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＊＊＊＊２０１４年１２月 No.３０２＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

＊＊３００回伝笑鳩は飛び続け 今日は南へ明日は北へ＊＊ 

 ジョークサロン女子会が活性化しています。 

 サロン発足２５周年の会に参加しました女性陣 

の友達の輪が広がり例会が賑やかになっています。 

 ９月からサロン参加の内田清子さんが、１０月例会にどどいつ（五七七五）を持参しました。 

  

  

 

 

 

 

東京・石井赳夫  スタッフの皆様、お元気にてご活躍の毎日、素晴らしいこととお喜び申し上げます。 

 今回も切手を同封、お送りしますので、引き続き宜しくお願い致します。 

東京・小松崎文夫     「伝笑鳩」――――って、どんな鳩なんだろう――――？ 

シャレ心に縁遠い不粋極まる新米鳩です。しかし、最近、読書中ある書に一つの発見。「宇治八幡の意匠で、

さる御方のある種の罪障を、軒廊でじっと見守る一羽の鳩――。それを“伝承鳩”と呼んだとか――― 」 

鎌倉時代の初めの『古事談』という説話集にある話らしい。 

藤野哲康       いつも伝笑鳩を楽しんで拝見させて頂いております。 

また野本さんや皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。これからもよろしくお願い致します。 

東京・高栄子   私の大好きなキラの切手です。Ｈ２７年度も又よろしくおねがいします。 

 

東京・青木孝     沢山の作者の方々の知恵の集合なのでしょう。努力のあとがしのばれます。 

読者としてはレベル低いためか、作者のハイレベルに追いつけないことがあり、劣等感におそわれることし

ばしです。でも全体に作者の努力に頭が下るばかりです。 

新潟・佐藤憲雄   笑顔にまさる化粧なし  楽しみに待っている“伝笑鳩”３０１号がやって来ました。 

次号を心待ち申し上げて・・・。和尚の独り言「一語一会」   才能の差は小さいが努力の差は大きい 

東京・三浦邦夫  ３００号おめでとうございます。来年もよろしくお願い申し上げます。 

 

神奈川・藤倉由紀子   毎月 下旬には 「伝笑鳩」が届くのを楽しみにしております。 

ただ 楽しむだけで 何のお手伝いもできず 誠に申し訳ございません。 

今後共 末永くお付き合いのほど よろしくお願い申し上げます。 

埼玉・遠藤昭子   どんな方が事務をやっていられるのかと勝手に想像して楽しんでおります。 

私も後期高齢者どころか末期となりました。最近伝笑鳩の内容が笑えるようになり加齢を笑いとばして生き

ていきたいと思います。今後共よろしくお願い致します。 

東京・市井雅敏   入院していました。病院では伝笑鳩が笑いを届けてくれ癒しとなりました。 

 

晩秋の 味覚味わい 元気出す ジョークサロンで 大いに笑おう   【快鳥・曽田英夫】  

   愚問を投げりゃ珍答返る 
・毛虫と芋虫が鳥になった。何になったか？ 
      （ヒント：毛虫→蛾、芋虫→蝶） 

   珍答  蛾・蝶→ガチョウ 
・朝日と夕日はどっちが重い？   
        （ヒント：朝日は昇る夕日は沈む）       

 珍答  夕日 
東京／平井幸雄 

内田清子     どどいつ「イロハにソラシド」     

 ◆「滝の（タキノ）トイレは こちら」の声に つられていけば 多機能なり 

◆くるの？ こないの？ 大地と予定を 引っ掻きまわすな 台風め  

◆やっと社会に 回帰をしたら 空にも怪奇（皆既）赤い月 
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鎌倉極楽寺・浜田頓坊     ☆ 甘辛都々逸ほのぼのランド ★ 

<俺も「H」だ>    ☆わしの人生 三角乗りの 自転車しゃにむに こぎ始め 

☆その癖ついたか 戦後の社会 なんとか乗り切る ことできた 

☆同じ時代の「少年H」 妹尾河童と 星の下 

<神の御山・御嶽山>  ☆「六根清浄・助あすけ給え」 神の山だよ 御嶽山 

☆眼・耳・鼻・舌 身・意が自在 六根清めて さあ御山 

古文亭南朝選    第１６６回ものは付け  

       「したたかなものは」（川田又一さん出題） 

 

サンゴの密漁船          千葉   岡部 千代松 

日本の技術を商品化する外国企業  東京   藤野 哲康 

作物を荒らすイノシシ       埼玉   石原 義三 

オレオレ詐欺           高知   高橋 満子 

雨後の雑草            神奈川  藤倉 由紀子 

定期的な閉店セール        神奈川  阿部 浩    

ガン細胞             福島   松山 カオリ 

八方美人             千葉   吉永 こ百合 

北朝鮮              東京   稲葉 浅治  

プーチン大統領          神奈川   志賀 明    

日本人              神奈川  浜田 頓坊 

長期の便秘            京都   牟禮 丈夫 

政治家の答弁           埼玉   北沢 正嗣  

転んでも只では起きない根性    東京   柴本 和夫 

昔はおしとやかだったわが女房   神奈川  藤野 有樹 

女性大臣             東京   樋口 七郎   

地下のマグマ           東京   奥苑 順子 

放射能汚染 エーおせんにからめる 神奈川  佐藤 忠信 

次回（第167回）の題  「じれったいものは」 （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 

12月5日ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

＊変集の都合により締切が早くなっております。ご注意下さい。 

秀逸 

 

オレオレサギにひっかからない人   東京  高  栄子    

【評】ダマされたふりをして犯人逮捕！ できたらすごい。 

入選 

 

「おじいちゃん大好き!!」          神奈川  織田 元康 

まだ走らない新幹線の停車駅誘致      神奈川  山口 栄子 

政活費を生活費にする議員         埼玉   高木 正明 

越冬水虫                 東京   藤井 敬三 

四杯目を出す居候             千葉   遊佐 怜 

 

佳作 
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加藤勝彦           水泳教室 マスターズ川柳 

 

週一回、二年通いあこがれの「マスターズ」に。上・中・下と３クラス、各７、８人。皆さん、５０ｍを

３０～４５秒で泳ぎ、私は５０～５５秒。５秒おきにコーチの指導で３０～４５分間１０００～１５００ｍ泳

ぎます。４０～５０代の女性が殆ど、男性３人。  

◇マスターズ 初めて知った 女子パワー     ◇水着にも 全く感じず 年のせい？ 

◇男なら 先頭泳げ エッ！チョット！      ◇トップ行け 言われて泳ぎ 「ナニ！アンタ！」 

◇あからさま 「後ろへ行って！ 遅い人！」   ◇原点は 悔しさだけの 我が泳ぎ 

 

京都・大石脩                ダジャ連発 

◆お灸をすえると便通が良くなって気持ちいいね。 ◇キュウすれば通ずだよ。 

 

◆最近、新しい鳥を飼っています 。       ◇借金トリも飼い始めたそうだね。 

 

◆我が家の近くの歯医者は薄情者だよ。      ◇歯苦情多いらしいね。 

 

 ◆今日のご飯は甘くて、美味しい！  ◇さとうのご飯だからね ◆砂糖？  ◇サトウのゴハン！ 

 

◆北国の男は勇ましいね。      ◇ユーキがあるからね  ◆勇気？  ◇そう、ゆーき（雪）！ 

 

◆彼女の反射神経はめっちゃ凄いね。       ◇なにしろ、生家が鏡屋さんだからね。 

 

岩手・ほらえびす   さらにしつこく まだまだつづく ニヤリ連発  絶好調！ 

 

１．外食大手が買収      川流れとなった              －かっぱ寿司－ 

２．世界同時株高       ノーベル賞かも              －日銀－ 

３．密漁           堂々とやるものです            －中国－ 

４．子供の光 マララ    「ＬＥＤ」以上輝いた！           －三教授－ 

５．投げる力低下      後継者が心配だ               －銭形平次－ 

６．女性大臣 ダブル辞任  だから教えたと、女と金には気を付けろと   －朴念仁－ 

７．辞任ドミノ       風向きを変えたい             －うちわ問題－ 

８．北海道に上陸      はるばる来たぜ函館へ           －新幹線車両－ 

９．道徳教育の充実     国会の先生方から             －小中学生－ 

 

若狹芳生＠鎌倉     「駄じゃれ政党名」 

物価高党・・・物価だけ高騰では荒唐無稽！ 
 
低血党・・・糖尿病患者が血糖でなく結党して大丈夫？ 
 

蛍光党・・・昔の蛍光灯でなく LEDかな？ 
 

一族郎党・・・平家にあらずは人にあらず？ 
 

幕の内弁党・・・婦人部がばら撒く弁当が評判よ！ 

稲葉浅治  川柳「捨てる」 

 

嫁が捨て姑が拾う期限切れ 

安かった沢山買った捨てられた 

捨てる神ばかりで拾う神はいず 

大臣を捨てたらうちわと観劇会 

酒タバコ捨てて白寿の仲間入り 
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吉永こ百合   はめ字でにっこり 「秋の色  あじわいたのし 旅人よ」 

 

   

 

香野好太        好太川柳＆フォト川柳   

・逸ノ城とたんに遠藤小さく見え 

・天災が試すか日本の底力 

・ノーヴェル賞又々春樹に春が来ず          

・定年後訊いてる妻のスケジュール 

・内閣の女子部も負けずに違反する          

高畑傳 二流亭 転失気奴   同じ日本人だが、解らないなー！  

① 関西人の会話 「どたまをぎょうさん、しばく、ほしたら、でんぽ のうなった。 わくが、べっちょ
ない、ほしたら よう  わやにしてもて あんじょう まいど、おおきに」 
 
どたま＝頭  しばく＝なぐる  ほしたら＝そうしましたら  でんぽのうなった＝おできがとれてしまった。 

わく＝腹立つ  べっちょない＝大丈夫  よう＝よく、どうってことない   

わやにしてもて＝こんな状態にしてしまって！ まいど＝  どうも  おおきに＝ありがとうございます。 

 

② 江戸っ子婦人 ヒレカツ、ちょうだい  関西の食堂の親父さん えー！ ヘレと違いますか 
江戸っ子 ヒレはヒレよ！  関西親父 うちにはヘレはありますが、ヒレ有りませんな？ 
 

③ 仙台にて印刷工場の品質管理の講演をした、江戸っ子講師が終わって何か質問は？に対して、 
仙台の若者、私は新婚者ですが、今日、先生は講演中３０回も寝室管理の説明をされました。 
私は大変興味がありましたので、その度にメモしてありますが、内容は印刷の話しかしません
ね。何故ですか？ 

  講師？？！！ 

渡辺達雄  観音さま異聞    

 

  東ぃー 高崎 

 

  西ぃー 大船 

 

  中におわすは逸ノ城 

黒雲に追われ家路をまっしぐら 
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庭野ち草         ち草の都都逸：厳選かけ流し 

●うつつ抜かすか 蛇も徘徊 冬眠前の穴まどひ 

●燃えろ燃えろよ 燃え尽きるまで 恋の赤い実 ななかまど 

●飲み友達が湯呑み友達 そしてさらには Do you know me？か 

●枯れ落ちてなお穂を愛でる花 そうありたいと我も乞う（吾亦紅） 

 

●手に手をとって 賑わいのなか いい菜漬けだよ べったら市 

●蓼食う虫は 好き好きだけど 辿りたどれば 藍の花 

●あたし晩生（おくて）と いう独り身が よしず外せば 身重なり 

●おまえだけさと いってみたとて キクみみもたぬ 秋の花 

 

●ひらく日来るか もう来ないのか しまわずに置く 秋扇 

 

奥村篤史   秩父札所を7か所7時間歩いて足は棒になり 足の裏にはタコタコタコ 

 

今年は 60 年に 1 度の秩父札所 34 か所の総開帳の年と知り、信心のかけらも持たぬアッシー君が札所巡

りを開始したことは5月にご報告しました。春に半分位、暑い夏は避け、秋に残りをと思っておりましたが、

先月開始、7か所巡って来ましたが、なんと休むことなく7時間かかりました。お寺なのでご本山は山の上

が多く登山登山！ 足が棒になり、足の裏にはタコができ痛くてたまらない。５か所終わってこれで止めよ

うかとも思ったら、次のお寺への矢印がある。近いのかなと思って行くと何の何の。そして又矢印。結局7

か所を7時間。７＊７＝始終苦労でした。 

 

 ★7か所＊7時間は始終苦労です 家に着いたのも夜7時 

 ★説明書の解説は次の通り 秩父は楽です坂がないから 

 ★タコができたよ足の裏が痛い ご本山目指してタコタコ上がれ 

 ★秩父34か所27か所終えた 残る7か所山の中ばかり 

 ☆札所巡り1年だけどジョークサロンは25年目 ＪＳで頑張るアッシー君 

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）  世相都々逸no.33  朝から買い物したぞの卷 

 

先ず準備編      今日は朝から 買い物すれば 先ずチラシ見て 値を調べ 

今日は朝から 買い物すれば 更にネットで チェックする  

夫独りで買い物編   今日は朝から 買い物すれば 他の品には 目もくれず 

 今日は朝から 買い物すれば 品の吟味も 特にせず 

妻と同行買い物編   今日は朝から 買い物すれば 妻は衣装に 時間取り 

 今日は朝から 買い物すれば 夫の衣装にゃ 無関心 

現実は厳しい編（１） 今日は朝から 買い物すれば 他が安くて がっくりし 

現実は厳しい編（２） 今日は朝から 買い物すれば セールス品の 日を違え 

後遺症編       今日は朝から 買い物すれば 体調悪化で 医者通い 

今日は朝から 買い物すれば 帰るや否や マッサージ 

総集編        今日は朝から 買い物すれば 余計な品に 妻の愚痴 

今日は朝から 買い物すれば 只々疲れ 寝込む羽目 
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紙ぷーせん（中村史江）      <秋の夜更けて> 

秋の夜更けて あなた老け 我が身も老けて 栗蒸（ふ）かそ 

みんな更け老け もうすぐ木枯し 風邪よ吹け 

<先日の台風の夜に> 

テレビはみんな 台風情報 ほなら一本 つけまほか 

ワチッチぬる燗 つもりがあれま ちとつけ過ぎたしくじった 

ワチッチ嵐よ 今季初 熱燗飲んで あつかんべえ 

   いろいろ秋は あるけれど どんな秋知ってる?   

ハイやしろあき ♪サカナは炙ったイカでいい 

<先日のこと> 

テレビの特集 行列ラーメン それを観ていた 客は一人のラーメン店 

   イイ齢だから 腕は組まん という亭主  イイ齢だから 腕を組むのヨ 介護デス 

 

高木正明 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》  

秋は女性の 輝く季節 蚊が妬く相手を 狙い刺す  
 

アベノミクスの 面舵狂い 思いも狂って 女難の相  
 

ネギやワインや芝居が祟り 二世議員の 顛末記  
 

弱味握った 多弱の野党 群れて与党を 突き上げる  
 

秋の芸術 裸婦目に染みる 不況秋風 身に染みる  
 

秋の味覚は 果物・サンマ 高いマツタケ 香りだけ  
 
秋の宅配 紅鮭・毛蟹・メロン・マツタケ 通り過ぎ  

 
秋の夜長を 読書に凝れば 目凝り肩凝り 老いの凝り  

 
秋の青空 三原色が 揃い三人 ノーベル賞  
 
争い絶えない 印・パの仲を 冷ます ノーベル平和賞  
 
秋の七草 道草しては ポッケに質草 忘れ草  

 

海郷達人          ショートジョーク 日々是好日 

 

1. その日朝から本棚を整理するとワイフに告げて2階の書斎に上がりましたが、いざ始

めるとついつい懐かしい本や面白い本に目が行き、結局この日は、家事の手伝いもせ

ず、終日読書の日になりました。まさに読書の秋です。 

2. 庭の木のエサ台にお米を置いてスズメを呼んでいますが、ワイフが大事なお米だから

といって、少ししかくれません。これって、雀の涙か。 

3. 駅のトイレ案内のアナウンスが聞こえました。男性用、女性用を告げた後に、「タキ

ノートイレハ」・・・。 ん、滝の音？ ドアに耳を近づけると・・・。ゴーッ！ 

4. 高齢化社会に入って、年金財政の赤字は、財政当局にとって極めて頭の痛い大きな問

題です。これはもう、“捻金問題”だな。 
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平井幸雄       問題のある？奇問、珍問、愚問、・・・ 

 世の中には様々な問題が存在する。人々はその問題を考え、問題解決に奔走する。問題のない問

題は問題である。柔軟な発想力が問題を解決する。またユーモアで問題解決する方法もある。 

今回は、愚問を投げかけ、それに珍回答を引き出してみた。問答無用！ 

   ど    ん   な   問   題   ヒント  珍   答 

はないち問め ９９本の百合の花の色は何色？ （百）-（一）＝99？ 白一色 

愚 問 
アヒルにタバコの吸殻を与えたら、どうな

った？ 

肺がんの原因は、タバ

コの吸い過ぎです 

ガンになった 

ダメ駄問 白鳥にタバコを与えたら、どうした？ スワン 吸わん 

元気だもん 下手な床屋が3発うって仕留めた動物は 散髪で虎刈り 虎 

つけもん 根が上に、木が下にある植物は 根 
木 

ネギ 

人気問 光源氏（源氏物語）の寝床の敷布の色は 紫式部  紫敷布 

凱旋問 清少納言は寝床で何をしていたか 枕草子  枕の掃除 

笑門亭来福（西川信治）    ★政治呆談   ☆世相呆談 

★女性閣僚Ｗ辞任で信頼低下→地方選Ｗ選挙はあり得ない 

★鋭いうちわ追求「センスじゃだめなんです、うちわでなけりゃ政策が見えない」と答弁すりゃ

あよかったのに・・。→ 派手な服うちわで歯出まで隠せない 

★新聞社ソウル支局長在宅起訴→夏過ぎて南帰さず北は来い 

☆火山噴火予知連会長(東大名誉教授)「予知は不可能」→ヨチヨチレベル予知連 

☆増上寺見学料「あら子どもは無料なのに、70才以上はただじゃないの？」と聞くご婦人に 

→受付の女性 「そしたら全員ただになっちゃいますよ」の答え(笑) 

☆味を感じられない子ども3割の調査結果 味蕾（らい）は10歳位にもっとも発達。 

  手抜きママ人口甘味料や調味料、加工食品の頻度の多い子→未来は暗い 

☆整形外科での老夫婦の会話 妻「この指死ぬまでに直るのかしら」 

→夫「死んじゃったら直ってもしょうがないよ」 

☆熟年者のメール「最近スランプかな」→「俺なんか生まれてからずっとスランプだ」 

 

野本浩一 お写落日記【近頃の良い絵ほんとは分からない いいねと訊かれいいえと言えず】 

 

９月上旬のニューヨーク旅行で出かけたいくつかの美術館で目をこやしたつもりだが、ＭＯＭＡ（近代美術

館）で鑑賞した作品には、正直言ってよく分からないものも多かったなぁ。 

 

 

 

 

☆「マネの絵っていいですよね」「そうすね、真似する人いますねぇ」 

☆「モネの絵が好きです。沢山見たいですね」「ごめん。もうねぇーよ」 

☆「カンディンスキーはデザイン・色彩が何とも言えませんね」「そこが、肝心デスキー」 

☆「この作品、画家は誰ですか」「ダリでしょう」「えっ、だりですか？」「ダリですかねぇー」 

☆「アンリ・ルソーありますか？」「２階にアンリ・ルソーです」 

 分からないどこがいいのか分からない 分かる振りしてただ眺めてる 
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門口泰宣       阿呆リズム＆パロディ 

１）♪木曽のナー 中乗りさん 木曽の御嶽山は ナンジャラホイ 

   不意打ちに大噴火 コワイコワイコワイ  

コワイコワイコワイの コワイコワイコワイ♪（木曽節） 

２）大王道をいく発明 ノーベル物理学賞 

３）モンゴルは 逸材輩出 次々と 

４）徒然なるままに歩くのが 兼好寿命によい 

５）センスがないからウチワを配った法相 

６）生き残れるよう靖国祈願 ３女性閣僚 

７）女性の身体検査はいかがなものか 首相 

８）ネイマールにマイールネ 日本チーム 

９）道徳の教科採用をどう説く？ 

10）香港とかけて ワインと解く その心は 慕情レヌーヴｫ 

  

上の空組・印南博之           大娯解 

 

 １ 三人寄ればモンジャみち           （三人寄れば文殊の知恵） 

２ 仕上げが韓人                    （仕上げが肝心） 

３ 耳が公文                  ずいぶん勉強したんですねえ 

４ ダンプを追うパトカーはバイクを見ず     （鹿を追う猟師山を見ず） 

５ 敷居をまたげば七輪とカンテキあり   （敷居をまたげば７人の敵あり） 

６ 失敗はセイコーのせい     ああシチズンにしとけばよかった？ 

７ 死人ニクチナシの花       故人は寡黙な方でした 

８ 羞恥肉襦袢   うすい全身タイツ着せられちゃった （酒池肉林） 

             アラ薄いのはボデイストッキングって言うのよ 

９ 酒を味わえば赤くなる         （朱に交われば赤くなる） 

10 掃除機の頭に紙やドル     誰だ！お金を散らかしたのは！ 

11 ♪ 火山灰の積もる御山に 警 消 自衛官 遺族ら集い 

       偲泣もらす 雪はきぬ   合掌          （夏はきぬ） 

 

藤井敬三 ユーモア川柳       「ああ、顔」＜解体新笑シリーズ＞ 

新婚の頃は笑顔の妻だった      パスポート１０年過ぎた顔がこれ 

海外で顔がこわばる英会話      垢抜けた顔で息子が帰省する      

インテリに見える夫の伊達メガネ   たぬき顔車内メイクで人に化け     

ミシュランで見知らぬ顔が多くなり  金の無い顔で上司に奢らせる      

酒粕で顔を真っ赤に染める下戸    小噺も右と左に顔を振り 

客席の顔が降りろと言っている    ステーキを盗んだ犬のしたり顔 
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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 

 可愛いお方に 謎かけられて とかざなるまい 繻子の帯 

       可愛いあなたに かけられた謎 といたら帯が 結べない 

可愛いお方に 謎かけられて あえてはずそか 胸に聞く 

■女のためいき・男のダメいき 

 アタマがもろく なったらもうろく もうろくでなしに ならなくちゃ 

   冬近し たぶんそのせい ひんぱんなのよ クマの出没 目の下に 

目に出たクマも 遊びつかれりゃ まブタの母が お出迎え  

恋のかけひき あたしの負けね 指をくわえて 身を引くわ 

とせいのおきてに しばられてきて おきてめざめりゃ もうよせい 

寺の息子にゃ ドキョウが大事 きょうもヨメない ひとりもの 

手をかけるのは もうやめにして きょうからあたしは 五歳（後妻）です 

あたしはあしたの 風まかせだよ あしたはあたしの 風が吹く 

柴本和夫      言葉の研究 香港旅行（10月 2日～10月 5日）をしました！ 

 ①普通≪選挙≫を要求して道路を≪占拠≫・・・それで地上交通が乱れた！ 

    ⇒地上の交通（バス・タクシー・路面電車）の乱れ・・・地上（痴情）のもつれ 

 ②中国当局は、本土の香港向けの団体旅行を中止させ、香港の観光業界に打撃を与えた 

    中国人：デモは有難くない ⇒ 金儲けが好きな国民性には民主化デモより金儲け  

    日本人：デモは有難い ⇒ ≪守屋浩 有難や節≫ デモはデモでもあの娘のデモは・・ 

③飛行機はＡＮＡ（アナ）で行きました。途中は揺れて≪往生≫しました。 

   アナで～行きの～往生  ⇒ アナと雪の女王 

 ④日本のクレジットカードの利用は、中国では ≪夜間無効≫ との噂あり  

 そのココロは、日中友好（有効）のため、≪夜間無効≫ です。  

 ⑤広東語表記・・日本の漢字表記と若干異なるんです。 

アメリカ（米国でなく美国） ドイツ（独国でなく徳国）フランス（仏国でなく法国） 

夫（先生） 妻（太太） ハンドバック（手袋） トイレットペーパー（手紙） 

豚肉（猪肉）犬（狗）サンマ（秋刀魚）：昔中国でサンマは捕獲できず、食べる習慣なし。   

 

曽田英夫            狂歌NEW門    

 

あれは夢かと 起きて気がつく 

宝くじ 番号みたら 二億円 あれは夢かと 起きて気がつく 

このサロン 狂歌読んだら 爆笑が あれは夢かと 起きて気がつく 

朝起きた 頭フサフサ 黒くなり あれは夢かと 起きて気がつく 

 笑ってすまし こだわりはなし   

優先席 若い男が 先座り 笑ってすまし こだわりはなし 

総務部が 給与日違え 遅れても 笑ってすまし こだわりはなし 

ランチ時に 注文したが 出てこない 笑ってすまし こだわりはなし 

満員の 電車の中で 足踏まれ 笑ってすまし こだわりはなし 

 世間は一体 どないなってまんねん 

   観劇と うちわで辞任 二大臣 まつひまもなく もろがけっぷち 
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神代京子   おりこみ写真はめ字  ◆文化の日 御嶽山に 雪が舞う◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酔 芸 ぶ と 君 

う 術 ん さ と 

ひ の か ん ぶ 

と 香 の さ ら 

時 に ひ く り 

襲 は お 大 噴 

う じ ん お 煙 

山 け た ん お 

び た け 響 お 

と 岩 山 の く 

く み ゆ も 山 

漂 た き 無 路 

う ま が き ゆ 

尾 哀 ま 御 く 

根 し う 嶽 人 

★2014年10月22日  １９名  10月も女性が4人参加で賑わいました。 

奥村篤史、曽田英夫、平井幸雄、佐藤忠恕、阿部浩、高木正明、野本浩一、渡辺達雄、高畑傳、庭野ち草、 

柴本和夫、佐藤俊一、内田清子、中村史江、西川信治、藤井敬三、門口泰宣、印南博之、尾垣聡子   

＊渡辺達雄さんが久しぶりに顔出し。大相撲・逸ノ城の似顔絵持参で喝采を受けました。 

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） 

12月17日（水）忘年例会 千代田スポーツセンターの予定 

＊１２月は毎年第３週に開催です。ご承知願います。 

2015年1月10日（土）12：00～ 新年会＠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 
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2014年10月14日～2014年11月17日 

青木孝・大石脩・植竹団扇・藤倉由紀子・三浦邦夫・遠藤昭子・小松崎文夫・石井赳夫・市井雅敏 

浜田頓坊 

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。 

☆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。 

今月の同人笑介：アベヒロシ１号こと阿部浩さん（写真下）。サロン参加の折に刷り上がった伝笑鳩を運

んで貰ってます。例会で披露された作品にヒントを得て川柳や標語公募に応募、景品獲得してます。 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
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