
 - 1 - 

＊＊＊＊２０１４年１０月 No.３００特別号＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回伝笑鳩は飛び続け 今日は南へ明日は北へ＊＊ 

 今月の伝笑鳩は特別号・１２頁です。３００号到達に寄せて快鳥からのメッセージがあります。

２５周年記念例会に参加して頂いた新しい方々や、読者の方々からの作品も多数届きました。 

どうぞ、お楽しみ下さい。 

祝３００号のカットも天野秀雄さんから届きました。 

これからも、もっと楽しく笑い溢れる伝笑鳩を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永林寺住職・佐藤憲雄       伝笑鳩二九九号 大慶至極  

２５周年嬉念号 嬉しく拝しました  御機嫌様！ 

 

東京・青木孝  編集のご努力も四分の一世紀とは、何と輝やかしいことでしょうか。 

いつもながらの発刊のご努力ご苦労に頭が下ります。大変な情報力に、情報量に驚いております。 

 “優先席 いつの間にやら 化粧席” 全く驚きます。“二重のミス”に気づいていても、直さないこのすご

さ。若い女性の“感性”とうなっていくのでしょうか。 

 

天高く 食べ物うまい 秋が来る ジョークサロンで  大いに笑おう【快鳥・曽田英夫】 

     ★世相呆談 

男性平均寿命８０才を超える：  

楽しく生きるには   

⇒ 嫌いなことはやらない  

   東京／笑門亭来福（西川信治） 

ジョークサロン25周年、「伝笑鳩」３００号を迎えて   快鳥 曽田 英夫 

 本年はジョークサロンにとって節目となる事が、ふたつあります。 

ひとつは既に過ぎましたが、7月23日の例会で25周年を迎えました。平成元年7

月にスタートし25年が経ちました。一口に25年といいますが、その時に生まれた人

は 25 歳となっているということです。このように長く続けられたのは、ジョークの

作品を持ってお集まりくださいました会員皆様のお蔭と、感謝しています。                               

もう一つは本日この号で「伝笑鳩」は300号を迎えました。今も出席された方、全

国の読者の皆様に笑いをお届けしています。葉書一枚で始めましたが、現在では 10

ページをしても載せ切れないほどの作品が寄せられています。 

このように長く続けられたのは、創立時から会の運営と「伝笑鳩」変集鳥を続けて

いただいた現・変集鳥の野本さん、野本さんの後を引き継いで会長を務めていただい

た石井さん、「伝笑鳩」の変集鳥を勤めていただいた門口さんのご努力があったから

こそだと思っています。 

 この 25 年で生み出された作品はかなりの数に達していると思われます。また、最

近では笑いが健康に良いといわれるようになりました。われわれが築いた「25 年と

300号」はそれなりに重みのある「25年と300号」であったと思います。 

 この「25年と300号」を通過点として、これからも「30年、400号」へ向けてジ

ョークを作りかつ発信していくことを決意していますので、引き続き支援・応援をお

願いします。 
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古文亭南朝選    第１６４回ものは付け  

       「こねくりまわすものは」 

初孫の命名            東京   藤井 敬三 

だまのできた パン生地      千葉   皆合 かず子 

夫婦げんかの仲裁         千葉   遊佐 怜 

手垢まみれの表現         千葉   岡部 千代松 

憲法解釈             東京   植竹 団扇 

憲法九条の解釈          神奈川   志賀 明 

素人の陶芸            東京   稲葉 浅治  

へりくつ             埼玉   北沢 正嗣  

まとまらない会議         千葉   川田 又一 

摺り子木             神奈川  浜田 頓坊 

水戸納豆             東京   柏谷 達雄 

マッサージ師の手さばき      東京   藤野 哲康 

スマホデビュー          千葉   吉永 こ百合 

小田原評定            埼玉   石原 義三  

下手な油絵            埼玉   高木 正明 

もんじゃ焼き           東京   高 栄子 

古くなってきた私の脳みそ     東京   川島 幸子 

孫の手              千葉   大久保 信子 

買い替えたパソコン        神奈川  藤倉 由紀子 

締め切り間際の伝笑鳩の作品    東京   柴本 和夫 

コンクリートミキサー車       高知   高橋 満子 

粘土細工             東京   樋口 七郎 

 

次回（第165回）の題  「うんざりするものは」 （川田又一さん出題） 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

10月10日ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

 

秀逸 

 

コネを繰り回す就活        京都  牟禮 丈夫   

【評】あちこちにコネのある人は羨ましい 

入選 

 

紙芝居の水飴             神奈川  織田 元康 

下手な手術              神奈川  阿部 浩 

部下の作った会議冒頭のあいさつ文    千葉   海郷 達人 

週刊誌の話題             福島   松山 カオリ 

断食中の思考回路           京都   久保 三徳 

佳作 
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岩手・ほらえびす      またまた「ニヤリ」連発 

 

入閣決定      これで選挙区へ帰れる               －待機組議員－ 

代ゼミ閉鎖     －代々木も過疎化してるのか－            －村人－ 

延長５０回      努力不足と言われても仕方ない  理研２２回    －唐変木－ 

怖いモノいろいろ   カミさん、金欠病、エボラ、デング熱         －臆病者－ 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊    甘辛都々逸ほのぼのランド 「笑々笑えるで笑」 

 

  ☆ワッショイワッショイ 浅草ムード 弾ける笑顔の 充ちる街 

☆会話・雑談 楽しい溜まり 貴重な時間を 生きている 

☆笑い笑  々 笑々笑う 皆の笑顔が 笑い呼ぶ 

☆ジャズ百年 そう言や聴いた 聴いたことある 想いだす 

☆四国は「酒国」 蔵元６０ エライコッチャー 酔いよいじゃ 

☆頓坊の 部屋へ遊びに 来たのだろうか とんぼ一匹 お客さん 

 

長野・柏木易之       川柳で 九十三爺 長生きす 

 

温暖化我が家の財布寒冷化            父の背を流す思いの墓洗い 

この年でまだまだやりたい事がある        補聴器は聴きたくない事聞こえない 

 

東京・菅谷信雄      「昔はいなせ 今ねこぜ」 

 

9 月 9 日朝日洋上大学の 45 周年記念同期会に参加しました。朝日洋上大学とは、船で米国に行った仲間達

の集いです。45年ぶりに参加する旧友もいて、中には若い頃の原型を留めない旧友もいました。 

会場では、"How are you?"の代わりに、"Who are you?"という会話があちこちで聞かれました(^人 ^；） 

 

稲葉浅治             川柳「負ける」     

 

かけっこをしても五才に負け続け      泣く孫に負けて財布の口ゆるみ 

ロボットに熟練の腕負かされる       ままごともパパが負けてる口ゲンカ 

 

大石脩                 ダジャ連発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ママ、鹿は奈良に居るね」 

「そうよ、こっちの動物園にもね。シカ

し、すぐ近くにもね」 

「ドコドコ？」 

「ふふっ、歯医者さんよ」 

 

「そんなに根つめて大丈夫？」 

「うん、けど慣れてるよ」 

「少し、頭休めなさいね」 

「ア、タマにはね。ありがとう」 

「明日の天気はどう？」 

「少女です」 

「何???」 

「雨 a girl です」 

 

「数多くのカミナリさん、鳴るとき暗い

のは何故？」 

「ひゃーーーーーーくらい＝百雷」 
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松山カオリ                「No.13」は長生き 

                                                  

先日、知人の「101歳を祝う会」に招かれました。 

 101 歳のご当人は、銀座のあるお店の現役オーナーで、今でも元気に毎日お店に顔を出されています。

集まった方々のお祝いの言葉も様々で、皆さん楽しげにスピーチされていました。 

 主役自身のお話も愉快でした。仕事一途な方かと思いきや趣味も豊かで、色々な活動のまとめ役として

も活躍されています。 

 そのひとつ「アーチェリーの会」でのこと。会員それぞれに番号を付けることになったとき、キリスト教圏

では忌み嫌われる「No.13」になり手がいなかったそうです。仕方なくその方が、まあいいかと No.13 を引

き受けたとか。 

それは 50年前のこと。年下の会員も多かったはずですが、No.13より若い番号のメンバーは、今はもう

どなたもおられません。 

 

若狹芳生＠鎌倉      間違いだらけの魚偏の漢字を付けられた魚たち 

魚偏に板で 蒲鉾      魚偏に臭で クサヤ   魚偏に白で シラス     

魚偏に赤で 金魚      魚偏に串で ウナギ   魚偏に泥で 泥鰌 

魚偏に翼で トビウオ    魚偏に干で 干物    魚偏に小で こざかな 

魚偏に辛で 塩ジャケ    魚偏に岩で イワナ   魚偏に太鼓で ホッケ 

 

香野好太        好太川柳＆フォト川柳    

猛暑日が恋しがらせるハワイ避暑   怖きものエボラ、ハマスにウクライナ 

広島も長崎も泣く新解釈       立秋で猛暑で豪雨で稲光 

節電を説いてた夏がウソの様     原爆忌苦笑いする安倍コピペ 

人住めぬ山河も驚く再稼働     自民から見れば国民ほぼ左 

台風が近づきびびる「ナウキャスト」  慰安婦の誤報で朝日首すくめ 
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紙ぷーせん（中村史江）     「オニヤンマとの遭遇」 

 

この夏もあ゛ぢがっだァ! アセノモトノカキマロイラツメでした。 

そんなある日。そこそこ混んだ電車に――吃驚したのなんの! なにやら飛んでる。蚊じゃござんせん、蠅で

もなく。もっとうーンとエッケーの。トンボですヨ。それもホレ、大トンボのオニヤンマ。 

えーっ!?  オニヤンマ 電車に乗る!  これは事件です。特ダネ!  こんなジョーダンみたいなこと、あるん

ですね。かわいそうなのは、当のトンボクン。吊り輪に体当たりしたり、カベにぶっかったり。なんとか自由

の身にしてはやりたし、事情（ﾜｹ）はききたし……。 

原宿を過ぎ ヤンマ舞いこむ 山の手線  神宮詣での帰りかや 

威風堂々のオニヤンマ。幼い日々がぐぐっと。40年前、夏に逝った兄をおもいだして―― 

おにィやんが 捕えてくれた オニヤンマ 勲章のごと 胸に止まらせ 

とうとう駅を乗り過ごし 見届けたやな ヤンマの行方  

駒込駅のツツジの茂みに逃がしたかったけど、コトバ通じず、とうとう鶯谷駅へ。ここがチャンスと雑誌を

丸め、ほーほーとドアから外へ追いやってGood-bye! 

 翔んでいったよ おにィやんのよう オニィヤンマは トンボの王 

 

平井幸雄           夏休みの宿題 
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神代京子   おりこみ写真はめ字   ◆盆踊り シャンソン歌い 夏はゆく◆ 

  

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑門亭来福（西川信治）    ★政治呆談   ☆世相呆談 

★原発再稼働判断 政府「規制委に任せる」 規制委「最高レベルの基準をクリアー。 

しかし安全かどうかは判断せず」→集団的自衛無責任  

★ズサンな除染作業 古タイヤ、トタンなどで手っ取り早く表面だけキレイに穴埋め。 

費用は国が立て替え東電に請求。東電は電気料に上乗せ。→見えぬ物にはフタ 

★トークショーで「里帰り出産直後戻らなかった理由は？」と聞かれ「（奥さんが） 

一緒にいたくないと言うだけで、理由は聞けなかった」と答えたが→私は納得。 

★女性の社会進出に躍起の安倍政権→世界的に低い日本女性の地位向上に貢献？ 

 ☆祭りの山車の列にベビーカー横断。「危ないから」と交通のオバサンに注意され 

「どうしていけないの？」と食ってかかる自己主張ママ→事故責任？ 

☆夫婦の会話 夫「誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ」と言ったら翌日の夕食の食卓に全

ての材料が調理せずに乗っていた→妻「誰のおかげで食事が出来るの」 

☆昨年在宅介護のうち老老介護が過去最高の５割超え   

更に20年後高齢者世帯の独居が急増 なかでも東京は全国最高の44％が独居 

→東京シルバーオリンピックなら金メダル続出。 

 

米岡泰・南亭琴内氏 どんでん返し７７   「時事川柳」＆「大手銀行のエリート社員への訓示」 

 

また転けた認定します老妻に（労災に）      老いるとも川柳詠めばシニア川（死にゃせん） 

まあ良っか四半世紀も無反省（２５周年記念）   メンバーを笑い死にする程笑わせて（本望です）  

 

 

 

 

 

 

 

心 春 し び か 

せ 秋 ゃ 私 な 

ん そ ん ゃ し 

細 し そ 歌 み 

に て ん う 喜 

夏 お ぼ 君 う 

祭 ん ん は ら 

り ど お ん ぼ 

の 嬉 ど な ん 

輪 し り り え 

は 鴎 な 気 白 

や 空 つ が い 

く ゆ は つ な 

も く ゆ け み 

秋 よ く ば 頭 

君たちは徹夜も厭わず本当に良く働いて、我が行のために貢献してくれている。 

 これからも頑張ってほしい。いま当行が一番諸君に望んでいることは、一刻も早く

諸君に退社して頂くことです。 

 本日の夕刊には、当行が過剰投資と不良債権問題と役員汚職で倒産寸前であると

大々的に発表される予定です。 
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庭野ち草（コピーライター）  「シャレを交えた七七七五どうぞよろしく願います」 

 

●うなぎないから うどんにすると いわれてどうよう 丑の日に 

●手抜きしません 食事の支度 さあさ今夜は 冷奴 

●サマーセールで 衝動買いし いちども着ずに あきがきた  

●打ち水効果 ありやなしやと 論客多く 沸騰す  

●どれにしましょう 花火いろいろ まずはせんこう 花火です 

●ひやむぎ好きと そうめん好きの 同席ならぬ 麺がのび 

●終始一貫 ビール飲むのに とりあえずとは これいかに 

●ようかん好きが よく見ず買った みずようかんは ようくわん 

●センスがいいと ウチワほめても 喜べないよ 心から 

●胸高鳴るは 老いらくの恋 不整脈かと 鈍な奴 

●ニイニイ兄や ジイジイ爺で 夏のセミナー オスばかり 

●寄り添うならば 黄昏時に 日傘二人を 引き離す 

●酷暑の日には クマが出るのよ 眠り浅くて 目の下に 

●猛暑の日には 牛になるのよ 動きたくない 昼さがり 

●残暑の日には 青息吐息 金も余力も ないざんしょ 

●ピュアであろうが バージンだろが いずれもオイル 劣化する 

●すいかあまいか あまいかすいか 縞くっきりが ビンゴです（ち草） 

●遊び長良の アユの捕獲は ウミウの特技 こりゃウカイ（ち草）  

●そのひぐらしが カネカネカネと 鳴かずにいたら 凛々しいに 

●つくづくつくし ほうししたわね セミファイナルの ぬけがらが 

 

野本浩一  お写落日記 ２０１４年８月             

【ストリングラフィでイエスタディを初めて口ずさむ】 

８月９日（土）世田谷区桜上水でストリングラフィのコンサート鑑賞。 

会場は住宅地にある専用スタジオ。糸電話を思わせる絹糸が７０～８０本張られてあり、それぞれの糸には

紙コップが２個ずつ付いている。コップの場所はそれぞれ微妙に違う。この糸を弾いたり、引っ張ったりして

音を出しながら演奏する。アメリカの音楽学校を出た日本人女性が考案した楽器だ。 

彼女は世界で唯一のストリングラフィミュージックに作曲家だ。誰もやらないことにトライする天才肌かも。 

１時間半ほどのコンサートで、ビートルズのイエスタディや沖縄民謡の演奏があり、不思議な初体験だった。 

イエスタディをストリングラフィの演奏で口ずさんだのは、世界で僕が最初かも知れない。 

「絹糸と紙コップで楽器を作ったのは、どういう思いつきだったのですか」と訊くと 

「一番、コストが安いと思ったからかも知れませんね」とのこと。発想が極めてユニーク。参った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

絹糸と紙コップから流れ来る ストリングラフィいと不思議なり 

世の誰も思いもよらぬ音楽は ストリングラフィとてもすごいと 

糸電話初めて作ったあの頃に 楽器になるとは思いもよらず 
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吉永こ百合   はめ字でにっこり 「花火さく夏模様」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高木正明 コミックどどいつ瓦版   《猛暑の八月 コミック仕立て 語る七七七五調》  
 

巡る八月 原爆忌にも コピペ挨拶 する総理  
アベノミクスも ニッパチ不況 支持も低迷 日照り勝ち  
ドンと上げたい 花火も中止 邪魔した台風１１号  

暴れ豪雨が 真砂土を崩し 命飲み込む 広島市  
暑いさ中も 冷たい同士 言葉交わさぬ 日中韓  
猛暑続きで 野菜が高値 主婦も八百屋も 渋い顔   

出血サービス だったら買いに エボラ出血 なら恐怖  
猛暑酷暑で 無理矢理知恵を 絞り出しても ただの汗  
燃える真夏日 炎暑の散歩 犬もお供も 熱中症  

暑中見舞いや 残暑の見舞い 書かず出さずの 筆不精  
暑さしのぎに ひねもすダラリ 義理を欠きつつ 欠き氷  
暑いさ中の 抜き打ち工事 辺野古移設の 暴リング  

セミの寿命と 代ゼミの余命 少子化祟って 事業替え  
勝って涙と 負けても笑顔 逆転織り成す 甲子園  
猛暑前線 そろそろサラバ 味覚恋しい 秋便り  

 

門口泰宣       阿呆リズム＆パロディ 

１）目先マックら   チキンナゲット 

２）安保政策大臣を固辞されて非常辞退 

３）拳（こぶし）をきかせすぎて書類送検 氷川きよし 

４）想像の翼ひろげてＡＮＡ指名 政府専用機 

５）牛肉偽装をシブシャブ認めた  木曽路 

６）納めたのは玉ムシ料  安倍総理 

７）学生を呼ビコウめなくなった 代々木ゼミ 

８）♪道頓堀ころころどんグリコ 

看板消えてさあ大変♪（どんぐり） 

９）新撰組とかけて  メジャーの日本人投手と解く 

     その心は ヒジカタが肝心 

10）ここがいいとオスプレイ配置佐賀市 
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藤井敬三 ユーモア川柳       「ああ、身長」＜解体新笑シリーズ＞ 

 

健診は身長だけが異常なし       サミットの首脳写真の背競べ 

パスポート身長欄がない不思議     身長の差で笑いとる漫才師 

演歌歌手大スターほど背が低い    孫が来た届かない場所さあ移せ  

部長より背が低いから出世でき     身の丈を半分にして朝帰り 

へそくりは女房の背より高い場所    盆踊り下手なノッポがよく目立ち 

 

奥村篤史  アッシー君 スポ―ツセンター通い １年で５－６ｋｇも減ったよ。嬉しくって夢中に 

なり過ぎたら足がパンパンになった。今、約1日おきにマッサージ通い 4か月も。 

 

アッシー君今1日おきにマッサージに通っています。4か月も！ 通常１０時にスタート終わりは３時から

４時前後かな。先月アメリカで作られたピロキシングという上級ダンス。片手２．５ｋｇの専用グローブをつ

け1時間動き回る。動きが早く、ゆっくりが少なく結構疲れる。いい加減にやっていたが4度目は結構ついて

いける。嬉しくなって頑張ったら翌朝足がパンパンで動かない。整骨医のマッサージに行ったら1日おきに来

いとのこと。スポーツセンターの体操を続けながらなので治りそうになると又痛む。ついに4か月。幸いこの

マッサージは保険がきき、1割診療の小生1回原則200円で済むのが幸いして続けられています。  

★嬉しい感激！ ５キロの減量 その後減らない感激どこに 

 ★毎日毎日５時間６時間 お前やり過ぎ元の取り過ぎ！ 

 ★１割診療の保険が使え 驚き桃の木の２００円 

★ウオーターマッサージ・赤外線電気治療・治療師マッサージで200円・・約50分 

 ★ピロキシングは上級ダンス 年寄り無理だよ じゃあ挑戦！ 

 ★73才 ピロキシングに挑戦 取り巻く冷ややかな目・め・メ 

  ★スポーツしながらマッサージ治療 マッサージ治療しながらスポーツかな・・どっちでも良か余暇 

★健康のためのスポーツセンター スポーツスポーツ出来たが嬉し！ 

★ ジョークサロンは頭の体操 頭マッサージして素早い回転 ★ 

 

曽田英夫            狂歌NEW門    

 

ゆったりしよう あくせくせずに 

通勤時 ドアが開いて 席取に ゆったりしよう あくせくせずに  

酒来ない つまみが来ない 叫んでる ゆったりしよう あくせくせずに   

泥酔するも 正気をよそう 

駅に着き 階段あがる その足は 泥酔するも 正気をよそう  

帰り道 美人の知人 出会ったが 泥酔するも 正気をよそう  

夜の道 警察官が 不審者と 泥酔するも 正気をよそう 

 ヤバイと思い とぼけとおして   

満員の 車内で美女の 尻ふれる ヤバイと思い とぼけとおして 

オレオレと 言って電話が かかったら ヤバイと思い とぼけとおして  
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柴本和夫                 言葉の研究                              

１．≪こんなこと≫・・・・あると思います！ 

  ①若々（わかわか）しくて・・・・と書こうとして、つい書いてしまいました 

     女々（めめ）しくて ⇒ 女らしくなりたかったんですね！ 

  ②太ったマツコさんのくつろいでいる姿・・・・マツコ・リラックス 

  ③昔は、水もしたたる≪いい≫女 ⇒ 今は、お湯も、溢れる ≪太い≫女 

④日本うなぎの絶滅危惧種指定の報道に、日本の野党が・・・ 

次の絶滅危惧種指定は、≪日本やとう≫ かもしれない 

⑤広島女性ファン⇒カープ女子と言うが・・・・日本語にすると・・コイ（鯉・恋・濃い）女 

⑥サッカー用語 ・・・ロスタイムとアディショナルタイム 

 定年後の姿 ・・・ ○○タイムです ⇒ それはあなた次第ですよ！。 

２.夏休みの自由研究・・・お札の隠された秘密・・拡大コピーで発見 

・千円札には、数字の≪１０００≫とカタカナの【ニ】【ホ】【ン】が隠れている 

      ⇒ ≪千≫と≪ニホン≫の≪紙≫隠し 

       ニホンが裏と表に隠れてます（見つかると感動もの） 

  ・壱万円札にも、ニホンが裏と表に隠れてます（見つかると感動もの） 

 

 海郷達人        小話 絶滅危惧種 ：私たちの周囲の絶滅しそうなもの 

 
１． 蚤、虱、南京虫 子供の頃寝具に取り付いて悩まされたものですが、DDTのおかげで 

すっかり姿を消したようです。DDTも絶滅？ 
２． ゴキブリ 昔はスリッパを手に毎晩のように追いかけまわしましたが、ゴキブリホイホイ 

の普及により、ずいぶん減ったようです。 
３．水虫 学生時代の寮生活でうつされて退治するのに10年以上かかりましたが、もうながらく

お目にかかりません。まだどこかで棲息しているとは思いますが…。 
４．金魚売り 子供の頃、家の近所を回る物売りがいろいろいました。最近まったく見なくなっ

たのが、桶を担いだ金魚売り。「キンギョエ～エ、キンギョエー」という呼び声が懐かしい。 
５．オアシス、書院 パソコンの便利さに流され、専用機はいつか廃棄処分。フロッピーに蓄え

た多くの情報を今見ることができません。 
 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）  世相都々逸no.31  ちょいと気張って掃除をしたぞの卷 

 

○妻からの一言編     ちょいと気張って 掃除をすれば 今後も水準 保ってと 

   ちょいと気張って 掃除をすれば 片づけたいもの 先ずあなた  

○子供からの一言編    ちょいと気張って 掃除をすれば もう仲直り？ 母さんと 

ちょいと気張って 掃除をすれば 気まぐれだよと 無視される 

○母親からの一言編    ちょいと気張って 掃除をすれば 嫁と喧嘩と 理解され 

ちょいと気張って 掃除をすれば その手使うは 父譲り  

○父からの一言編     ちょいと気張って 掃除をすれば 手を抜け俺が 迷惑と 

ちょいと気張って 掃除をすれば 浮気ばれたかと したり顔 

○家族全員からの一言編  ちょいと気張って 掃除をすれば やれば出来ると 声揃え 

ちょいと気張って 掃除をすれば 次回もしてと 念押され 

○ご近所からの一言編   ちょいと気張って 掃除をすれば 何かあったと 噂立つ 

ちょいと気張って 掃除をすれば やっぱりそうだと また噂 
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佐藤 俊一          アイ・マイ都々逸 川越風味    

 

■ユーレイ異聞     ほれっぽいのよ ひとつ目小僧 片っぱしから ひと目惚れ 

 浮遊するのよ 霊魂ふわふわ 背筋も凍る ふゆかいな 

■秋ざんしょ      目撃したのに ミンミンゼミは 何もみんみん みーんみん 

誰を待つやら あの風車 こぬか雨にも くるくると 

風呂上り スキンクリーム 塗ったら湿布 ひとりでできる スキンシップ 

あきあきするは もう少し先よ あつい仲です なついてる 

 ■世の〈都々逸〉見立ての返歌球 

〈便りあるかと 聞かれるたびに 別れましたと 言うつらさ〉 

だんな元気と 聞かれるたびに 別れたわよと かか大笑 

〈悲しからずや ズボンのおなら 右と左に 泣き別れ〉 

泣いて別れた ズボンのおなら きょうはスカーっと おとなしや〉 

〈夫婦喧嘩は 三日の月よ 一夜一夜に まるくなる〉 

 夫婦喧嘩は 下弦の月よ 手かげんしながら とがってく 

 

 上の空組 印南博之     大娯解  「いか」食用不可 

 

 内科     エエじゃないか そうじゃないか くれないか 

 外科     ゲゲゲか？  ハーイ キタローです         

 歯科     これしか あれしか ナウシカ しかられた           

 産科      曽田さんと野本さんか     

 眼科     「眼下の敵」を見に近視町へ行ったなア 

 皮膚科    はひふか？ 

 耳鼻咽喉科  自費淫行か！ 

 肛門     校門は後門もあります  

がん科    いえ鴨です        こんなことでイインかいな                    

 

高畑傳          ジョークを讃える、「笑薬」第二弾 

 
☆高校野球石川大会決勝９回の裏の大奇跡 
９回表スコアボードには０対８で小松大谷高が星陵校に大差で勝っていた。しかしこの最大のピンチの星
陵高校選手たちは笑いを絶やさなかった。それは笑えば前向きになる。必勝ならず、必笑を今年の星陵高
校チームの合言葉であった。なんと笑いの中、全員がホーム飛び込み、９点を奪取した。 
正に笑い、喜びの大会優勝でした。笑いは強し！ 
笑賛（賞賛）、笑賛（称賛）でした。笑いは凄い！立派です。笑する（賞する） 

 
☆癌患者が抗がん剤で苦しむのを和らげるために 
「かつら帽子で笑顔」で治療促進を国立ガン研究センター中央病院＋医療用かつらメーカが開発。 
そこでジョークサロンの提案は、効果をさらに高めるたかめるために「かつら帽子」をかぶって、 
ジョークサロンの例会に出席を願う、合わせ技で効果覿面てきめん、その上にジョークサロンメンバーで 
末期肺癌を笑い飛ばして完治させた、元気男、石井志津夫さん特別指導付。さらに、更に、ジョークサロ
ンの２５年間、選び抜かれた、特効の笑薬もお付け致します。 
頑固ながんも退散間違いなし。ジョークサロン快鳥さんの保証付です。 

 

ジョークを讃へ、皆で一緒にワハハハ、ジョークは不滅だ、永遠だワハハハ 
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★2014年8月27日    ２１名    女性が例会に５人も参加で賑わいました 

奥村篤史、野本浩一、高畑傳、一ノ瀬善秋、印南博之、曽田英夫、阿部浩、高木正明、門口泰宣、 

西川信治、神代京子、佐藤忠恕、柴本和夫、平井幸雄、藤井敬三、佐藤俊一、ＮＭ、庭野ち草、 

中村史江、阿部博、尾垣聡子   ＊「あべひろし」さんが二人参加の例会でした。 

 

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 ・・・25年間変わってません） 

10月22日（水） 千代田スポーツセンター７Ｆ第２集会室 

11月26日（水） 千代田スポーツセンターの予定 

12月17日（水）忘年例会 千代田スポーツセンターの予定 

2015年1月10日（土） 新年会を予定しています。  

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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３００号記念・・・同人一挙三人笑介： 

写真下左：平井幸雄   毎回ユニークな情報・洒落が溢れるヒライ信で驚かせて貰います。 

同  中：佐藤忠恕   現在は世相都々逸を披露中です。楽しい語り口が好評です。 

同  右：一ノ瀬善秋 ８０才を越えても矍鑠としてユーモアスピーチが絶えません。 

記者「３００号到達おめでとう 

ございます。 

次の目標はなんですか」 

ＪＳ「３０１号です」 

３００に 

 なってめでたい 

   あきのよい 
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