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＊＊＊＊＊２０１６年１月 No.３１５＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊ 

 いつものように長いと思った２０１５年も、いつものようにあっという間に年末となり、

まず間違いなく大晦日を迎え、新年２０１６年となっていきます。 

恒例（或いは高齢？）となったジョークサロンらしい新年会を２０１６年１月９日（土）

に開催します。多数の皆さんの賛同・参加を得まして開催したいと思います。関東近

郊の方々には新年会の案内を同封しております。是非、遊びにお越しください。 

その前にお願いしたいのが、２０１５年の一笑の投票です。いつものように、今回同封

の投票用紙をご覧いただきまして、３笑品を選んで変集鳥宛に郵送をお願い致します。 

「こーれー（こうれい？）がいい」と思う笑品３つを選んで送って下さい。開票集計は新年会当日です。 

⇒⇒ 2015羊から ⇒⇒ よろしくお願いいたします。 ⇒⇒ 2016申へ ⇒⇒ 

 

愛知・加藤勝彦    公園の鳩も落ち葉の中、一所懸命エサを捜しています。エサ同封します。 

暖かいですネ。寒暖の差がこたえる年になりました。ご自愛祈念致します。 

北海道・信太わか   長い間、ハトのエサを止めて申しわけありませんでした。来年の分も送ります。 

東京・藤野哲康    特に個人的にはものは付けコーナーではお世話になっております。 

神奈川・藤野有樹   伝笑鳩今年もありがとうございました。来年も宜敷く御願いいたします。 

東京・柏谷達雄    本年は大変お世話になりました。切手１５枚送ります。 

東京・志賀康一    伝笑鳩いつも楽しく読ませて頂いています。餌代お送りいたします。 

京都・久保三徳   「コミックどどいつ瓦版」のリズムの良さと内容で、いつも溜飲を下げて 

健康を保っています。来年もよろしくお願い致します。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄  御法愛を感謝し伝笑鳩314号嬉しく拝受。向寒の候御尊身御自愛下さい。 合掌 

   味方をつくるより  敵を減らせ     天下随一 雲蝶作を 仰ぐご苦楽 永林寺 

   一語一会   「成功」の反対は「失敗」ではなく 何もしないことである 

神奈川・山口栄子   伝笑鳩作品創作のみなさまへ   「１年はあっという間です」 

エサ代を納める時期となりました。来年はもっと投稿できるようガンバリます。鳩さん待っててネ！ 

 

東京・高栄子     今回はめったにないかもしれない経験を!! 先日英会話サロンに出席。 

伝笑鳩314号を会員の皆さんに見てもらいました。シニアの人々には興味を持たれた模様です。 

京都・牟禮丈夫  前略 「伝笑鳩」の郵送代として82円切手20枚（カンパを含む）をお送りします。 

本年中、色々お世話になりました。新年もよろしくお願い申し上げます。 草  々

東京・市井雅敏   ジョークサロン御中  いつも楽しんでみています。今、車椅子生活で   

又肝炎にもかかり伝笑鳩がいやしになります。毎月早く飛んでこい。 

 

師走きた クリスマスある 年の瀬に ジョークサロンで  大いに笑おう 【快鳥・曽田英夫】 
 

駄洒落小話「４０年経ったら○○丸かな」 

若い時は、五郎丸と呼ばれている 

（現在２９歳！）けど  

⇒ ４０年経ったら６９歳・・・ 

初老丸と呼ばれるだろう。 

        東京・柴本和夫 
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 ◆さても有名な回文です。宝船に乗って詠んでみたくなる和歌かもしれません。分かるかな？ 

なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな 
（長き夜の 遠の眠りの 皆目覚め 波乗り船の 音の良きかな） 
（現代読み：ながきよの とおのねむりの みなめざめ なみのりふねの おとのよきかな） 

 
神奈川・天野秀雄   いろいろとお世話になりましてありがとうございます。 

来年の切手１５枚を同封しましたのでよろしくお願い致します。お元気で 

古文亭南朝選    第１７９回ものは付け  

         「人が沢山集まるものは」 

社寺への初詣              千葉   岡部 千代松 

Ｂ級グルメ               埼玉   酒井 典子 

旨い飯屋                東京   高 栄子 

名医のいる病院             埼玉   高木 正明 

事故現場                神奈川  藤倉 由紀子 

電車の運転見合わせ           東京   奥苑 順子 

他人様の家事現場            東京   高橋 通男 

寅さんの叩き売り            東京   稲葉 浅治 

群集心理・野次馬根性          神奈川  浜田 頓坊 

素晴らしい催しもの           神奈川  武井 美雄 

年末ジャンボ宝くじ売り場        千葉   皆合 かず子 

五郎丸選手の行く所           東京   藤野 哲康 

箱根駅伝の応援             東京   柴本 和夫 

ジョークサロンの新年会          東京    野本 浩一 

伝統祭りの夜              埼玉   石原 義三 

新製品の発売初日             京都    牟禮  丈夫 

デパートの宝袋             東京   柏谷 達雄 

 

次回（第180回）の題     「心をなごませるものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

1月10日まで ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

 

人が沢山集まっている所   神奈川   阿部 浩 

【評】何で集まってるんだろう？見えないよ、前の方しゃがめ！ 

入選 

 

災害の避難所               高知   高橋 満子 

山小屋のストーブ            千葉   海郷 達人 

さよならブルートレイン         東京   樋口 七郎   

宝船の試乗会               神奈川  志賀 明 

入場制限の入口             埼玉   北沢 正嗣  

 

佳作 
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東京・稲葉浅治    川柳 「虫」        眼の中に蚊が飛んでいる高齢者 

一寸の虫で迎えた定年日            虫さんが家庭菜園毒見する 

和食好き虫に喰われる和紙の本         花も実もあるから虫に慕われる 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊    甘辛都々逸ほのぼのランド 

 来年は「さ・る・ど・し」・・・さても「目出鯛」 るんるん気分 歳の初めは 志功調      

<「申」の代役 「狸」でござい> 

☆来ているようだと 気配はあった 猫を呼んだら あら狸 

☆手土産代りに 折角だから 叩いてゆかぬか 腹鼓 

☆狸の落語は いろいろあって 「札」と「鯉」「賽」 など談志 

☆狸・珍癖 見晴らしのよい 場所に憚（はばか）り 決めている 

☆狸歳とは いかないけれど 人気ものだよ 初笑い 

 

<元気礼賛> 

☆肥後のモツコス 佐賀者オヤジ 土佐のイゴツソ ウン元気  

☆使う言葉に 人間性が 知らず知らずに 滲む味 

☆菊の祭りも 終った秋日 いまだ元気な 赤とんぼ 

 

岩手・ほらえびす      あい変わらず「ニヤリ」です 

１．西之島に新火口   中国までつながったら大変   －心配性－ 

２．結局のところ  元の世代の方が好きです     －次世代の党、党首－ 

３．維、民、新党模索   新党なら私に任せなさい   －生活党党首－ 

４．埋め立て不可能  沖縄と政府の溝  基地移設問題   －一言居士－ 

 

京都・大石脩        ダジャ連発 

  

 

 

 

 

 

石井志津夫         お気に入り川柳：定年後の人生を楽しむコツ   

 

講習会元気がないと通えない        皆さん元気ですねー 

定年後暇が恐くて職探し          こうならないよう！ 

肩書が取れたとたんに五十肩        笑ってられません 

人柄の良さを買われて隠居なし       ６５才からもひっぱりだこ 

起きたけど寝るまで特に何もなし      教養（今日用がある）教育（今日行く所がある）が大事 

前会社今は嫁の言うままに         婦唱夫随 

あの世へは落ちこぼれなくみんな行く    と言われてます 

どこで見る東京五輪天か地か        ５年後あなたは？ 

ときめいて生きる心にボケはなし      ジョークサロン人にボケなし 

逆らわずいつもニコニコうまくやり     夫婦円満のコツ 

 

♠映画はどんなシーンが好き？ 

♡裸で踊るシーンだわ。 

♠それは、ちょっと凄い発言だね。 

♡だって、裸舞（ラブ）シーンだもの。 

☆日本の捕鯨の前途は暗いなぁ。 

★非捕鯨国が目くじら立てているからね。 

☆堂々と反論したらいいのになぁ。 

★くじら問題のマッコウ勝負は大変だよ。 
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柴本和夫           言葉の研究  駄洒落小話 

★クラスメートが変身しました。 

・男性のクラスメートに出合った。意気投合して、ビールで乾杯した。 

男性クラスメートが、≪グラス≫メートとなった。 

・女性のクラスメートに出会った。意気投合して、入籍した。 

   女性クラスメートが、≪暮らす≫メートになった。 

★この冬は暖冬の予想です。暖かさに驚いて、驚嘆のひと言 こんな温かい冬～有ったかい 

★理想の夫婦なんていない！ 

・偽装の夫婦（ＤＮＡ鑑定が必須の夫婦） 

   ・仮想の夫婦（存在しない想像上の夫婦）  

    ・そそうの夫婦（いつも失敗ばかりの夫婦） 

     ・武装の夫婦（いつも夫婦喧嘩ばかりの夫婦） 

 

若狹芳生   ■面白回文【芸能人編その１】 「世の中バカなのよ」 

 

◆競馬予想は当たらない？      「予想は嘘よ（よそうはうそよ）」     

◆マロニーちゃんの中村玉緒さんは寝顔も素敵とか 

「世の中、お金か寝顔か、なのよ （よのなかおかねかねかおかなのよ）」 

◆仲間由紀恵は友達多い   「仲間かな」      

沖縄出身で  「那覇の花 （なはのはな）」   なのよ。 
 

佐藤 俊一             アイ・マイ都々逸 川越風味   

 

☆プロ野球賭博問題に揺れ   

   九回裏は 最後のチャンス 球界裏は 大ピンチ 

野球トバクで 大山鳴動 ねずみ三匹 トバ口か 

☆解党    維新も民主も トウカイ寸前 やっぱりクイが 足りんのか 

下手なカイトウ 味わい落ちて 鮮度もどらぬ 食えんわな 

☆ウナギもいいけど ナマズもね（鯰丼が登場するかも） 

  ――「ナぁマズいだろ」とはならないように、期待しましょう。 

ウナギに代わる 期待の食材 味に自信（地震）の ナマズ丼 

自信（地震）をもって おすすめですよ ウナギもいいけど ナマズもね 

■どこの・ど・どいつ返歌球 

〈蕎麦屋どんぶり鉢 落とせば割れる ねえさん島田は 寝て割れる〉 

――千葉県の佐原囃子のひと節です。返歌球はこうまいります。 

蕎麦屋どんぶり鉢 落とせば割れる 呑んだ勘定は 皆でわる 

そば屋酒 呑んだ勘定は みんなでわれる 逃げたヤツめは きらわれる 

 

東京・菅谷信雄       英語って難しい。  

 

私が創業したテレマーケティングの会社「株式会社もしもしホットライン」が、 

最近「りらいあコミュニケーションズ株式会社」に社名変更しました。 

しかし、リライアは外人にはre-liar（再びウソをつく人）に聞こえてしまいます(;-;) 
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香野好太      好太川柳               フォト川柳       

新しいソフトを脳が求めてる        

 腹痛で医者で長待ち尻痛に 
預金ゼロ資産ゼロでも愛ゴマン 

よこしまがよぎり無心に穴が開き 

ウォーキング続けているがやや邪心   

我妻にいつも降参腹の虫        

まやかしのゴム杭肥料が泣いている  

上の空組 印南博之  大娯解  「ことわざ換笑」 

 

◆清心一等賞、学習院？                     名門校の運動会ね？ 
◆折歯ヤカン アルミじゃないわ鋳鉄製ね きっと              切歯扼腕 
◆仙台の一隅                               千載一遇 
 
◆船頭多く集って舟山に登る             船頭さんたち舟山へハイキングへ？ 
◆千万人もの人に湯灌をさせるんですか？           千万人といえども我行かん 
◆倉庫の妻って働き者ねえ                         糟糠の妻  
◆惣領なのに甚六って名前なの？                  総領（惣領）の甚六 
 
◆供え有れば売れぬ梨はありません                 備えあれば憂いなし 
◆罪を見て人に肉饅頭                       罪をみて人を憎まず 
◆禅はゆったり膳は急げ                           善は急げ 
◆おー戦友 後楽園の！                           先憂後楽 

 

西川信治       ★時爺呆談  ☆世相呆談    
 

★消費税アップ避けたい政府。 加えて軽減税率では自民（4,000億）、公明(1兆円)の隔たり大 

→めざすのは国民よりも参院選 

★事業レビュー19件が原子力関係。1995年から稼働ストップ「もんじゅ」。担当者は必要と言う

が、建設5,000億、維持管理200億/年x20年 計1兆円税金ムダ→規制委も事業見直し勧告す 

☆TSUTAYA運営図書館の分類で森鴎外「雁」鳥類図鑑、芥川龍之介「芋粥」料理本、宮沢賢治 

「注文の多い料理店」グルメガイド、旧約聖書「出エジプト記」海外旅行に 

→利用者の批判続出当たり前 

☆日本は男女平等の度合い145ケ国中101位。（世界経済フォーラム）  

→「子どもを産め、1億活性化社会」掛け声だけでは難しい？ 

☆何十年ぶりで渋谷に行き、スマホでＮＨＫそばの蕎麦屋を探した。交番も含めサラリーマン、 

ＯＬに聞くが全く分からず。通りかかった若いお母さんが、親切にスマホの地図を頼りにわざ 

わざチャリで回って探し当ててくれた  →   思ってない今時稀なおもてなし！！ 

江
ノ
電
を
迎
え
夕
焼
け
嬉
し
げ
に 
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門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 
 

１）アウンの呼吸でスーチがあがった 
２）ドーピングが国ぐるみとはウオッカない 
３）初仕事 珍事国会 とそ気分  
４）♪おぞまし ＩＳＩＳ テロからさきゃ   オランド 

テロが早来りゃ 早よ手打たねば 空爆肝心肝心  
あんひとたちゃ悪衆 悪衆悪態 悪かもの♪  

（五木の子守唄） 
５）徹世間に敵はなし  大阪Ｗ選挙 
６）女子プロゴルフはイボ姐ちゃんに敵わない 
７）小久保君 俺は得点王よと川崎大久保 
８）金額軽減に必死の消費税軽減率 自民党 
９）前田投手を待っているレッドソックス 
10）届かぬ封書はナンバしょっとか 

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕） 世相都々逸 no.42  りんごを題材に都々逸捻り出し 

 

りんご産地 青森・長野に 岩手と来るが 美女の噂が ない不思議 

    赤青黄色 りんごは多色 選ぶに目玉 白黒し 

    りんごお菓子は アップルパイで 俺おかしくなりゃ アンポンタンか 

 紅いりんごに 唇寄せて 黙って見ていりゃ 認知症？ 

    りんごほっぺの あの娘
こ

に振られ 酸っぱい思い出 残るだけ 

  一日一個の りんごが良いと 言ってたあの子は 便秘症 

    見た目も良くて 腸にも効き目 そんなりんごに 首ったけ 

    また秋が来て りんご見る度 別れたあの娘
こ

を 思い出す 

    りんごとミカン どちら？と聞かれ 貴方と答え 赤くなる 

りんごとミカン 遜色ないが やっぱり秋は 熱燗だ 

 

吉永こ百合      はめ字    紅葉狩り冬日和あり風立ちぬ 
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海郷達人           偽装事件、半可通の管見 

 

１． 有機肥料偽装事件 

  秋田市の肥料メーカーが起こした有機肥料偽装事件。農林省が会社に対して製品の廃棄を求め

たとか。会社は、偽装をやめるユーキがなかったと謝っているようだが、偽装肥料で腹をコヤシ

ていたのは確かによくない。しかし、廃棄させるとはもったいない。捨てるくらいなら、化学肥

料として畑に撒かせたらどうだろう。 

２． 杭データ偽装事件 

 杭工事大手の起こした杭工事データ偽装事件。国交省が調べてみたらデータの流用事例が出る

わ出るわ、とどまるところを知らない。ある社長さん、杭データの流用など業界のどこでもやっ

ていることと会見で開き直り発言、あの言い訳にはクイが残らないだろうか。データを流用した

からと言ってすぐに建物が傾くわけではないが、いっそのことグッと傾いた方が“ピサの斜塔”

みたいに見物人が大勢呼べるかもしれない。 

 

曽田英夫            狂歌NEW門   
酔っているけど 直立不動 

・自棄酒を 飲んだけれど 眠ってた 酔っているけど 直立不動 

 ・酒飲んで 野球観戦 ドラが勝ち 酔っているけど 直立不動  

・新幹線 酒4合で 大阪へ 酔っているけど 直立不動   

にっこり笑い 何でもいいと 

 ・今晩は 和洋中華 妻が聞く にっこり笑い 何でもいいと 

 ・レストラン メニューをみたら 数多く にっこり笑い 何でもいいと 

・電車内 何処へ座るか 聞かれても にっこり笑い 何でもいいと 

世間は一体どないなってまんねん 

・五郎丸 オーストラリアで プレイする 名前を変えよ 豪朗丸と 

・名誉教授 暴力団に 金を借り 称号変更 不名誉教授へ  

・大空へ МRJは 飛び立って 未来の空は 国産機だけ 

 

神代京子    フォトはめ字   この町でおとりさま見る酉の市 
  

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

な 集 こ 納 無 

幸 う の め 事 

で ち ま の こ 

あ い ち 季 年 

い さ で を も 

り 暮 と 幸 く 

ま れ り 祈 る 

ち い の り と 

賑 ろ い 集 し 

う ど ち う の 

こ 闇 お 熊 粋 

だ に と 手 な 

ま さ り と お 

す え さ 若 江 

る て ま 衆 戸 
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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》  
 

自民結党 還暦祝い 一強多弱に 浮かれ気味  
外交多忙で 総理が不在 他の議員は 秋休み  
辺野古対決 沖縄・政府 対話あきらめ 法廷戦   
野党再編 どうにかしなきゃ だけど仲好く 出来ぬ仲  
国産部品は 三割だけど 国産ジェット機 やっと飛ぶ  
自衛隊から 女性に誘い 来たれ戦闘パイロット  
パリがやられりゃ 黙っちゃおれぬ シリアへ空爆 テロ退治  

 
知恵が出せない もんじゅがピンチ カネを爆食い 碌でなし  
産んで育てて 介護に苦労 職場じゃマタハラ 何でやねん  
介護離職を ゼロへと言うが 介護職員 職離れ  
偽がはびこる 人民元が 世界通貨に なる不安  
ＡＴＭでは ケータイ禁止 次はどんな手 詐欺の知恵  
暮れの郵便 せわしいさ中 かてて加えて マイナンバー  
五輪控えて ロシアに疑惑 国家ぐるみの ドーピング   
負けた土俵で 優勝決まり 気分湧かない 日馬富士  

 

平井幸雄          漢字でつづる四季の移ろい  

 
 

 

なぞかけ歳時記『秋～歳末』 

 秋とかけて 酒の飲み過ぎと解く     その心は こうよう（紅葉・高揚）しますが、 

  いちょう（銀杏・胃腸）がき（黄・気）になる 

 紅葉とかけて信号機と解く        その心は 緑から黄、赤に変わります 

 木枯らしとかけて 下手なダジャレと解く その心は 寒いし、もう不愉快（冬かい？） 

 なべ料理とかけて  江戸町奉行と解く  その心は アク（悪）を取り除く奉行が活躍 

 師走とかけて  大晦日のジャンボ宝くじ１０億円を当てた人と解く 

                     その心は  一年で最後のツキです 
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南亭琴内（米岡 泰） 南亭琴内氏どんでん返し91 ◆「時事川柳」 ＆ ◇「𠮷と吉の謎」 

 

  ◆アラブでは人気が高いパリ詣で     ◆この騒ぎ戦争なんだだまっテロ  

  ◆最年少の横綱は在位最年長       ◆噴火して箱根の山は喧嘩の素 

◆南海に島を作れば勝手にシナ      ◆高速炉もんじゅに漏れじゃＮａ避けない 

◆マイナンバー知らずに今後生きれるか 

 

◇小学校の時から、𠮷は上が土、吉は上が士と教えられて、私も𠮷田中学校の出身でしたから

納得しておりました。ところがＰＣのワープロが導入されてから、どんでんがえし！土の「𠮷」

は抹殺されてしまいました。 

「土の𠮷」は「士の吉」に比べ、下記のような酷い扱いを受けています。 

① 異体字：「将と將」や「辺と邊」のように、下の長い「𠮷」と上の長い「吉」とは 

異体字と呼ばれる。 

② 俗字：昔から永く使われ、俗化してしまった字である。 

③ 誤字：「吉」が正字なのだから「𠮷」は誤字である。 

④ 宛字：農民は「土よし」で武士は「士よし」である。 

⑤ 古字：徒然草の𠮷田兼好も松下村塾の𠮷田松陰も総理大臣の𠮷田茂も全て「土」 

⑥ 外字：標準的な漢字の収録基準から漏れている字である。 

 
怒れ！全国の吉田さん！起こせ土よし復活運動！ 

 

野本浩一  お写落日記 【マイケルもロッドも寄ったチャールストン 入って暫しタイムスリップ】 

 
11月21日（土）午後から六本木～飯倉片町～神田と流れ、長崎北高4回生の同期会へ出向い

た。六本木に立ち寄り初めて入る店でビールを飲む。名古屋勤務から東京に戻り、六本木に飲み
に行くようになった頃から見かけていた店「チャールストンアンドサン」だ。六本木に遊びに来
る外国人が立ち寄る店として知られている。レジの後ろにはふらりと入ってきた著名な外人さん
たちの写真が飾ってあった。 

  マイケル・ジャクソンやロッド・スチュアートもいる。Ｋ１で有名だという外人さんの名前を
聞いたりして世間話をした後、著名でない日本人代表として社長さんとのツーショットを撮らせ
てもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

＊チャールストン 
1920年代に米国で流行した速い動きのダンス。黒人ばかりのレビュー
で《チャールストン》という曲での奇妙な踊りが評判になったのが最初
といわれる。両ひざをつけたまま左右交互に足をはねあげる形が基本。 

 

この頃はとんと聞かないチャールストン ネットで調べてとんとん五とん 
あの頃に覗いたような店に入り 懐かしき日々思い出す時  

https://kotobank.jp/word/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9-95148
https://kotobank.jp/word/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3-96865
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★2015年11月25日例会参加者 14人 参加者が少なく寂し秋の夜とは言え元気サロン同人   

野本浩一、平井幸雄、曽田英夫、高木正明、海郷達人、阿部浩、佐藤忠恕、門口泰宣、西川新治、 

印南博之、柴本和夫、米岡泰、神代京子、尾垣聡子 

＊天気がぐずついたので出席者も減ったのかも知れません。 

＊仕事や用事が重なった方も多くて、少し寂しいものがありましたが、参加した面々は相変わらず 

 元気にジョークや洒落を飛ばしていました。 

 

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 ） 

★2016年1月9日（土）12：00-15：00  

新年会ラ・リヴィエール ＊会費は５千円です  

千代田区神田多町2-2 電話03-3258-1800   

2016年の例会予定です 

1月27日（水）千代田ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ７階第２集会室 

2月24日（水）  千代田スポーツセンターの予定   

3月23日（水）、4月27日（水）、5月25日（水） 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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☆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。 

上三枚の写真では、１１月例会参加

の皆さんの笑（？）顔、ええ顔をお

届けします。今度は、新年会でお会

いしましょう。 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/

