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川柳「師走」
日めくりもお札もわずか年の暮れ
八十路超え十年日記買ってみる
締らない年も終るが締め飾り
東京 稲葉浅治
＊＊昨日笑って今日また笑う 笑いは明日のエネルギー＊＊
２０１３年も残りわずかです。笑顔で過ごしましょう。
寒波厳しい中カンパが多数届きました。有難うございます。
恒例の２０１３年の一笑総選挙を行います。今回同封の
投票用紙で３笑品を選んで郵送をお願い致します。
また、２０１４年新年会を１月１１日（土）に開催します。
関東近郊の方々には新年会の案内を同封しております。
ご都合のつく方々の参加をお待ち申し上げます。

２０１３年１２月１０日現在
ホームページ訪問者
２、４４５名
同 閲覧件数
１１、０５８件
ツイッター フォローワー
３１
フォロー中
６２
◆ネットの世界で、もっとユーモア◆

神奈川・藤野有樹
毎月伝笑鳩送付いただきありがとうございます。送料切手２年分同封します。
宜敷くお願いします。新年会、いまから楽しみにしています。
（変集鳥：少なくとも後２年は止められなくなってしまいましたねぇ。新年会で会いましょう！）
高知・高橋満子

毎月笑わせ名人たちの伝笑鳩!!をありがとうございました。

東京・鳥居晴美
すっかりご無沙汰しており恐れ入ります。お陰様で変わらず元気に働いております。
ここ三年、大手町の社屋建て替えの為、銀座におりますが、年末にまた元の大手町へ戻ります。例会の
場所に近くなりますので、ぜひ伺いたいと思います。ホームページのアクセス数も増えているようです
ね。これからも楽しみにしております。ご指導を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
（変集鳥：我々にできることはただただ笑うことだけです。こちらこそ宜しくお願い致します）
埼玉・石原義三

来年も又、変集協力、笑品快発の皆様のご健康とご多幸を祈念申し上げます。

東京・青木孝
力作揃いでいつも感心しております。
お世話役ありがとうございます。あいかわらず密度の濃い誌面で敬服しています。編集のご努力がし
のばれます。向寒、お体大切になさって下さい。
新潟・佐藤憲雄＠永林寺
何時もご法愛を賜り厚く御礼申上げます。例会に随喜出来ずお許し下さい。
伝笑鳩十二月号嬉しく拝しました。
広島・香川信子

一年がとても速いですね。これからも楽しみにています。

愛知・小西祥二
長く伝笑鳩に笑顔にさせていただいているなあと、改めて思っております。
今月が新しい一年の始まりです。切手を送付します。これからも楽しみにしております。

年末に 忘年会で 盛り上がる 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】
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秀逸

なにが秘密かは秘密

京都

久保 三徳

【評】「逮捕する」「ど、どうして」「理由は言えない！」

入選

佳作

エイズ患者の献血
当て字で読めない名前
季語のない俳句
自慢話の独演
甘ったるい男の香水

京都
福島
千葉
埼玉
神奈川

見ているテレビを消す夫
マー君の大リーグ入り
歩き煙草
おやじギャグの繰り返し
芸人名羅列のＴＶ番組表
一票の格差
優先席を占有する若者
何にでも入れる「復興」の文字
おかしな「を」の字遣い
巨大与党の強行採決
罰則つきの内緒話
秘密法案
凸凹な線路幅
電車内の化粧
身勝手な縄張り
中国・韓国の反日運動
理由もなく 5000 万円借りること
李下の冠、瓜田の沓

神奈川
東京
神奈川
千葉
神奈川
東京
神奈川
神奈川
神奈川
千葉
東京
高知
東京
埼玉
埼玉
東京
東京
東京

牟禮
松山
川田
石原
山口

丈夫
カオリ
又一
義三
栄子

鈴木 びん子
稲葉 浅治
山中 静代
海郷 達人
藤倉 由紀子
柏谷 達雄
武井 美雄
阿部 浩
浜田 頓坊
岡部 千代松
植竹 団扇
高橋 満子
高 栄子
北沢 正嗣
高木 正明
藤野 哲康
樋口 七郎
西川 信治

次回（第１５６回）の題
「神様に願うものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
2014 年 1 月 10 日ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
岐阜・亀山光昭
すっかりごぶさたしております。
最近はカラオケではなく、プロの生フルオケをバックに歌う機会があり、すっかりハマっております。
みなさまによろしく。
神奈川・藤倉由紀子
毎回、皆々様の博学とユーモア精神にただただ恐れ入っております。
今後共、お仲間の隅に置いて頂けたらなアと思って居ります。
東京・藤野哲康
紅葉の季節もあっというまに過ぎ去り、今月十二月で今年も終わりとなりました。
皆様お変わりありませんか。伝笑鳩のえさ代を送りますのでよろしくお願い致します。
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浜田頓坊

－甘辛都々逸ほのぼのランド

<傘寿の歌・謡・唄・詠・唱 etc>－

☆ジョークサロンの 「伝笑鳩」に 投句都々逸 はや五年
☆ほっとするよな 微笑ましい句 ほのぼのランドの 歳の春
☆「辛い」
「幸い」 少しの違い チョンと一本 足せば「幸」
☆ゴルフ仲間じゃ 高齢者組 少し恥かし シルバーティ
☆アベノミクスの 流れに乗って 消費支出の 応援歌
☆喜遊曲とか ディベルトメント 愉しい人生 歌欲しい
☆「お膝おくりを お願いします」 都合三回 座敷寄席
ほらえびす

ニヤリ連発！！

１．懲罰
２．特設
３．ドアが閉まらない
４．特定秘密保護法案
５．ふしぎ

香野好勇（好太）

ビンタかな!?
－猪木－
偽装表示謝罪欄
－新聞社－
開いた口がふさがらない
－乗客－
ＪＲ北海道殿
大丈夫、誰かが絶対リークするから
－反対派－
同じ物しかたべないのに、なぜカミさんだけ太る
－弱気の旦那－

好太川柳

人切ってズバッと己切れぬ“みの”

オマールもキャビアも牛も怒ってる

識別圏陣取り合戦の様なもの

目も耳も歯も衰えて気力まで

特秘法昔の闇を思い出す

五千万はした金かよ知事と医者

虎の尾を踏んで猪試される

若狭芳生

百人一首パロデ・世事が変なんです！

紀友則
ひさかたの光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ
肩叩き人事異動の春の日に心乱れし花の散るらむ
藤原道信
明けぬれば暮るるものとは知りながら なほうらめしき朝ぼらけかな
禿げぬればつるるものとは知りながら 尚恨めしき朝シャンかな
伊勢大輔
いにしへの奈良の都の八重桜 けふ九重ににほひぬるかな
いにし屁のオナラの巫女の八重臭ささ今日この辺に匂いぬるかな
行尊
もろともにあはれと思へ山桜はなよりほかに知る人もなし
ものどもに配れと思へ黄桜を 花より団子知らぬ人なし
くにさん

回文
☆ワールドカップ ２日録るわ
☆かつら 落下
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☆カリスマ ごますりか
☆浮気に突進、嫉妬賑わう

平井幸雄

ヒライ信ワールド 「あちら立てれば こちらが立たぬ」

一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）
はかない人生・長生きの人生
長生きとは、長息である。はかない人生とは「吐かない」人生のこと、いのちは「息の
道」である。口から吐きって、鼻からスツ！と吸う。充分吐かないと腹式呼吸ができない。
胸式呼吸では発声も歌も声が透らない。地元の区の講座で発音・発声の訓練をやった。母
音の「あ～」を続けて、何秒出来ろか。短い人は１８秒どまり、長い人は２５秒、会員の
渡辺さんは４０秒と続く（カンツオーネ歌手）。充分に吐いて、「長息」で長生き、吐い
た息はもう捨てる。怒ったときの息は毒素がいっぱい。
「食べる」より先ず「息使い」に注意が大切。
東京・宮川彰久
めっきり寒くなりました。でもこの年になると昔の外に氷がはったり、
たき火で焼き芋を焼いたりがなつかし。アンチ温暖化。
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高畑傳 三流亭転失気奴（正式法名「教伝院釋印熱」
）

人間って、変ですね？

１．面白くなくても「ひざ」で笑う、これは笑薬になりませんね
２．風呂の中で論争がはじまった、おれは腹が立つ、へー立ってもへその位置はかわりませんね？

本当だ！本当だ！で二人は仲直り。
３．へそで茶を沸かせる、そりゃ便利だ、マリリンモンローのへそで沸かしたものがもっとも美味か
ったそうですが。へー知らなかった！故ケネディーが話していたそうだが、

へーますます知らなかった！
４．自民党の代議士、今度こそ党を信じてくれ、頼む。 その手は食えないぞ、

君の達の手は特にマズそうだね。日本人の信用度１位から４位に下落！（英国調べ）
５．浅田真央ちゃんの今回の美技は感激して胸が熱くなった。体温計が壊れるほど
だ。では測ってみましょうか？ 親父： 一瞬の美技だ、測定法を考えなさい。
子供；ほんと、ほんと！工夫しなくてはだめだね。 ばか親子の会話です。

上の空組 印南博之

大 娯 解

「替え歌」＆「ことわざ諧釈」

♪秋の展覧会に今年も出品し 濃いの薄いの
数ある中で 金銀特選 次々決まる 裏に礼金 審査員へ
（もみじ）
①
さるまたもトランク（木の股）から落ちる
（猿も木から落ちる）
②
サーモンも毎日じゃうっとおし
（去る者は日日に疎し）
③
これじゃあ車椅子を押せないじゃないですか
（三尺下がって師の影踏まず）
④
わざわざ持って来たんですよ
自画持参
（自画自賛）
⑤
敷居をまたげば七人の敵
あツ八人目がいた！
⑥
地獄でほっとけ！とは情けなや
（地獄で仏）
⑦
地獄のシャッターも金次第
（地獄の沙汰も兼ね次第）
⑧
歯科を探す猟師道を見る イタイヨー
（鹿を追う猟師山を見ず）
門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）警吏担当者を置いて着服を防ぐ
２）お・こ・こ・ろ・ざ・し
５千万献金
３）ベンカイの泣き所
猪瀬知事
４）お詫びの毛植えが感じられない記者会見
板東英二
５）ガジョウを崩すのは簡単じゃない
ノルマの郵便局員
６）特定秘密反故法案
反対の言論界
７）その他条項に潜む秘密のバッコちゃん
８）意見だけ 言わせた後に 大津波
９）横綱昇進に口（くち）モンゴル稀勢の里
１０）寝返りした自民沖縄県連の懸崖移設
１１）杏るよりきびしい嫁いじめ
ごちそうさん
１２）♪からたち小径♪で旅立ち
島倉千代子
１３）♪無理して作っちゃいけないと♪紅白落選の豪華衣装
１４）ギソウ馬車は本物だったわ
キャロライン大使
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南亭琴内氏どんでん返し６８
◎ 「時事川柳」 大手デパートや販売店などの偽表示が発覚
① 誤表示は 嘘いつわりの 偽表示

②メンチカツ 和牛かどうか モー分らん

③ 究極の ハヤシライスは 食わせ物

④ 稲庭風 稲庭うどんと ちゃいまんねん

◎ 「ハウツー本」…
いわゆるハウツー物と言って園芸とか日曜大工とか蕎麦打ちなど色々な本が出ていますが、そ
の中でも極め付けの本は「ハウツー本の選び方」
ジャンル別に料理、工芸、菜園と言うように系統的に並べ、実に分かり易く書いてある。
流石にハウツー本の王様。この本の１ページ目に革命的な文章が書いてありました。
「ハウツー本はノウハウが詰まっていますから一般に高価です。最寄の図書館を利用するのが賢
明です」
この本の著者は自分の本が売れなくても良いのかなあ
笑門亭来福（西川信治）

★政治呆談

☆世相呆談

★復興予算 使われぬ４兆円 税金の無駄使い 過去三番目の多さ。
★「イランの皆さん愛しています。（We love Iran.）」運動 「両方の国の指導者が憎しみを
煽り立てればいずれ戦争になる」と危惧したイスラエルの若者が立ち上げ。
★韓国は「馬鹿な国」などと発言せず「最も親しい隣国」と１８０度発想転換したらどうよ。
☆関西有名ホテル社長コメント 記者「偽装ではないのですか？」→社長「（偽）そうです」
「従業員が間違えた」とシラを切るが、ある有名シェフは「間違えるわけない」と。
☆日本の技術力 江戸っ子１号世界最深達成 ＣＭで忙しい半沢直樹の支援無しでも町工場の
底力を世界にアッピール。
☆議員以外で最近目立つ２世タレント スネを舐められるバカ親に加えて楽をしたがる子。
☆皇后陛下 合葬は辞退 「畏れ多い」。→我が家 合葬は辞退 「遠慮します」。
☆「くじけないで」に出演の八千草薫が心がけていることは不老長寿の丸薬ではなく
「いつも楽しく」 えらい
神代京子

おりこみ『写真はめ字』

２０１３年睦月
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柴本和夫

言 葉 の 研 究

① 食の誤表示
・本日は、エビよりも、腰を曲げて、謝罪いたしております
・本日は食材問題の会見ではなく、食罪問題の会見といたします
日本人は【えび】を好みません ⇒ 日本人は≪えり≫好みしません
≪イセ≫海老との表示 ⇒ 伊勢ではなく○○で取れた、【ニセ】エビの誤表示
≪小エビ≫の炒め物 ⇒ 【小指】の炒め物 （小指が数本混入してました）
≪しにせ≫の味をご堪能 ⇒ 実は、≪にせ≫の味でした
女優の≪だんみつ≫の≪あそこ≫入りの○○の新販売
⇒ 単なる≪あんみつ≫の≪あんこ≫入りの商品でした
≪フレシュ≫（搾りたて）・ジュースとの表示
⇒ ≪リ≫の文字が欠落。単に飲むと≪リフレシュ≫するジュースです。
野本浩一
お洒落日記 【ポール・マッカートニー（７１才）東京ドーム公演あれこれ】
１．ポールのジョーク
４曲目が終わると、
「アリガト。コンバンモ、ニホンゴ、ガンバリマス。デモ、エイゴノホウガ
トクイデス」と挨拶、笑いを誘った♪ 確かに英語の方が流暢で発音も良かった。
２．ポールは気前良かった
・福岡公演の折に、観戦に出向いた大相撲の懸賞金として１５本分（９０万円）提供した。
・２番目の奥さんに支払った慰謝料は 2340 万ポンド（現在だと３８億円超）だった。６年間の結
婚生活で３８億円超は太っ腹としかいいようがない。それにしても奥方は強欲だね。大変だっ
たろうね。
手切れ金ン十億円払っても なお余りあるポールの印税
イエスタディ歌い歌われ五十年 今日も明日もポールは稼ぐ
今は亡きジョンやジョージを偲びつつ 歌い続けるポールはいいね
曽田英夫

狂歌ＮＥＷ門

今日が終わって 明日また来る
・ 朝電車 あいてた席を 先とられ 今日が終わって 明日また来る
・ 5 時が来て さっと片付け 職場出る 今日が終わって 明日また来る
・ 居酒屋で 一緒の女性が 泣き上戸 今日が終わって 明日また来る
晴れの日もあり 雨の日もあり
・ 昼メシは 雨の日だけ 安い店 晴れの日もあり 雨の日もあり
・ 帰り道 一駅だけど 歩いてる 晴れの日もあり 雨の日もあり
・ 泣き上戸 またも一緒に 飲んでいる 晴れの日もあり 雨の日もあり
笑いがあれば 金がなくとも
・ 川柳は 毎日作る おもしろく 笑いがあれば 金がなくとも
・ 職場では おやじギャグ飛ぶ 次つぎと 笑いがあれば 金がなくとも
・ 通勤時 伝笑鳩を 読んでいる 笑いがあれば 金がなくとも
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らぴすらずり

そうきたか！

ラブリー・ニックネーム

「マジコ」
経理の小島
「撃墜王」
広報のアイコ
「ケナイナイ」企画の岡田

単に名字の反対読みだが、生真面目な彼女にうってつけ。
公私共に狙った獲物はほとんどおとす凄腕エース。
明るいキャラで自ら命名。飲み会で酔うと、
「イケナイ

「リーダー」 人事の木村

イケナイ ケナイナイ～」と唄っている。
leader（指導者）ではなく reader（読み取り機）
煙たい人事部、バレては大変…バーコードリーダーを

「たりぶん」 車両課の田中
高木正明

かざしたくなる頭。
１００キロを超える巨漢。 二人分。

コミックどどいつ瓦版《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

秘密保護して 人権無視で 逮捕・監禁 やりかねず
訳はともかく 秘密は秘密 何で秘密か それ秘密
違憲臭いが 無効じゃないと 訳のわからん 最低裁
領土・領海・領空圏を 勝手に縄張り するチャイナ
グルメブームの 便乗事件 ホテル・デパート・有名店
安い食材 偽装で高く 見せて騙して おもてなし
偽装メニューで 稼いだ罪が ばれて暖簾は 傷だらけ
鮮魚店でも 覗けば干物・開き・粕漬け・冷凍魚
偽装天国 原発だって 安全神話で 丸めこむ
冬の悲報に 登山やスキー 賛歌を惨禍に するナダレ
歌は泣き節 波乱の千代子 ガンが祟って 黄泉の旅
苦節九年で 日本一に 夢が叶った 星野節
信用亭 駒公（佐藤 忠恕）

世相都々逸 no.23 ◎夫婦喧嘩の仲裁だの卷

持つべきは友だ編
夫婦喧嘩の 仲裁すれば さすが友だと 感謝され
夫婦喧嘩の 仲裁すれば たちまち解決 仲直り
なぜ勘定は俺？編
夫婦喧嘩の 仲裁すれば 和解の酒代 俺持ちに
夫婦げんかの 仲裁すれば なぜか二人を おごるはめ
どうしてそうなるの編（１）
夫婦喧嘩の 仲裁すれば 出来ているなと 勘ぐられ
夫婦喧嘩の 仲裁すれば 何時の間にやら 俺のせい
俺は仲裁専門かい？編
夫婦喧嘩の 仲裁すれば 喧嘩の度に 呼び出され
夫婦喧嘩の 仲裁すれば 次回も頼むと 予約受け
仲裁しなけりゃ良かった編
夫婦喧嘩の 仲裁すれば 後で二人に詰（なじ）られる
夫婦喧嘩の 仲裁すれば こじれにこじれ 直ぐに逃げ
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佐藤 俊一

アイ・マイ都々逸 川越風味

【どこの・ど・どいつ返歌球】

■世の傑作《都々逸》への【返歌球】
《酒に酔うまで 男と女 トラになる頃 オスとメス》
【今宵こそ 獣になりたい 弱気のオスが 酔って眠れる トラになり】
【酔ってケモノに なってといわれ 気がつきゃ一匹 のけものに】
《何をくよくよ 川端やなぎ 水の流れを 見てくらす》
【何をくねくね 川端うなぎ たれが恋しと 身悶える】
《梅にうぐいす あたしにあなた きょうもあしたも 春景色》
【梅にうぐいす 来ぬ寂しさを 知ってめじろが うめにくる】
《見送り見送り 女の意地が 無理に帰した 夜の雨》
【無理に帰した 女の意地を 悔やむ涙か 夜の雨】
《濡れるほどでは ない雨なれど 世間の人目に ひらく傘》
【その身濡れても あなたとわたし ひとつの傘は させぬ仲】
（一つの傘は させぬ中でも 砂質笹列 雪見酒）
《世の中の 花は一度に 咲いたというに 数えて十日の 逢い不足》
【冬の候 花の多くは 散ったというに 咲いて十月（とつき）の 花に逢い】
《神にゃなれぬが 悪魔にゃすぐに なれそでわびしい わが心》
【すぐに悪魔に なれそな夜に あなたあくまで 凡（なみ）の人】
【神にゃなれぬし 悪魔もなれぬ 凡（なみ）の人です あくまでも】
■今様どどいつ：おまけのクスリ
【波(並み)の女に なっても君に 思い寄せては 返される】
【車には のるならのむなが 常識だけど のせてのませる 口車】
【トナカイと うまが合わずに シカトをされて 馬橇に替えた サンタクロース】
【猪瀬知事 都民うらぎる げんきんなやつ ウラばっかりだよ お・も・て・な・し】

藤井敬三

ユーモア川柳

ああ体重 ＜解体新笑シリーズ＞

息をとめヘルスメーターそっと乗り

ダイエットできて体重言いふらす

女房は体軽計と呼称変え

あの頃は王様抱っこ出来たのに

風呂上りタオルを巻けば土俵入り

メタボでも着膨れと言う妻の知恵

体重で乗馬クラブに拒否をされ

体重が美声のいのちオペラ歌手

プリーツの寝押しに便利重いパパ

存在は軽いが重い体脂肪

避難所で生き抜くための太鼓腹

ラッシュ時に体重移動のコツ覚え

笑道に笑進して下さい。

もう一度ジョークサロン出前を心待ち申し上げます
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★2013 年 11 月例会：11 月 27 日＠千代田スポーツセンター １５名
野本浩一・佐藤忠恕・高木正明・平井幸雄・曽田英夫・門口泰宣・西川信治・印南博之・藤井敬三・
高畑傳・一ノ瀬善秋・神代京子・柴本和夫・米岡泰・らぴすらずり
＊風邪を引いた方や、あれこれ所要がある方が多かったようです。少人数の会合になりました。
＊久しぶりに一ノ瀬さんが参加です。お元気で何よりです。
ジョークサロンは例会に顔出しして頂く方、伝笑鳩に作品を投稿して頂く方、ものは付けに応募して頂く
方、伝笑鳩を読んで頂く方と共に継続しています。とても小さなサロンですが、暖かなサロンだと自負し
ています。どうぞお知り合いの方にも紹介して下さい。笑いの輪が広がれば楽しくなります。

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００
2014 新年会 1 月 11 日（土）12：00～15：00＠内神田ﾗ･ﾘｳﾞｨｴｰﾙ
＊美味しい食事と楽しい会話・チャリティーバザー付きです
2014 年 1 月 22 日（水) 内神田集会室Ｂ１調理室（下図参照方）
2 月 26 日（水)
千代田スポーツセンターの予定
3 月 26 日（水)
千代田スポーツセンターの予定
4 月 23 日、5 月 28 日、6 月 25 日・・・・・
＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444
神田公園区民館・内神田集会室は、千代田スポ
ーツセンターから神田橋方面に向かい、運転免
許センター隣の建物地下１階です。ドアが二つ
あります。右のドアから、地下へ下りて下さい。
切手・カンパ受領等一覧（敬称略）
2013 年 11 月 18 日～12 月 8 日
青木孝、濱中順一郎、浜田頓坊、亀山光昭、藤倉由紀子、藤野有樹、天野秀雄、鳥居晴美、
柏谷達雄、石原義三、牟禮丈夫、香川信子、伊藤良雄、佐藤憲雄、高橋満子、
藤野哲康、宮川彰久小西祥二

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、80 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。
☆ツイッター「ジョークサロン」で変集鳥がつぶやいています。
伝笑鳩 No.291 発行 2013.12.18
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
阿部浩・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・海郷達人・片岡隆・神山徹・神代京子
佐藤俊一・佐藤忠恕・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・西川信治・野本浩一・平井幸雄・藤井敬三
松野信夫・松山カオリ・門口泰宣・米岡泰・らぴすらずり
稲葉浅治・大石脩・ほらえびす・浜田親一・若狭芳生
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、波木博信、野本浩一
発行鳩舎：同巣会ジョークサロン
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