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＊＊＊＊＊２０１５年２月 No.３０４新年特別号＊＊＊ 

 

        

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊＊ 

 2015年 謹賀新年  今年もお楽しみ下さい。 

家族だけでなく、友人・知人たちも含めてみんなで元気に明るく行きましょう。 

         日の出拝んで 妻にも感謝 じっくり計画 年初め 

ジョークサロンも メェ～メェ～集い いつも楽しい お笑月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ＊同票１位の門口泰宣さんの作品は  

                         Ｐ２に掲載です 

あ あ あ あ あ 

い い め や の 

く さ に め あ 

る つ さ の た 

し も く 花 り 

 狂歌new門 
 輝きを 伴い来るぞ 新年が   

大いに笑おう ジョークサロンで  
未年 心新たに 年が明け  
ジョークサロンで 大いに笑おう 
      埼玉／曽田英夫 

「２０１４年の一笑」開票結果：有効総数 60 

１月 稲葉浅治  15   ７月  海郷達人  17 

２月 高木正明   9   ８月  神代京子  21 

３月 野本浩一  15   ９月  柴本和夫   9  

４月 印南博之   1   10月 西川信治    13 

５月 門口泰宣  21  11月 米岡泰    9 

６月 藤井敬三   16  12月 平井幸雄   16      

＊１位  神代京子 （右写真＆作品） 

＊１位  門口泰宣 （ｐ２写真＆作品掲載） 

 ３位    海郷達人 （ｐ12写真掲載） 

 

    

新年会は２６名の参加。新年の快鳥挨拶・乾杯の後は会食を快食。新年祝賀都々逸や大道芸（掛け

売り披露、獅子舞）、クイズ、替え歌混声合唱、ゲームで懇親。恒例オークションで寄付を募り、 

最後は「２０１４年の一笑」発表を実施しました。「今年も宜しく願います」 

高木正明 

初春どどいつ 

ＡＴＭ 

の精神で 

Ａ・明るく 

Ｔ・楽しく 

Ｍ・前向きで 

 柴本和夫 

今年の笑品快

発グループは

女性陣も加わ

り賑やかにな

ります。 

ご期待下さい。 
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         ２０１４年の一笑 １位 （同票）  

 

 

 

 

古文亭南朝選    第１６８回ものは付け  

       「いそいそするものは」（川田又一さん出題） 

 

孫の幼稚園の遊戯会           千葉   岡部 千代松 

同窓会での再会             高知   高橋 満子 

食べ放題のレストランへ行く       東京   高 栄子 

初孫の顔を見に行く           東京   樋口 七郎 

老人会へ出かける後家さん        千葉   海郷 達人 

新調の服で外出             神奈川  藤倉 由紀子 

太鼓判を押されて退院する        埼玉   石原 義三 

七五三の子より正装のママ        埼玉   高木 正明 

エサが気になる演技中のアシカ      神奈川  山口 栄子 

海の匂い（磯々）            京都   牟禮  丈夫 

両親に初めて「カノ女」を紹介する日   神奈川  藤野 有樹 

美容院の帰り道             福島   松山 カオリ 

伝笑鳩の着く頃             東京   稲葉 浅治  

大儲けした初夢             神奈川  浜田 頓坊 

多額な当たりくじの交換にゆく      埼玉   北澤 正嗣 

息子とフィアンセの来訪を待つ時間    千葉   田中 清咊 

異性との会食              東京   藤野 哲康 

一週間目の便秘の解消          千葉   遊佐 怜 

親指姫を迎えにゆくモグラ        千葉   皆合 かず子 

次回（第169回）の題  「役に立たないものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

2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 

 

バラの花束を抱えてゆく    東京   柴本 和夫    

【評】「どちらへ？」 「ちょいとそこまで･･･エヘヘ」 

入選 

 

磯野家と磯田家の結婚式         東京   野本 浩一 

初恋の人からの電話でCAFÉへ      東京   柏谷 達雄 

何やらわけありの野暮用         東京   植竹 団扇 

年金日のＡＴＭ             東京   藤井 敬三 

ボーナス支給日             千葉   吉永 こ百合 

佳作 

 

５月  替え歌：♪小保方さんよ 
おーい小保方さん 小保方さんよ  疑惑の声が 聞こえぬか  
しったかぶりが 見えないか  コピペーと まわして  
とめておくれよ 論文をＳＴＡＰ細胞を  （船方さんよ） 
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 ジョークサロン快鳥・曽田英夫  「新年会のあいさつ」 

  新年あけましておめでとうございます。 

  みなさまには新たな気持ちをもってあらたな年を迎えられたことと思います。 

  わがジョークサロンは昨年７月に 25 周年を迎えました。 また、９月には

「伝笑鳩」が300号を迎えました。昨年はジョークサロンにとって大変大切な1

年となりました。 このように意義のある一年間でした。 

  今後は30周年、「伝笑鳩」350号をめざして頑張っていこうではありませんか。 

  さて、昨年も申し上げましたとおりこのサロンは皆さんが1カ月考えたジョークを持ち寄り、笑い合う会 

 です。それがこの会の良さであると考えていますし、他にない会ではないかと思っています。 

  今年も愉快に笑い、伝笑鳩を飛ばす一年にしたいと思います。 

  また、今年は対外的にもアピールする年と考え居ています。 

  一つはマスコミにアピールを続けて行きたいと考えています。 

  またもう一つは個人としても門口さん、阿部さん、高木さん、柴本さんが対外的な活躍がありました。私

もＮＨＫ大阪放送局の「ぼやき川柳」には目標の5回のところ9回を達成いたしましたし、「夕刊フジ」の

ビジネス川柳はザンネンながら1回で5回を達成できませんでした。今年もそれぞれ5回を目標にがんばり

ます。 

今年も引き続き対外的にアピールする年となるように頑張りましよう。 

 本日は1年初めの新年会です。寒いなか多数の方々にご出席いただきありがたいと思って感謝しています。 

本日は、楽しい会にしたいと思っていますので、どうか皆様も楽しんでいただきと願っています。 

  「未年 心新たに 年が明け ジョークサロンで 大いに笑おう」 

今年もジョークサロンが一段といい会になるように三役は頑張りたいと誓って、挨拶とさせて頂きます。 

 

藤野有樹    

 

  １月１０日、楽しみにしていた伝笑鳩新年会に参加した。 

 

会場は例年通りＪＲ神田駅から２～３分のラ・リヴィエール。毎年参加している

ので、場所は判っているつもり
．．．

・・・だったが、神田駅から迷い出し結局３０分位遅刻して到着。すでに宴は

たけなわ。急いで空席みつけて着席、オイシイビールを飲み干し・・・て、ホッとためいき。そのとき幹事サ

マより愛読者代表として挨拶をのご指名あり・・・。ドギマギして立ち上がり「エー、小生、最近は物忘れ・

ボケ症状がひどく・・・」と、近況をクド～クドと申し述べました。 

 

   

 

 

実はこの        の中の肝腎の締めを言い忘れ
．．．．

て着席してしまったんです。 

本人は、今の挨拶は何か少し変だなーと感じつつ テーブル上のお酒やオイシイ料理、参加者の達人芸に見と

れ、酔い痴れている御開き、帰宅してやっと、そうだ挨拶で言い忘れた肝腎の言葉は       のことだ

と気がついたが、既に手遅れジャ!! 

① やはり藤野のボケは大部進行しているワイ・・・ 

② いやいや、帰宅してからでも思い出せたのだから伝笑鳩の効果は絶大（効き目有り） 

① ②の判断は変集鳥＆愛読者諸兄に・・・オ
．
・・・マ

．
・・・カ

．
・・・セ

．
   

２０１５年新年会 スペシャル 

実は、このボケの進行を少しでも遅らせるのではないかと期待して愛読しているのが、この伝笑鳩なので

す。毎月送られてくる伝笑鳩を読んで、笑っているとボケの症状が軽くなった気がするんです。 

最近は次号の届くのが待ち遠しい気持ちです!! 
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新年スペシャル・１       年賀状ありがとうございます。 

    変集部に届いた皆様の年賀状から、新年に相応しいものを一挙公開です。 

    皆さんから「今年もよろしくお願いいたします」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山カオリ         福いっぱいのいちねんになりますように 

昨年はサロン例会に欠席で失礼いたしました。でも元気の良い聡明な若い方々が増えてよろしいですね。 

 

波木博信   ■今年のモットーと言いますか、心がけたいことは『笑う』です。 

今年一年いつも笑顔でいたい、笑う＝健康という気持ちでいます。 

山崎正剛   青色の輝き！ 汚す  安倍三苦巣 

駄目よ！ 駄目駄目！と言ったのに！  師走の選挙で７００億もどぶに捨て 

ほらえびす  正月の過ごし方  餅とおせちを食べ和紙に書き初め  －無形文化遺産愛好会－ 

  

    

 

 

 

 

 

   

                                         神代京子 

高木正明   《明けてメェ～メェ～ 未の年に 羊で七七七五調》 

馬と引き継ぐ 干支では未 新春迎えて おメェ～でとう  
ダメよダメダメェ～ 欲張り過ぎちゃ 年の初めに 戒メェ～る  
のんびり生きたい 未の年も アベノミクスで 混メェ～中  
株を上げても 物価を上げりゃ メェ～惑しちゃうよ 台所  

 羊が一匹 羊が二匹 メェ～メェ～騒いで 眠れない  
 

か 波 は 輝 光 

青 は る け り 

み う の る は 

増 ら う 水 満 

し ら み 面 ち 

埼玉・石代強 

ひ・一年（ひととし）が  

つ・束の間になる  

じ・人生も  

と・時知り顔に  

し・したたかに生き 

 

瀧口庸行   わがやの頌春のうた 

ひ・かりかがやく わがやのはるは 

つ・まらぬいさかい よそにみて 

じ・まんのホームを つくりだす 

の・んきにかまえて むねはって 

と・ことん しあわせつかみます 

し・んどいときは わらってすごし 

お・おらかすぎて まがぬけて 

め・んどうみること せかいいち 

で・あったひとびと かずしれず 

と・おくのひとも ちかまのひとも 

う・れしさ じじょうの「ひつじどし」 

   

 

中村史江 

昨夏ふらりと迷いこんだ 

まだ迷路の只中です。 

なんたるＪ－Ｓ。 

ナンタルチア♪ 

底が知れぬ深海 

はたまた悠久の果てか･･･ 

ＪＳの謎にメロメロに 

なりかけ。 

 

浜田頓坊   恭賀新年 

春はもうすぐ 桜の花も きっと開花の 準備中 

笑い笑  々 笑々笑う 皆の笑顔が 福を呼ぶ 

 

むれ・たけお          平成２７年 新春創作回文 

◆各位、今朝、新年始。酒いくか。       （カクイケサシンネンシサケイクカ） 

 

奥村篤史  羊年ご笑介：大道芸六摩風  

◆女で良いのがこの年で、人を哀れみ品もよく、

家庭的で義理堅く世話好きで。円満で柔らかな

雰囲気を作るいいおくさんになります。 

◆男は意気地がなく度胸がないと言われるが、

豊かな感受性を持って一事に集中すると一芸一

能に才能を発揮します。小生も才能を求め、今

年も色々挑戦して行きます！ 

 

石井志津夫  

ボケ防止 ＳＴＯＰ細胞 見つけたり 

☆笑いと畑仕事（百笑？）でリハビリに努めて

います。「笑いの底力」はすばらしい。 

 
海郷達人   ひつじが一匹、ひつじが二匹 

・・・眠れない夜は作品を考えます。 
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新年スペシャル・２  読者のお便り 読者の笑品  昨年末にも沢山頂きました ありがとうございます 

 

柏木易之（柏翠亭空茶）    信州・小諸 こもらず生きる 

 

玄関前ですってんころりん マイナス１５度。餅はついた、あとは嘘をつくばかり  

借金とりがいたが、やがて除夜の鐘 あけましておめでとう。九十二歳だ。 

 浅間山・百年に一度の大噴火、金の灰が降って、村人大喜び、こんな事があってもいいんだが  

「天災震災忘れない内にやってくる」 

見方を変えると面白いと九十年の人生多味多楽を実感して居ります。何かと心忙しい毎日です。 

 

東京・青木孝   あい変わらず圧倒的ボリュームに驚きます。メンバーの方々の努力の賜物なのでしょう。 

 

 毎号投稿される方々のご努力、タイプ起こしのご努力、印刷のご努力、配送のための投函のご努力等、沢山

の手をおかけなのですね。何しろ１０頁を読破するにも大きなエネルギーがいります。いわんやクリエイティ

ブのご努力はその数十倍なのでしょう。大変、ありがとう存じました。良い年をお迎え下さい。 

 

千葉・石井志津夫     笑顔健笑！ 

 

今年も大変お世話になり深謝申し上げます。 

伝笑鳩・作品から毎月元気を頂き感謝して 

おります。三役（鳥）のご尽力に頭が下ります。 

文字絵ハガキ（右）は、心友でもあり、読者でもある 

福岡・上村よしひこさんの作品です。 

小生も気に入って取り寄せたもの。 

 

東京・小柴常雄  皆様にあやかって、頭がやわらかくなる様に、楽しく読ませて戴いています。 

 

大阪・大森史郎   今後益々の発展を祈念しております。 

「伝笑鳩」の毎号の記事には、圧倒され驚き続けています。発足２５周年を祝われたジョークサロン、 

発行３００号を越えた「伝笑鳩」、素晴らしい限りです。 

 

青森・沼宮内春雄 2015年（未年）も良き笑いに楽しみたいと思います。元気な伝笑鳩をお願いします。 

 

北海道・簑谷修（小樽・利尻屋みのや、ホラ吹き昆布館店主） ＊高木正明氏宛のお便りから 

  

お久しゅうございます。以前に頂戴致しました「昆布川柳」は大きく引きのばし、マイカル店内に展示、お

客様より大きな笑いと御厚評を頂いております。 

今回の「だめよだめだめ・・・」いいですね。いつもながら高木様の感性に感心を致して居ります。 

 自分も二月で七十五歳に相成りますが、煩悩を打ち払うことが出来ず、ホラ吹き・女好き・いいふりこき（大

阪弁でいいかっこしー）の三大悪行を続け昆布教の教祖様を名のる不良老人をやっております。 

ジョークサロン２５年「伝笑鳩」３００号大変な偉業であり、文化の高さが伝って参ります。 

                       小樽より心からの敬意をこめて 

 ＊簑谷修さんの脱サラ起業人生「七日食べたら鏡をごらん（ホラ吹き昆布屋の挑戦）」（川嶋康

男著、新評論発行）は読んで元気を貰う本でした。笑いも沢山ありました。 
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新年スペシャル・３  読者のお便り 読者の笑品  昨年末にも沢山頂きました。 

    皆さんが考えて送って頂く一言が粋で洒落てます。本当にありがとうございます。 

 

埼玉・和久井哲男       毎年のようにエサをお送りします。 

東京駅開場１００年お目出とうございます。日本一高い駅は東京駅です。（列車はすべて上りです） 

新潟・永林寺住職・佐藤憲雄  失ったものを数えるな！ 残った物を最大限に生かせ！ 

宮城・片倉静江        不足分の切手を同封致します。 

千葉・岡部千代松       エサ同封します。 

埼玉・羽柴隆三         切手・カンパとして「太陽」千円を同封します。 

神奈川・藤倉由紀子       唯々恐れ入ります。ありがとうございました。 

東京・高栄子         パソコン入力に嵌まって、昨年は自分史を作成。 

パワーポイントの発表原稿を更新したり…世界を遊泳しています。“ものはづけ”ずっと続けたいです。 

  

浜田頓坊＠鎌倉極楽寺     ☆ 甘辛都々逸ほのぼのランド ★ 

 

<今年の漢字はやはり「逸」>  ☆書いた「一字」は 都々逸の「逸」 そりゃあやっぱり 逸ノ城 

☆自分のしこ名は 逸材の逸 「大好きです」とは 逸ノ城 

☆「逸」という字に 因んだ年に なって都々逸 増す人気 

<言わず語らず、だが－>    ☆池ポチャ法則 なあんてものが ゴルフにゃあるよな ご同輩 

☆過ぎた介入 控えてそっと 気持ち寄り添う 粋な人 

☆言葉だけでは なくってきっと 態度なんかも よく語る 

<恭賀新年>          ☆やはり笑いが 欲しいと望む 人と時代の うねる波 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「伝笑鳩」へのオマージュ（賛辞） 

でん・伝統の笑いの泉守りつつ 

し ・昭和に平成とき重ね 

よ ・世にいうジョークサロンでは 

ば ・万歳三唱万々ざい 

と ・頓智にジョークに洒落だじゃれ 

   ３００号の夢が跡 

      陽耕（瀧口庸行）詠む 

 

東京・稲葉浅治  川柳「温泉」 

風呂上り湿布貼り合うフルムーン 

貸切でアダムとイヴになった夜 

名月を手にすくい取る露天風呂 

 
京都・大石脩    今年も「ダジャ連発」行くぞー 

◆「池の鯉って何故にメタボ系多いのかなぁ？」 

「ふ～ん、麩とった」 

◆「ヘビースモーカーならぬ、ベビースモーカーって

何か解る？」 

「愛煙家一家の仕込まれた赤ちゃん」 

「残念でした。泣き相撲よ」 

 

１．五輪に「はやぶさ２」    長生きしなきゃ     －高齢者－ 

２．大勝利           アベノマックスです   －自民－ 

３．国交正常化へ        キューバしのぎです   －オバマ－ 

４．政党交付金         生活は楽になったか   －啄木－ 

５．新ヒーロー誕生       山の神野        －駅伝ファン－ 

 

岩手・ほらえびす  ニヤリ劇場 

菅谷信雄        マクドナルドでまたまた異物混入、今度は人の歯でした。 

「コラッ！       作業員にマスクをして歯止めを掛けると良いでしょう。 

ドナルぞ！」     それをやらないと「歯から出たさび」となりますよ。 
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渡辺達雄    ２０１４年の流行語大賞、ダメヨー ダメ ダメに寄せて 

 

◆「ナッツリターン」ナッツの出し方がナッツない！！ ダメヨー ダメ ダメ 

◆痩せている日本の若い女性過去最多。 痩せている方がカッコイイと信じる。 

「まわり」がみな痩せているからァー！ 摂取カロリーは70才代と同じ20％。 

将来母親になる気持ちもない。 ダメヨー ダメ ダメ 

◆電車の優先席、スマホと若い女性のメイクの花盛り。ダメヨー ダメ ダメ 

◆真夜中のベビーカー、特急、急行、満員バスなどお構いなし。 

母親はスマホに夢中。  ダメヨー ダメ ダメ  （似顔絵 by  渡邉達雄） 

                                                

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》  

◆ダメよダメダメ 株価を上げて 円安煽って 物価高  

◆ダメよダメダメ ブラック企業 働き詰めでも 低賃金   

◆ダメよダメダメ スマホに夢中 歩行中でも 無我夢中   

◆ダメよダメダメ マッサン効果 ちゃんぽん飲み過ぎウイスキー  

◆ダメよダメダメ 延期をしても 庶民いじめの 消費税  

若狹芳生＠鎌倉    「駄じゃれ政党名」シリ－ズ第４回 

納党・・・粘り強ければ。          おめで党・・・当選の後が問題。 
孤軍奮党・・・野党は結集を！      抱腹絶党・・・国会を吉本新喜劇化？ 

 

曽田英夫            狂歌NEW門    

 

◆金曜日 やっと終わった 五日間 歌えば楽し 踊れば楽し 

◇雨が降り 鞄の中に 傘が無く 一歩進んで すぐ走り出す 

◇朝寝坊 遅刻となるか ぎりぎりで 一歩進んで すぐ走り出す 

◇駅に着く 電車が来てて 間に合うか 一歩進んで すぐ走り出す 

■レジェンドが 3人出てきて トップテン 葛西と青木、山本昌も   

■大賞は ダメよダメダメ 決まったよ 大賞でなきゃ ダメよダメダメ 

   ■この年は 「税」という字を 選んだが 納めたくない 字も見たくない  

 

野本浩一 お写落日記 【年末に 富士を眺める ゴルフ場 スコアぼろでも 心は錦】 

１２月某日。富士山を眺めるゴルフ場で、今年最後のゴルフを楽しむ。   

いい天気だったので、フィリピン人のゴルフ仲間が言っていた優しい言葉 

を思い出した。「ミスターノモト、キョウモイイテンキヲタノシモウ！」 

 

富士を見て わが身の無事を 祈るとき 爆発も無く 胸撫で下ろす 

北斎は 古稀過ぎてから 富士を描く 還暦過ぎは 未だ若造 

北斎に 古稀を過ぎても 富嶽あり 僕才は無く 不覚あるのみ 
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米岡泰         南亭琴内氏どんでん返し８０ 

 

           円安で 何でアイスが 値上なの     俺がいる 健や文太が 居なくとも     

 

「今日は良いニュースと悪いニュースを１つづつ持って来ました」 

「じゃあ、悪い方のニュースから教えてもらおうか」 

「あなたの血こんがあの家の色んな所から見つかったんですよ」 

「…！じゃあ、良い方のニュースって言うのは？」 

「その血こんを調べたら、コレステロール値が低いことが分かったんです。」 

庭野ち草         ち草の都都逸：厳選かけ流し 

●ママのスマホを操る幼児 ハイハイの次タッチパネル 

●余暇の運動目標低し これ六十の手ぬるいか 

●またぶつけたよ 足の小指を 骨粗忽症 治らない 

●気づかぬあたしサッシが悪い 隙間風ふき建て替えか 

●ろうか（老化）走るなゆっくり歩けオイル（老いる）で足をとられます 

阿部博     アベ ノミ クスクス 川柳   泥のように眠りし我砂となる   

 

子を撃つなうつなら打てよタンバリン   アギーレだ八百屋のバナナシュート揺れ 

片側に人多きかな十二月         食べ放題カニとステーキ道遠く  

香野好太    好太川柳      「税」の文字大書きする僧税はなし 

若作りしても座席を譲られる    人生の勲章にする皺、白髪       

人生の近道避けて今がある   平和賞嗤う大人とマララの差   

柴本和夫    言葉の研究  ダメよ～ダメダメ～（日本エレキテル連合）の変化球 

     昔は・・・いいね！とボタン ⇒ 今は・・・ダメヨ！と言葉だけ 

     誰よ、ダレダレ・・・メークを落とした女性の素顔 

     そこよ、そこそこ・・・マッサージのツボについ出てしまう言葉 

     あれよ、あれあれ・・・シニアの常套句・・思いだせないものですよ 

     それよ、それそれ・・・ど忘れした言葉を、相手が言ってくれた時 

     これよ、これこれ・・・面白いジョークを聞いて美味しいお酒を飲んだ時  
 
内田清子          どどいつ「イロハにソラシド」   
 ＜飲食店で＞  ●美人の客の お盆に３つ クシャと丸めた 紙ナフキン 

●カフェのカップル おのおのスマホ 見つめ続けて 会話ゼロ 

<再会>     ●渡り鳥来た まるまる肥えた 元気な姿で 笑顔よし  

◎ ｢弁護士と

収監されて 

いる依頼人 

との会話｣ 

 

◎「時事川柳」 
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藤井敬三 ユーモア川柳       「ああ、足」＜解体新笑シリーズ＞ 

馴れ初めは炬燵の中で触れた足     足音を聞き分けている恋心 

宵闇が足を向かせるネオン街      宴会を沈黙させる蟹の足 

酔ってない強がりを言う千鳥足     社会人落語高座で足がつり 

メタボ腹邪魔で切れない足の爪     混浴と誘われ行けば足湯なり 

運動会亀より遅い爺の足        喪服持ち帰省をしたが勇み足 

愛知・加藤勝彦  ほほえみいっぱい 福いっぱい  藤井氏の「ああ手」を見習いて 

 

☆初デイト足げにされて今度こそ    ☆候補者は言った言葉が足かせに 

☆足元をしっかり固め一安心      ☆足つぼをしっかり押えるマッサージ 

☆カミさんの買物おとも足が出ず    ☆海外で足並みそろえ追うガイド 

高畑傳 二流亭 転失気奴   ジョーク溢れる、７０００人の決闘サッカー祭の街 

                   

イギリスの小さな町、アッシュボーンでは、毎年２月、サッカー原型の

祭りが、フィールドを町全体で、市を二分して代表選手を出して、戦うの

だ。怪我人、建物破壊もあり（保険で直すことができる）。午後１時キッ

クオフで夜８時３０分、一日目の勝負がついて、２日目はボールをお腹の

下入れて、大男が寝そべって動かず、夕方５時３０分で引き分けに持ち込

んだのだ。蹴られ、殴られてさぞ痛かったことでしょう。殴り合い、蹴飛

ばし、時にハグ、時にブレークして、とんでもない作戦も存在する。川に

落して球を隠す、ゴミ箱に隠す、その時ニセ球が飛び出し、選手全体その

ニセ球を追う。女性のお腹に隠す（妊婦に化ける）、）等々、選手は一年

中、珍プレーを考え合う。体を鍛え、怪我しないような服装を工夫する。戦いが終われば、敵味方を讃あい、

一年中和やかに、笑って戦いの話をし、酒を飲み交わしている。 

人間は楽しい、ジョーク的生き方をしているのですね。ジョークサカー祭り万歳！今の世界の紛争もこのよ

うにして、解決し笑って過ごせば、地球から戦いが無くなりますね。問題解決ジョーク型です。最高のジョー

クで世界平和を！  

 

奥村篤史    スポーツセンター ホリデイジャパン◆2周年記念川柳◆ 

★毎日がホリデー年金生活者・・・毎日がホリデーなので毎日ホリデー通い 

★減量が出席高める原料に・・・本当に減量できれば出席しますよねー。 

 ★5キロ減り頑張りすぎて整骨医・・・私の実体験です。１日おき、６か月。 

 ★Zumbaズンバ楽しく踊ろう馬鹿踊り・・・ズンバは正にハードな馬鹿踊り 

 ★ストレッチサビつく身体を解きほぐす・・・でもサビ付き過ぎて 

★ボクシングフック・アッパー・ジャブ・ストレート・・・何級狙うの？ 

  ★無理するな身体壊せば意味がない・・・ホリデーは皆の健康気使って？ 

  ★体操・水泳・ヨガ・筋トレよりも No1はお風呂です 
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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 

〈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 手かげんの月 ふくれてみたり とがったり 

夫婦の仲は 満ち欠けの月 丸くなったり とがったり 

■１５年ぶりで富山県氷見市へ行ってきました。 

何年ブリかな 氷見のキトキト 寒ブリたんのう 帰途につき 

氷見の寒ブリ たんのうした夜 あの美味恋し ひみ恋し 

 

上の空組・印南博之    大娯解  ♪ 早く来い来い和尚がｔｗｏ 

 

種に交われば子が出来る その子が赤ちゃん 

朱鷺トキは金なり 剥製高う売れマッセ 

逃げるが価値 

憎まれっ子 夜にはだか 

出た釘は打たれる でもネジなら大丈夫 

雉も鳴かねば射たれまい 安心してここは禁猟区よ 

ゲイは身を助ける  あらアノ人も？ 

売り言葉に買い言葉 誰だ議場で商売するヤツは 

 

吉永こ百合    「友ありて  はめ字楽しむ  大晦日」    

   

 

 

 

信用亭 駒公（佐藤忠恕）○ お蔵（入り）百人一首（小倉百人一首もじりで 2014年を詠う） 

 
婚活後に高齢者の不審死続出に詠める 

① もろともに あわれと思え 高齢者 婚活の末 毒盛られるとは 

（本歌 もろともに あはれと思え 山桜 花よりほかに しる人もなし 前大僧正行尊） 

ノーベル物理学賞に日本人三氏選ばれ現地で詠める 

② ノーベル賞で ストックホルムに 来て見れば 青色LEDの 光満ち満つ 

（本歌 田子の浦に うちいでてみれば 白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ 山部赤人） 

なかなか減らぬおれおれ詐欺の被害者が詠める 

③ 盗られれば 戻って来ぬとは 知りながら なお恨めしき 詐欺被害かな 

（本歌 あけぬれば くるるものとは 知りながら なほうらめしき 朝ぼらけかな 藤原道信朝臣） 

今年の錦織選手の大活躍にテニスファンが詠める 

④ 錦織の テニス活躍 輝けり 世界ランクの トップもありなむ 

（本歌 高砂の をのへの桜 咲きにけり 外山のかすみ たたずもありなむ 前中納言匡房） 
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笑門亭来福（西川信治）    ★政治呆談   ☆世相呆談 

★「アベノミクスこの道しかない」→「アベノミクスこの道の先はない」（某野党党首） 

★群馬５区 「今は十分に説明出来ませんが必ず皆さんの信頼を頂けるようしっかり調査をし説明

責任を果たしたいと考えています」と十分（じゅっぷん）で切り上げ 

☆振込め詐欺史上最悪→振込め詐欺見張り隊新117（イイナ）（録音機能）秋田で効果 

☆アギーレ八百長疑惑で告発される→監督の身辺調査やったのか？ 

☆イタリア旅行から帰ってきた友人が、ローマ駅で鉄道切符を買っている間に現金の入った荷物を

スラれる→日本ほど安全な国ありません 

 

神代京子  おりこみ写真はめ字 「初日の出 皆と楽しむ うらがすみ」 

     

門口泰宣       阿呆リズム＆パロディ 

 
１）冬来たりならば 春唐辛子 
２）豪雪にアワを食った徳島県 
３）“産めよ ダメ ダメ”  人口減 
５）―――――――――→増税 
４）「マッサン」を観るのはニッカです 
５）♪雪やこんこん 選挙に来ん来ん♪ 
６）真似ーごとので謝罪で悠々当選  
７）”Nut return”は論外、”Not to return”だ 
８）空輸しても足らない”ＭＡＣ Ｆｌｙ Ｐｏｔａｔo” 
９）八百長疑惑なんてアギレーはてた 

 

平井幸雄       洒落た看板「判じ物看板」お洒落な看板娘お看板 

いろいろなところで目にする、看板や動画広告は江戸に原点があったという。江戸の商人がいかに多く

の客を自分の店に引き込むか、看板は商人の命で、看板に様々な工夫を凝らした。中でも特に江戸っ子

に人気があったのが「判じ物看板」です。その人気の秘密は洒落と粋。 

例えば鬼の看板は、薬屋のもの。この薬があれば"鬼に金棒"という意味があったそうです。また木馬の

人形を掲げた店もありました。「馬」と「うまい」をかけたもので、餅屋や饅頭屋で使われました。多

くの人々に店や商品を覚えてもらうため、知恵を絞るのは江戸時代も今も変らないのです。  

そんな「江戸の看板」や「洒落た看板」をあげてみました。 

                 

 

 

 

 

 

 

宵 交 う 灯 露 

は わ ら 揺 地 

み す か ら う 

そ 盃 す め ら 

か 今 み き に 

ま 喉 う 昔 味 

る に ら か わ 

み す か ら う 

来 っ す 酒 仙 

る と み は 台 

希 一 は て そ 

望 条 つ ひ ら 

で の ひ つ は 

包 光 の じ 明 

む が で 年 け 
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★2014年12月17日  １９名     最後の忘年会は１６名参加でした 

渡辺達雄、阿部浩、野本浩一、高畑傳、高木正明、西川信治、平井幸雄、内田清子、庭野ち草、曽田英夫、 

阿部博、佐藤俊一、佐藤忠恕、奥村篤史、門口泰宣、柴本和夫、藤井敬三、海郷達人、尾垣聡子 、  

 

 

 

 

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） 

2月25日（水） 千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

3月25日（水） 千代田スポーツセンター の予定 

4月22日（水）、5月27日（水）・・・ 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.304 発行 2015.1.28                 変集鳥・・・野本浩一    
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2014年12月9日～2015年1月18日 

山中静代・亀山光昭・森忠清・樋口七郎・伊藤良雄・渡辺達雄・阿部浩・青木孝・大石脩・野田文雄 

和久井哲男・小柴常雄・羽柴隆三・稲葉浅治・瀧口庸行・大森史郎・石代強・中野正能・市井雅敏 

片倉静江・石田貴代司・山崎正剛・柏木易之・沼宮内春雄・菅谷信雄・神山徹・前嶋昭夫・浜田頓坊 

岡部千代松・桜井レイ・尾垣聡子・小西祥二・藤森清彦・松山カオリ・宗田淳 

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。 

★2015年1月10日  新年会＠神田多町ラ・リヴィエール  ２６名  ＊太字は初参加 

青木孝、阿部博、一ノ瀬善秋、印南博之、内田清子、大島歌織、尾垣聡子、奥村篤史、片岡隆 

神山徹、神代京子、佐藤忠恕、佐藤俊一、柴本和夫、曽田英夫、高木正明、中村史江、庭野ち草、 

西川信治、野本浩一、東省三、藤野有樹、松山カオリ、森昤二、米岡泰、渡辺達雄 

＊森昤二さんは、日経新聞＆ネットでジョークサロンを知り、満を持しての参加です。嬉しいですね。 

 

 海郷達人（↓写真：２０１４年の一笑は第３位でした）    

川柳 思うほどには痩せられぬ 
痩せたいがその気に勝る腹の虫      気持ちよう眠る孫居る二段腹 
体重計針振れぬようそっと乗る      別腹よ大丈夫よと二段腹 
満ち足りてガスの火落とす鍋奉行     一キロを落とした翌日二キロ増え 
年初めの痩せる誓いも年を越す      痩せる思いそう思うほど痩せられぬ  
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http://www.jokesalon.com/

