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時事川柳
・水害もがけ崩れでも人災です
・アジアから蚊と帰国したら迎えなし
＊＊３００回伝笑鳩は飛び続け 今日は南へ明日は北へ＊＊

・ニッポンはもう温帯でなくア－熱帯！
お待たせ致しました。待望の３０１号です。
神奈川／米岡泰（南亭琴内）
毎月の例会参加者は女性も増えて来ました。
これからはその女性陣のパワーも加え、新たな気持ちで伝笑鳩を発行します。読者の皆様からの
作品・お便りも掲載しますので、宜しくお願い致します。では、今月もお楽しみ下さい。
高木正明 コミックどどいつ瓦版 《３００記念をコミック仕立て
語る七七七五調》
+

何だ神田と 年月重ね 号を重ねて ３００号
サロン仲間は ジョークも豊か 正気で笑気の ３００号
錆びた左脳や 化石の右脳 笑い溶かして ３００号
大娯解「伝笑鳩３００号記念パロディー数え歌」＊註 10 頁

上の空組 印南博之
一山進上 わしは市開く

あきんどなんだこそ 店出してまるこそ
仕入れは売り切れ
また銭もうけ
二山進上 わしは荷を運ぶ トラック便なんだこそ 荷物積んでまるこそ
荷物を運べば
また銭たまる
三山進上 わしは酒のむぞ 左利きなんだこそ
酒飲んでまるこそ
朝晩飲んでりゃ
天国暮らし

永林寺住職・佐藤憲雄

ジョークサロン特別号“伝笑鳩”３００号嬉しく嬉しく拝しました。

御清栄、御活躍を越後より拝しています。みなさまの伝笑伝道師の御活躍を御記念申し上げます。

愛知・加藤勝彦

伝笑鳩３００記念号、心よりお慶び申し上げます。

次は取り合えず５００号!!
本当に大変でしたネ。
“仕事の報酬は仕事”“善を伐（ほこ）る無し”という言葉好きです。いつ迄も皆を楽しませて下さいネ！

東京・青木孝

伝笑鳩３００号、誠におめでとうございます。

質量共に充実の内容、すばらしいことです。“四半世紀”も立派です。メンバーの方々をはじめ、ご協力い
ただいた方々の集大成なのでしょう。これからも柔軟な心身で進化されるのでしょう。期待しております。

福島・松山カオリ

３０１号からの伝笑鳩が楽しみです。

女性の出席者が多くなりましたのは嬉しいですね。筆の立つ方が参加されて伝笑鳩の編集に張り合いがあり
ますね。秋の夜長に伝笑鳩じっくり読ませて頂いて自分に「活」を入れます。

伝笑鳩 300 号を 越えていく 大いに笑おう ジョークサロンで
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【快鳥・曽田英夫】

古文亭南朝選

第１６５回ものは付け
「うんざりするものは」（川田又一さん出題）

秀逸

１００杯目のワンコ蕎麦

埼玉

石原 義三

【評】いかに大食漢でも、１００杯目じゃねぇ。
妻の買物のお伴
三日続きの午前様
三日目のカレー
役人の書いた原稿を読む大臣
役所の窓口対応
懇願中に爪を切り出した上司

入選

おばあちゃんの昔話
号泣県議
野党のお家騒動
分煙のないレストラン
高速道路の８０km 渋滞
書店にあふれる嫌中・憎韓本
北朝鮮にだまされる政府
ピントのずれた首相の答弁
首相の英語演説
議員の公約
酔っぱらいの愚痴
上司の説教
元気すぎるバスガイド
三度三度の食事の支度
８月１５日の靖国神社
早喰い競争のテレビ番組
得意気な自慢話
ちょっぴりしかなかった財産分与
某国大統領の告げ口
まとまらない会議
慰安婦問題

佳作

東京
千葉
神奈川
東京
神奈川
東京

藤野
皆合
織田
奥苑
藤野
柏谷

哲康
かず子
元康
順子
有樹
達雄

千葉
千葉
埼玉
東京
神奈川
神奈川
東京
東京
東京
東京
京都
福島
東京
神奈川
神奈川
神奈川
埼玉
千葉
千葉
千葉
神奈川

遊佐 怜
岡部 千代松
高木 正明
高 栄子
志賀 明
米岡 泰
柴本 和夫
植竹 団扇
稲葉 浅治
樋口 七郎
牟禮 丈夫
松山 カオリ
藤井 敬三
藤倉 由紀子
阿部 浩
山口 栄子
北沢 正嗣
吉永 こ百合
海郷 達人
川田 又一
浜田 頓坊

次回（第 166 回）の題
「したたかなものは」 （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
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
米岡泰（南亭琴内）

時事川柳

マラリアはやぶ蚊どちら蚊分かるの蚊
火の山を足蹴にしたら助からぬ
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鎌倉極楽寺・浜田頓坊
－イナゴ投資家－
－泣き笑い－
－約束ごと－
－神も仏も－

甘辛都々逸ほのぼのランド
☆イナゴ投資家 小型の株に わっととびつき 荒稼ぎ
☆辛口子のみの 山椒みそは 擂り粉木作家の 泣きどころ
☆疾風勁草 たしかな例え 力あるなら きっと翔ぶ
☆有為は転変 宇宙のさだめ 承知納得 歌を詠む
☆理論武装は 歴史を鏡 時のリーダー 男達
☆神と仏が ほど良い日本 イスラム要人 不思議がる

京都・大石脩

ダジャ連発

「あのカップル、剣道七段と初段ね」
「めっちゃ感、グーだ」
「あなたも有段者ね」
「ふ～～ん、you 男者なり」

「『相生（あいおい）』って、夫婦が一緒に長
生きすることだってよ」
「ふ～～ん、つまりそれは、愛多い上に名が粋
である、
ということが、
必須条件ってことだね」

「何故、ビールを皆さん方飲みたくなるの？」
「つまりさ、唇（くちビール）というぐらいだか
ら、もう本能さ」

「ボクたちのキスは浅くて甘いけど、深田恭子さ
んとのキスなら、ディープキスというんかな?!」

岩手・ほらえびす

あいかわらず、しつこく ニヤリ連発

１．iPS 移植
皮膚から目へ
視界が開けた！
－理研－
２．成果賃金
断固反対です
－国会議員－
３．鯨問題
養殖を研究してください
近大どの
－日本政府－
４．絶滅危惧種が増えそうだ
メダカ、ウナギの次は日本人
－心配性－

若狹芳生＠鎌倉

稲葉浅治

「駄じゃれ政党名」

自問自党・・・やるのかやめるのかハッキリせんかい！
甘党・・・てんこ盛りの大盤振る舞いで大丈夫？
辛党・・・国民に身を削れと言う前に議員と役人を削れ！
天然党・・・天然ボケやったら、つっこまれてもオモロイかも
金平党・・・昔なつかしい金平糖のような一粒キラリかどうか。
香野好太

川柳「待つ」

三時間待つ力つけ病院へ
三時間待たされ医者は顔も見ず
君はよく待たせてくれた駅の前
孫が来る赤丸つけて待つ暦

好太川柳＆フォト川柳

酒飲んでグデングデンで蚊に刺され
アメリカで勝って錦の旗を立て

ス
ー
パ
ー
ム
ー
ン

みんなの党降りたがヤッパおれの党
スマートフォン使う我妻腹メタポ
永遠のユニオンジャックがホッとする
-3-

兎
も
待
っ
た

お
だ
ん
ご
も

神代京子

おりこみ写真はめ字
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高木正明 コミックどどいつ瓦版 《３００記念をコミック仕立て 語る七七七五調》

双葉マークで 始めたサロン 紅葉マークで ３００号
暑いさ中も 寒気の中も 笑いまとめて ３００号
ニュースに目ざとく 聞き耳立てて 笑い茶化して ３００号
理屈屁理屈 くるりと丸め 笑いの丸薬 ３００号
灯火親しむ 夜長の秋も ユーモア・ジョークで ３００号
笑い皺出来 膝まで笑い ヘソで茶沸かす ３００号
米岡泰 南亭琴内氏どんでん返し 7８

◎｢あ～勘違い、言い違い｣

サービス係はどちら？ ワタシこの世の者じゃないので分りませ ん！
アノ～「写らんです」ありますか？ イエ～「写るんです」ありま せん！
お嬢様！ご趣味は何ですか？ ハァ～オトコを 少々～（オコト？）
一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜） 「ＢＯＮＳＡＩ」：盆栽が世界共通語
ジャパニーズカルチャーとして世界各国に伝わっている。寿司（ＳＵＳＨＩ）空手（ＫＡＲＡＴ
Ｅ）津波（ＴＵＮＡＭＩ）・・などある。なんと、さいたま市北区に盆栽町（以前は村）がある（〒
３３１－０８０５）江戸時代は上野の北、今は大宮の北にある。（１９７０）大阪万博のコーナー
に広く出品されてブーム。「けやき盆栽」に外国人が殺到したという。ヨーロッパやアメリカに「盆
栽協会」まであるという。近所に盆栽を上手に育てているオジサンがいる。立ち止まって見ている
と工夫と楽しさを話してくれる。そこへ在住の外人がきて、見入り、［ＢＯＮＳＡＩ・バンザイ］
と叫ぶ。
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紙ぷーせん（中村史江）

< 『風民老人日記』より >

卒業以来 40 数年。旧女子大生群団 AKB(A Kireta Ba-sans)66 初の信州巡業へ。
○旧友 9 人 やっぱどしても 古き女子 安心したり 我見たりシワ数競う シワワセな秋
○そのシワを どないかせんとす これもサガ パックにギョッと 夜のしじま
○ざんぶりと 幾春秋を 湯に流す 若き日浮かぶ 湯気一瞬 おんな喧し けたたまし
○幾星霜か 幾清掃 主婦のホコリが 肩 腰 膝に コリコリコリと コーリン中
○夜は夜とて マッサージ会 とどのつまりは とどとなり
○どんとこい どどんとどんと ローゴこい よせぇもごせぇも こわくない
ひとつコワイは バアサンズ コワサ知らずが なおコワイ

海郷達人
頭上注意

禁煙注意

今月の対文
平井幸雄

小 話

つゆくさ
(軽井沢)

ご用心

舗道を歩いていると、低いアンダーパスがあり、「頭上注意」と貼り紙がしてあ
りました。あたるほどではないが、上目づかいに通り抜けようとしたら、足もと
の段差に躓き（つまず）きました。
、
駅のトイレにしゃがむと、「炎感知器作動中」と注意書きがしてありました。
床には、吸殻が一つ。ふーん、煙なら感知しないのか。
代々木、デングいたか。 ⇒
判じ絵
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蚊、大群で。ギョよ。

吉永こ百合

はめ字でにっこり 「満月に 秋刀魚焼く」

笑門亭来福（西川信治）

★政治呆談

☆世相呆談

★松島法相 事務方が「小マキコ」（威張る、拗ねる、切れる）を心配？
「性犯罪を繰り返す人は去勢手術も検討すべき」の発言も→犬、猫じゃあるまいし・・。
★（笑える）号泣元県議「天地神明に誓って県民のために政治活動費を使いました」
→警察の事情聴取に「1，684 万円を政務活動にはほとんど使っていません」と白状。
詐欺容疑で送検方針。（世の中を変えるためには嘘も方便と思ったのか？）
☆吠えない盲導犬を刺す犯罪
→金・モノでは世界一のオリンピック、パラリンピックでも心は世界ビリ？
☆埼玉連続不審火 26 歳無職の男→「ムショクシャした」からやった。
☆ＴＢＳ「私の何がいけないの？」(司会：江角ママ)→テレビに出る事でしょう。
☆日本発世界が注目 認知症予防「コグニサイズ」（小国？サイズ）＊
認知症危険因子で突出は運動不足→有酸素運動が 65 才以上の認知症予防に有効
正しい姿勢を保ちながら少し早めにまず 5，000 歩。歩きながら 100 から 7 や 9 を
交互に引き算したり、しりとりや川柳を交える。
但し、スマホ歩き同様交通量の多い道路は危険なので安全な場所で。
＊コグニッション（認知）+エクササイズ（運動）
☆北海道の山に雪「もう秋です。オータム」→ＮＨＫ出演フリーの気象予報士南さん。
ジョークサロンに是非スカウトしたい
野本浩一 お写落日記【ニューヨークメトロポリタンヤンキース 錦織を見てミュージカルへと 】
９月１日から１１日まで、ニューヨークに滞在して美術館・ヤンキースの試合やミュージカルを楽しんだ。
滞在中に思わぬ朗報を得た。全米オープンテニスでの錦織選手の活躍だ。何とベスト４に残った。
急遽予定を変更して、準決勝と決勝のチケットを手に入れ応援に駆け付けることにした。決勝は完敗だった
が、準決勝は応援に熱が入る好試合となり、世界ランク一位のジョコビッチを破る大金星だった。
９月６日
準決勝第１セット第２ゲームは錦織圭選手（写真左）の
サービスゲーム。とは言えサービスで負けは譲らない。
３時間弱の試合を制し、３－１で錦織選手の勝利。

☆ジョコビッチ錦織も着るユニクロは
人気沸騰ウェアは完売
☆炎天下熱戦続く準決勝
熱中し過ぎの熱中症かな
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庭野ち草（コピーライター）

ち草の都都逸：厳選かけ流し

●「刺されました」と 交番にいき 「蚊ですかどこの 公園の？」
●「秋は困るよ 体重増えて」 春夏冬が 笑ってる
●オータム小寒 山の小僧が 猫しのばせる ふところに
●スカート穿けぬカレンダー屋の娘 みんながめくる そりゃ困る
●残暑厳しく 墓にまいるも 体まいって ボチボチか
●腹筋運動 余念がないね へぇ足の爪 切るために
●鍛えているさ ウォーキングして 寄り合う酒場 目指すため
●女房焼きもち 火箸でかえす ととも炙られ 炭と化す
●懐寒し 秋の風なら せめてカイロの 日和にと
●布団の中で ともに過ごすは 切れない仲の スマホかな
門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）チリッチ選手にケイ意を表す 錦織選手
２）肝心金目な話です
政治献金再開
３）誤まったら謝まるもの
朝日新聞
４）デモはデモ暮らしーの表明
５）♪星野流れに 身をまかせて
どこを居場所の 転落の位置
すさぶ心で いるのじゃないが
マークンが抜けて 崩れはてた
こんなチームに 俺がした♪（星の流れに）
６）♪あの人は 逝って逝ってしまった
もう還らない♪（横浜たそがれ）
７）イグノーベル賞に滑り込み 馬渕教授
８) 月見ダンゴの数は？ ダンゴ１５
９) イスワル国に空爆開始
藤井敬三 ユーモア川柳

「ああ、食欲」＜解体新笑シリーズ＞

女子会の食欲満たすバイキング

別腹を妻はたくさん持っている

喧嘩した日の女房はよく食べる

飽食にブレーキを踏む血糖値

食欲に手錠をかけるダイエット

秋刀魚好き殿が目黒の街おこし

三ツ星の店で食欲照れている

食欲をそそりっ放しのコマーシャル

今日もまた夜食代わりの非常食

空腹で賞味期限がボケて見え

上の空組 印南博之

大娯解「伝笑鳩３００号記念パロディー数え歌」＊註 10 頁

七山進上 わしは質屋通う 質流れなんだこそ 掘り出してまるこそ
手にしてにっこり
再び生きる
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奥村篤史
三遊亭あつ楽奮闘記 “生まれて初めて落語の講演 2 日練習 3 日目舞台！”
アッシー君の町花小金井のすぐ隣の東久留米市で真打による落語講習会があること発見。三遊亭
京楽なる名人が分かりやすく指導するとのチラシ。
・・・参加者は大人 16 人、子供 6 人。あなたは
「巌流島」を４人で行いそのトップバッターです。変更することもありますがしっかり練習しおい
でくださいとのこと。そしてここは早く、遅く、間を置いてなどの指示多数。2 回真打より教えて
もらいましたが中々の熱演で面白い。
・・・教えたけどできる訳ないよなーという師匠のギャグ。2
回講習を受けましたが 3 回目の 8 月 31 日には東久留米マロニエホールで発表会をしてもらいます
とのこと。
・・・毎日 3 回声に出して練習、10 日あるから大丈夫とのこと。
あわてて質問。足袋は白？黒。羽織はいるの？ あわてて買いにいきました。大道芸人なので羽
織は付けたことがないアッシーでした。
★高校時代より落ち研目指し やっとなれたぞ７３才
★成れぬ成れない成れない落語家 やったぞ落語の晴れ舞台
★2 回練習 3 回目で舞台 驚き桃の木 最初の舞台
★生まれて初めて羽織を羽織る あつ楽似合うと師匠のお世辞
★出だしは上々中盤好調 グーと思ったら次出ない
★セリフ出ないのお客は待ってる 笑って頂戴と捨てゼリフ

狂歌 NEW 門

曽田英夫

楽しく笑い 調子上々
居酒屋で 刺身と酒と 会話あり 楽しく笑い 調子上々
社内でも ギャグを飛ばして おもしろく 楽しく笑い 調子上々
わが川柳 ラジオで二週 続けざま 楽しく笑い 調子上々
好きに生きたら 長生きできる
朝食に 採ったばかりの 野菜食う 好きに生きたら 長生きできる
五時が来て すぐ日本酒を 呑んでいる 好きに生きたら 長生きできる
駅へ行き いろいろ電車 撮っている 好きに生きたら 長生きできる
二十五年 ジョークばかりを 作ってた 好きに生きたら 長生きできる
世間は一体 どないなってまんねん
マー君が 復帰してきて すぐ勝った １３勝だ あれマーすごい
49 山本昌が マウンドに 立っただけでも マサに記録だ
信用亭 駒公（佐藤 忠恕）
先ず準備編
テニスも衣装だ編
実践編
現実は厳しい編（１）
現実は厳しい編（２）
後遺症編
総集編

世相都々逸 no.31

流行りに合わせ
流行りに合わせ
流行りに合わせ
流行りに合わせ
流行りに合わせ
流行りに合わせ
流行りに合わせ
流行りに合わせ
流行りに合わせ
流行りに合わせ

錦織君に刺激を受け、テニスしたぞの卷

テニスをすれば
テニスをすれば
テニスをすれば
テニスをすれば
テニスをすれば
テニスをすれば
テニスをすれば
テニスをすれば
テニスをすれば
テニスをすれば
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先ず体操で 首痛め
馬子にも衣装と 囃される
よーい始めで 足がつる
ほんの数分 息が切れ
腕、初級から 何故伸びぬ
同時に始めた 妻に負け
そんなにやらぬに テニス肘
得たは日焼けと 肉離れ
プレイ後治療に 時間割き
だから言ったと 妻非情

佐藤 俊一

アイ・マイ都々逸 川越風味

■世の〈都々逸〉見立ての返歌球
女房にゃいえない ほとけができて 秋の彼岸の 回り道
女房にゃいえない ほとけが欲しや 秋の悲願の 迷い道
祖先の墓は ほとけだけれど 生身の花は ほっとけない
●報道蚊熱

●「あき」がきた

高畑傳

刺されないよに ムシしちゃ駄目よ あなたヒトスジ ストー蚊～
あなたヒトスジ ストー蚊ぁです モウ好キートしか いえないの
耳にかすかな 翅音で目覚め デングり蚊え～！って ハネ起きる
かき（柿）むしるのが ならいの秋に とまってくれるな おっ蚊さん
なつきあってた 恋人たちも どつきあってる あきがきた
くいあらためよ 豊穣の秋 いまくわないと くいのこす

二流亭 転失気奴

ジョークを讃える、「笑薬」第 ３弾

〇「バナナの皮はなぜ滑る」を証明 馬渕 清資 教授にイグ・ノーベル賞
授賞式には英語でスピーチ、笑いで会場をわけるように求められている。
教授は「天使にラブ・ソングを」の替え歌で会場を沸かせた。
ジョークサロンも３年後イグ・ノーベル賞受賞予定、我がジョークサロンも頑張って！
〇ジョクサロンメンバー 石井 志津夫さんの実践例とその情報を聞かれた、北海道メンバーのＳ
さんが癌を直されたとの感謝の知らせあり、
〇免疫力の第一人者 新潟大学の 安保 徹教授は著書で笑いを絶やさなければ、癌を直す４か条で
明言されて居ます。来年度ジョークサロンは病院などで患者とジョーク大会開催、厚生労働省
から賞状を頂く夢を見ましたよ。頑張れジョークサロン！日本の宝ジョークサロン！
柴本和夫

言葉の研究

１．代々木の≪蚊≫騒動・・・あると思います！
代々木の名・・ゼミとデングで、急上昇
ハエハエ・カカカ・キンチョール・・・・ゼミゼミ・カカカ・キンチョール
① 信スクール・・いつ刺す≪蚊≫ ⇒ それは・・今でしょ！
② 坂の TBS・・・アカサカサ≪カ≫ス⇒ 赤坂≪蚊≫刺す・・・に聞こえる
③居酒屋の前で・・・天狗（テング）で酔っぱらって、ぐデングぐデング状況です
２．錦織圭の話題
錦織圭・・・あの麻生さんならなんと読むでしょう ⇒ にしきおりかつら
寅さんの感想・・結構≪毛≫だらけ、新聞≪圭≫だらけ ＷＯＷＯＷはウハウハ
マッサージ師の感想・・この症状は、肩こりでなく、ニシこりですね。
テニスプレイヤー ⇒ 日本の寿司職人は、テニス職人（食人）です。
手に酢（テニス）で、握りのプレイを披露します
上の空組 印南博之 大娯解 「伝笑鳩３００号記念パロディー数え歌」＊註 10 頁
九山進上 おどは九州好きたい どんたくおくんち ハタ揚げブラブラ
ここまで唄えば
おべっかでなかと？
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★2014 年 9 月 24 日
２１名
9 月も女性が例会に５人参加で賑わいました。太字は初参加。
高畑傳、一ノ瀬善秋、曽田英夫、野本浩一、阿部浩、佐藤忠恕、印南博之、柴本和夫、藤井敬三、
高木正明、海郷達人、佐藤俊一、阿部博、庭野ち草、内田清子、西川信治、中村史江、門口泰宣、
奥村篤史、神代京子、尾垣聡子
＊「あべひろし」さんが二人参加の例会でした。
＊内田清子さんが佐藤俊一さんや庭野さん、中村さんたちに誘われて初参加しました。
＊阿部浩さんは伝笑鳩を印刷会社から運んでくれた後、別会合へ出立。飛脚さんのようでした。
＊印南博之さんの作品の元歌は日本子守
唄協会（会長月舘好子）へ登録したもので
誹謗的な歌詞を前向きにしました。

藤井敬三（写真下）ユーモア川柳
名人の蕎麦食う芸に腹が鳴る
メシだけが日課になった定年後

９月例会も２０名を超えて賑やかになりました。
女性も５名参加でとても華やかになりました。

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）

11 月 26 日（水） 千代田スポーツセンター ８Ｆ 和室
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。＠ラ・リヴィエール
2015 年 1 月 28 日（水） 千代田スポーツセンターの予定
＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444
切手・カンパ受領等一覧（敬称略）
青木孝・浜田頓坊・大石脩

2014 年 9 月 16 日～2014 年 10 月 13 日

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、82 円切手 15 枚を送付下さい。
＊４月以降消費税アップに伴い郵便料金も値上がりです。ご理解お願い致します。
☆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。
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