑～？ その１
「お父さん預かります」
小樽の観光土産通り、
昆布屋さんの店先にこんな看板が掛かっていました。
？？？・・・・思わず「これ何ですか～？」
すると、お店のご主人らしき方がニコニコしながら出てきました。
「お母さんと子供はお土産探しに夢中だからお父さんを忘れちゃうでしょ。
残されたお父さんがいつもこの辺でウロウロしているから、ウチで一気に
預かっちゃうの。お父さんの保育所だと思って、遠慮しないで置いていっ
て！（ご主人の言葉通り記載）
」
お父さんが店に入ると、
「まあまあ、こちらに座って」と、昆布茶や佃煮で
もてなされ、ご主人が昆布の話などをして相手をしてくれます。
看板
の横の「各種宴会承ります。
」この事だったのかも。
店内を案内されながら、お土産用の昆布の説明などを聞いているうちに、お父さんもすっかり昆布通に
なった気分で、お土産の昆布を買ったりして楽しんでいる様子。
そのうちに、お土産街を一回りした、お母さんと子どもが戻ってきます。
待たされていたお父さんも無事家族と再会して一安心、衝動買いした昆布が沢山入った袋を下げて店を
出て行きます。 めでたし、めでたしちなみに、この昆布屋さんの名前は「ほらふき昆布館」
。
続きまして、松山カオリです。

ジョークエッセイ「年齢確認はマナー違反？」

老人の日、高齢者などの文字が目につくこの頃です。先日、市から敬老会の案内状が届きました。
当日会場の受付で渡されたプログラムには、米寿と喜寿対象者の名前がしっかり印刷されていて、
もうビックリ！！！
以前の話ですが知り合いの老婦人との会話を思い出しました。話の内容は、敬老の日にやはり住
む町から喜寿の祝いとして、お祝い金とお赤飯が届いた事で｢お役所からお祝いを頂く必要は
ないわ、失礼です」と・・・。その時私は、なぜ怒っているのか理解できなくて無難な返事を
したことを覚えております。
今日その理由が分かりました。ご主人に先立たれて２０年一人暮らしだったその方は、誰の世話
にもならず元気でしたので他人から年齢確認されたのがお気に召さなかったのかもしれません
私は喜んで頂戴いたしましたが女性の場合、幾つになっても年齢はうやむやにしておくのがマナ
ーなのかもしれません。ということはマナーに反する私でした。
新潟・永林寺から、住職・佐藤憲雄です。
ユーモア石碑・
「仏様のことば」出典 法句経・訳詞 藤場美津路師
お前はお前で丁度よい 顔も体も名前も姓も
お前にそれは丁度よい 貧も富も親も子も 息子の嫁も その孫も
それはお前に丁度よい 幸も不幸も喜びも
悲しみさえも丁度よい 歩いたお前の人生は
悪くもなければ良くもない
お前にとっては丁度よい うぬぼれる要もなく
卑下する要もない 上も無ければ下も無い
死ぬ日さえも丁度よい 仏様と二人連れの人生 丁度よくないはずはない
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５９才になりました 野本浩一です。
感謝、感謝、ありがとうございます。
無事に、と言おうか、晴れて、と言おうか、大いに迷う所ですが、５９才になりました。
５０代早々に死んでしまった父や、父方の祖父に比べて、８３才の今も元気な母や、８０代まで生き
た母方の祖父母の DNA が効いているのか、ともかくも大病もなく生きていることに感謝しております。
長生きしている母は、師範学校を卒業した後、暫くは先生をしていたらしいのですが、僕が物心つい
た頃は、もう先生の職は辞していて、父の商売を手伝っていました。
その母が時々教えてくれた諺、成句、俳句、川柳、狂歌といったものは、幼心に骨まで沁みて、肝に
銘じていたせいか、生きていく上での智恵となりました。
その中の双璧はと言えば
★世の中に 寝るより楽は 無かりけり 世間の馬鹿は 起きて働く
★朝寝して 夜寝る前に 昼寝して ときどき起きて 転寝をする
人生に悩みや、苦しいこと、悲しいことは尽きないけれど、母の教えがあればこそ、５９才まで生き
延びてきたのかも知れません。感謝、感謝、ありがとうございます。
おまたせしました 渡辺みどりです。
ハッピーバースデー変集鳥！
野本のぷち卵油のＣＭソング替え歌（静岡県で放映中のテレビＣＭ）
元歌)
のもっと のものも 野本さん
プチっとプチプチぷち卵油
のもっと のものも ぷち卵油
卵油は野本のぷち卵油！

替え歌)
のもっと のものも 野本さん
ごくっとゴクゴク５９！
のもっとのもさん５９ろうさん
ダジャレは野本の洒落日記！

親子の会話１０ 安全地帯は狸小路編
パパ：
「安全地帯の玉置浩二さんがライブ中におかしくなっちゃったんだって！」
娘 ：
「アイラブユ～アイラブユ～アイラブユ～More～♪の人ね」
パパ：
「そうそう、なくさないで夢を～♪忘れないで愛を～♪って、好きなんだけどなー。
」
娘 ：
「狸小路だね」

はまってます 神代京子です。
うとでめお
まき酒にめ
くに落鮮で
編鋭上やと
集く手かう

『はめ字』 変集鳥へのお祝いや秋模様

のうろ９５
んたじ心９
び華うのろ
りから後う
酔にではの

じみもまや
期や残だま
ままし青も
つ彩つのみ
頃るつ色じ

りつまきあ
んきん節き
と冴珠はま
虫え沙巡つ
音て華るり

やりました「今月の一勝」
海郷達人
《 対文コーナー 》
その昔、横浜が優勝したことがありました。その頃の作品です。
ハマは酔っとんだ。
⇔
ダントツよ、ハマは。
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投稿だけじゃなくて、カンパもします 大石脩 ですぞ・・・
〔白木蓮〕
３月２０日（土）にメモったのを見ると「今、近くのお寿司やさんの５メートルの紅梅は満開から又来
年。ずうーっと左手のお宅さんはハクモクレンが満開。そばで白梅も少し。そのウンメイは、ウメーよ。
何を？ そして、桜。輝かしい未来をサー食うら。クラクラするなよ サクラー 咲くらー。そして、
桜雨。
全く、いかなる意味においても、歴史的なるあの猛暑、酷暑。如何に「大寒」という名の小生も、モ
ウションが無い。その灼熱に影が感じられる少し前にそれは訪れた。不意打ちだった。あの美事なハク
モクレンが姿を消していた。何と（京都は北都）形容だにできぬその悲哀に沈む。そして、時同じくし
て小生の恋も沈んだ。
（沈んで良いのは、釣糸に付けるシズ位かな？）そのお庭には新築の部屋柱が初々
しいきざしを思わせる様子。何かしらほのかな望みを通わせるものが感じられ、また、新しい第一歩を
と心に誓わせて戴いた。
「ハクモクレン」よ、いずこ…に。白木蓮（白黙恋）の花信は果たして……。
投稿は川柳一筋、貫いてる
稲葉浅治 なるかな・・・川柳 「地図」
カーナビを 地図で確認 慎重派
敗戦で 小さくなった 日本地図
地図見たら 熊の出るとこ 市になった
合併で 面積だけは 広くなり
そろそろと 天国の地図 探してる

伝笑鳩の前に NHK あり！ 鎌倉市・若狹芳生の政界ゴシップ川柳
（１）空き缶総理のワン・ツー・スリー
1.泡よくば 瓶から缶へ 民酒党
菅さん新総理で期待感
2 缶ビール みんなに呑まれ 空き缶に
菅さん参院選で完敗
3.空き缶が 運よく拾われ 感無量
菅さんが完勝再選
（２）（Ozawa Kan）「OK 牧場の決闘」に負けた壊し屋・小沢のつぶやき
１.空き缶を 壊し損ねて 仏頂面
２．俺は鳩 なんかじゃない 不死鳥や
（３）そのコウモリみたいな鳩山さんの恨み節
１．拾う神 無いからボクを 捨てないで

NHK ラジオぼやき川柳アワー 9.11 入選

投稿新人ですが、ベテラン顔負け 浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド
<日本語>
☆書名ただの「ん」 なるほどそうか 「古事記」にゃなかった この一字
☆「ん」の字にまつわる 意外な話 確かに気になる 眠れない
☆臭という字は 大だよ下が 鼻が自慢の 犬はさて
☆尻「を」触った な～んて記事を 時に見るけど 「に」でよかろ
☆病院「を」受診の この「を」もおかし 「で」じゃなかろうか 普通なら
<ネクタイ>
☆銀座名品 洒落タイだとさ いつも前向き とんぼ柄
☆狐・ふぐ・亀 猫・馬・龍と ふくろう・蛙と 狸など
☆なぜか鰻と 兎も仲間 縁起担いで 締めるタイ
☆暑くもないのに ネクタイせずに 締りない面 解説者
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お待たせです、一ノ瀬善秋
◆シャレクスピア（洒落久寿飛夜）◆
酒飲みはイカが好きだ。つまみにして酒を飲む。
「烏賊」は烏の賊と書く。イカが水面に浮くと、死んで
いるかとカラスが突く。そのとき足で水中に引き込む。烏は水死して、イカはゆっくり仲間と食べる。
蛸は８本足、烏賊は１０本足、２本は長く、その足で餌をとる。強敵が来た時は墨を吐く。
中国では「烏の賊」を言われている。イギリスでは魔物として「タコ・イカ」は食べない。昔、シェイ
クスピアも食べなかった。
日本近海には１００種類のイカがいる。代表的な「ヤリイカ」のことを 所によって「とんきゅう」
「ば
かいか」
「まついか」
、
「スルメイカ」とさえ呼んでいる。
（東京水産大学 奥谷喬司教授）
今は「イカ・烏賊」はいるが、山賊、国賊はいない。
「海賊」がアラビア海峡に出没する。国賊はいな
いか？ 出版・マスコミで「反日的日本人」を見かける。
元気です、上の空組 印南博之
◆大娯解◆
「無理問答」
① 待ちくたびれたのに あき（秋）が来たとはコレ如何に
怖くもないのにギョ（漁）船と言うがごとし
② 室内にあても通ろう（灯篭）とはコレ如何に
ひと月前に買ってもニュー（入）場券と言うがごとし
③ コーヒー好きなのにティーチャー（茶、ちゃ）とはコレ如何に
牛を飼っているのにカウ（買う）ボーイと言うがごとし
④ 校庭でやっても渡橋（徒競）走とはコレ如何に
小屋の中に居ても口蹄（校庭）疫と言うがごとし
⑤ 誰も履いていないのに草履（ゾーリ）ンゲンとはコレ如何に
若い娘なのに老（ロー）レライと言うがごとし

張り切ってます、香野 好勇（好太）
余命言う医者にバイチャと先行かれ
もう一度言われてみたい憎い人
定年後のびのびし過ぎ脳も伸び
菅勝って小沢ざわざわ敗退し
中秋の月餅食べ過ぎゲップして

◆好太川柳◆
妻フラにわたしゃヨッタに息子ブラ
警棒でイチロー素振りの警備員
猛暑日のヨット落水気持ちよく
一兵卒嗤う小沢の「一兵卒」
スマップと聞いてどの地図？歌音痴

にんまりです、米岡 泰 南亭琴内氏のどんでん返し 30
◆アダムの葉っぱ◆
街中で御手洗に行きたくなった尼僧は満員のダンス酒場に入った。不思議な事に、そのホールでは照
明が頻繁に切れ、その度に部屋中の連中が歓声を上げ、笑い転げている。しかし、この連中も尼僧が来
たのを見てシーンとなった。彼女はマスターの所へ行くと「御手洗貸して下さる？」と聞いた。
「行かない方が良いですよ」
「何故？」
「トイレの中にアダム裸像がありまして、大事な所はイチジクの
葉っぱで隠してますが」
「そんな事は気にしません。見なければ良いのでしょう？」
そこでマスターは尼僧を階上の御手洗に案内した。数分後に尼僧が階下に降りてくると、部屋中は、
また歌と踊りで大騒ぎになっていたが、皆が彼女を見て大きく喝采する。彼女は訳が分からないので、
マスターの所へ行き「どうして私が御手洗に行ってきただけで、あんない大騒ぎするの？」
「貴女が私達と仲間だと、喜んでいるんですよ。ドリンクを一杯如何ですか？」
「要らないわ。でも、どういう事？」マスターは笑って
「あのイチジクの葉っぱ、持ち上げられると、ホールの照明が落ちるスイッチなんですよ」
「！？×」
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笑おう！ 柴本和夫
◇言葉の研究◇
民酒党の宴～菅と小の戦い・・・カン・ショウの戦い
選挙のショウハイはショウハイにして～カンのカンショウにてカンパイ
（選挙の勝敗は小敗にして～菅の菅勝にて菅杯）
菅の菅大勝でなく菅中敗でしょう
こんな結果になるなんで、とてもかんがえられない ⇒ とても≪菅≫がえらい（空耳）
これからも、≪菅≫張ります！
管理職です ⇒ 管・離職です （空耳）
政策の実行すべてに先送りの≪菅≫がいる
忙中≪菅≫あり・管中敗
小沢ガールズ・・殿様キングス
≪小沢≫のために、守り通した～女の操
いまさら≪菅≫に～捧げられないわ！
ヤワラチャン・・柔道の柔・・小沢の勝利を信じてました
（絶対に小沢が） 勝つと思えば、思えば≪菅≫よ
いつものいつもの、曽田英夫
◇狂歌 NEW 門◇
とんでもないと お断りする
・会社から 給与減らすと いわれたら とんでもないと お断りする
・いい投資 100 万円が 10 倍に とんでもないと お断りする
・オレオレと かかった電話 ピンときて とんでもないと お断りする
見てしまったが 知らぬ振りする
・電車内 となりで男が ゴソゴソと 見てしまったが 知らぬ振りする
・スーパーで 品物そっと かばん中 見てしまったが 知らぬ振りする
・宴会後 酔った男女が 姿消し 見てしまったが 知らぬ振りする
安心できず すぐに身構え
・ドンドンと 食わせ飲ませる 居酒屋は 安心できず すぐに身構え
・夜の道 向こうから来る 男連れ 安心できず すぐに身構え
・タクシーの 運転荒く 体揺れ 安心できず すぐに身構え
・入ったが すし屋のメニュー 時価ばかり 安心できず すぐに身構え
さあ、笑門亭来福（西川信治）

●呆け川柳

★政治呆談

☆世相呆談

★鳩 前総理「僕は何だったんでしょう」
（3 者会談）
「宇宙語を伝える伝書鳩ではもうだめだ」
（中堅幹部）
「私を国会議員にしてくれた小沢さんに恩返し」
（1 年生議員と同じだな）
「最高顧問じゃいやだ。
「前首相」の肩書きが欲しい。
」
全く鳩が鳴いてくれないとジョークも飛ばない。
●「物言って 土俵で白黒 良い相撲」
「物言わず 稽古もせずに 人気落ち」
☆はやぶさの大冒険に世界が注目
「これぞ日本の技術力。やっぱり 2 番じゃダメなんです」
☆老化を感ずる時

高峰秀子「今日やることを明日に延ばすようになったとき」
一般人「ひとつやると ひとつ忘れる 同じミス」
「錆びたはさみと 老化の頭 ＣＲ５５５でも 動かない」
（高級花ばさみ）
＊クレゴーゴーゴー
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★お馴染みです、奥村篤史

アッシー君の「猛暑対策と草刈苦難」洒落日記

今年の夏は本当に暑かったですね。東京は 9 月 20 日も真夏日、年間タイ記録だそうです。21 日も暑そ
うで新記録かも。ずーっと猛暑・猛暑・猛暑日の連続。夜寝られない。夜中に暑くてやっと目が覚めた
と思ったらまだ 11 時半。
「☆ベッドのシーツは猛暑でモウショモウショ ホカホカホットホットでホカ
ホット綿」
。冷たい所を探す「♪ホカホカの他はないのかクールはないか ホカホカばかりでクールは来
ない」汗びっしょりでせいぜい寝ても 1 時間～2 時間。遂に今年は冷却ジェルパック・ベッドハーフサ
イズとジェル枕カバーを購入。1 万円強の出費也！高い！ 所が「☆ジェルパックも次々移動しゃ全部
が熱く」
。
「☆一箇所ずつと長めに我慢しゃ空いてる所が冷えて来使える」こと判明。更に「☆夜中に起
きたら冷房かけておのれとジェルを 10 分冷やす」
。お陰で少し寝られるようになったが、発汗が異常に
なったせいか昼間の体調がおかしくやたらに汗をかく。安くて結構役に立ったのが横 20cm 位の 98 円
の保冷剤。2 個を交代で冷凍庫に入れ使うと効果抜群でした。
「☆1 万円のジェルパックより 98 円保冷剤にお礼！」
★いろいろあります、平井幸雄
ヒ＋ラ－イ＝ ？
＝いい加減算
いま、わたしたちの暮らし
のさまざまな場面で、エコ（環
境保全）の大切さが叫ばれて
います。でも実際の生活の中
で具体的に何をすればいいん
だろう？ CO2 を減らす、消
費電力の削減、チームマイナ
ス６％という風に「ひき算」
していく方が良い。でも「た
し算」するとは？

★お待たせ、高木正明
コミックどどいつ瓦版
１．世論の味方が 支えになって 小沢を静かに させた菅
２．挙党一致と 言ってる民主 中が捻れている虚党
３．鬼の特捜 特高もどき 証拠改ざん でっち上げ
４．海の資源を 欲得ずくで 狙う中国 居丈高
５．北方四島 渡航のツアー 禁を犯して ロシアピザ
６．エコのクルマに 補助金ついて 買える人だけ 甘い汁
７．振興不振で 経営破綻 ペイオフ騒ぎの 振興銀
８．秋の彼岸が 猛暑に祟り 拗ねて咲かない 彼岸花
９．猛暑酷暑を 過せば残暑 こんな熱いの なんざんしょ
10．火葬済ませた 遺体が他人 遺族・警察 暑さ呆け
11．逮捕状でた 噛み付き猿に ２０万円 懸賞金
12．トロンボーンと ガチョーンで囃す ギャグの谷啓 転けて逝く
13．黄泉の旅路へ 土俵の鬼も 八十路初代の 若乃花
14．一人横綱 記録の勝負 白鵬目指すは 双葉山
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☆ええ、佐藤忠恕
都々逸パロディー（お馴染み都々逸のもじりで世相を詠う）no.12
①
菅じゃ無理だと つく諦めも 強権小沢は なお困る
（元歌 来なきゃ来ないで つく諦めも なまじ此の頃 夢で来る）
総裁選に立候補の小沢さんの強権専制の臭いをどうも国民はかぎ取っていたのかな。

②

このまま死んでも 我が子は路頭 夢を消し去る 国無策
（元歌 このまま死んでも いい極楽の 夢を埋める 雨の音）
老親を介護している家庭では、親の年金に頼る子供が多いって現実、なんとかならないもんかねー。

③

長寿になったが 寂しいなぜに 惚けと病で 濡らす袖
（元歌 君を待ちわび 寂しい雨に うちにいてさえ 濡らす袖）
長寿社会になったと言っても、認知症や高齢による病で泣いてる世帯が多い現実、なんとかしてよ。

④

閉塞日本 トンネル通し 景気に風穴 願いたい
（元歌 恋の山路に トンネル通し 人目知れずに 通いたい）

。

景気は悪いし、職もない、先行きの展望もないこの日本、新内閣の背策期待も、望み薄？

⑤

選挙に勝ったし 人事も決めた 長期政権 し遂げたい
（元歌 酒は飲み遂げ 浮気をし遂げ ままに長生き し遂げたい）
代表選に勝ち長期政権狙う菅さん、でも問題山積、首相の実行力に懸かっているが、ぶれずに打開できるかなー。

⑥

誰かいないか 照らしておくれ これから首相の 迷う道
（元歌 恋の通い路 照らしておくれ 愛し主さん 迷う道）
危うさを抱えて船出した菅政権、誰か助けてくれる人いないかなー。

☆いい、門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）代表選 ザワワ ザワワと 風に揺れ
２）♪民主党の 選挙は ノーサイド 民主党の 選挙は ノーサイド
民主党のサイサイ 挙党は 朝日でとける♪（ノーエ節）
３）有罪確定の鈴木無念男
４）フロッピー改ざんで逮捕はあたり前田の悪辣家
５）♪母さんは 夜なべをして 宿題やってくれた♪（母さんの歌）
６）桁たましい円周率の計算
７）ザックばらんに指導してもらいたい
日本サッカーチーム
８）中国側の奇妙キテレツな行動で日中関係亀裂
９）白鵬とかけて 霧の港ととく その心は 無敵（霧笛）が高鳴る
10）ＬＣＣとかけて 円広志と解く その心は
♪とんでとんで まわってまわって♪行きたい
11）秋とは言え全館冷房完備ール
12）逆立ちした谷啓とかけて パラサイトシングルと解く その心は チョンガー
☆ああ、藤井敬三 ユーモア川柳＜解体新笑シリーズ＞「ああ、目」

つまみ食い孫と目線が合って止め
優先席座るやいなや目を閉じる
目力の強い女性に睨まれる
見た目よりお年寄りねと誉められる
銀行に行けばカメラの目が睨む
よく見ると覆面レスラー優しい眼
刺すような視線まぶしい朝帰り

食べながら目も忙しい廻る寿司
胸元に視線を誘う罪な服
講演の終わる拍手で目が覚めた
骨董品お目が高いと買わされる
近眼にうれしい地デジ大画面
目の前でドアが閉まった終電車
妻と子が目くばせをした何かある
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★９月例会 ９月２２日
集合順
２１名
野本浩一・曽田英夫・香野好勇・阿部浩・高木正明・佐藤忠恕・門口泰宣・渡辺みどり・小林久枝・
一ノ瀬善秋・米岡泰・神代京子・松山カオリ・印南博之・海郷達人・西川信治・川島奈緒美・
奥村篤史・柴本和夫・平井幸雄・藤井敬三
＊会鳥さんは、勤務先が神田に近くなりましたので、例会参加がこれまでより早くなりました。
遠隔地の会報読者の方への封筒詰め作業にも、積極的に参加して貰ってます。封筒に詰める作業
も多数のみなさんの参加を得て、賑やかに行っております。
＊この日は、変集鳥の５９才の誕生日でした。松山さん、渡辺さんが誕生日に合わせて、お土産のお
菓子や誕生日向けバウムクーヘンケーキを持ってきてくれましたので、感激した次第です。感謝。
その誕生日のお祝いに「５」と「９」字型の２本のロウソクがありました。
そこで、
「９」
「５」才の時にも使えますと・・・・。
＊例会参加者が２０名を超えました。女性陣参加が５人になり、笑い声も賑やかでした。二次会参加
の松山さんは、この日は東京宿泊ツアーを楽しんでいたようです。

２０１０年の例会は、毎月第４水曜１８：３０頃から実施です。
１１月２４日（水）千代田区立スポーツセンター７F 第２集会室
１２月２２日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
＊＊＊＊新年会やりましょう
１月上旬予定です
１月２２日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
千代田区立スポーツセンター
℡03-3256-8447

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）
2010 年 9 月 15 日～2010 年 10 月 17 日
東京都：青木孝、小柴常雄、植竹団扇、瀧口康行 神奈川県：西村義高、浜田親一
京都府：藤原義明、大石脩
＊購読中止のご連絡を受けました。永い間、ご愛読有難うございました。
神奈川県：西村義高
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
郵送希望の切手：一年分は 80 円×15 枚です。
ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞごらん下さい。毎月の例会で披露される作品が、
「活動メンバー紹介」コーナーに全文掲載されております。読み応えありますよ。

伝笑鳩 No.253
発行 2010.1027
変集鳥・・・野本浩一
変集協力
阿部浩・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・神山徹・佐藤忠恕・
【笑品快発集団】 柴本和夫・曽田英夫・高木正明・土屋妙子・野本浩一・樋口七郎・平井幸雄・
藤井敬三・松野信夫・松山カオリ・門口泰宣・米岡泰・若狭芳生・渡辺みどり
海郷達人・西川信治・島川謙二・大石脩・稲葉浅治・浜田親一 他 多数
あたたカット ： 天野秀雄、平田レイ子
ホームページ：河井康博、渡辺みどり
発行鳩舎：同巣会ジョークサロン
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