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＊＊＊＊＊２０１６年１１月 No.３２５＊＊＊＊＊＊＊＊ 

          
＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊ 

 ホットな季節が去ってほっとしてます。 

 今度はクールな季節が来～ることになります。 

 さて、9月例会に初めて参加して頂きました男性２名からメールが届きましたので、披露させて頂きます。 

 いろいろな所でふとした出会いがあります。そこでジョークサロンの紹介をしまして例会にお誘いしまして

も、そこから足を踏み出して内神田の千代田スポーツセンターまで足を運んで頂くのは大変です。 

 何が大変なのか・・・と言いましても、何しろ大変なのです。ほんと～、大変なのですから・・・。 

 

9月例会初参加：平松克彦    昨日のジョークサロンは皆さまの・・・ 
あまりのレベルの高さに圧倒され、正直、「今日が最初で、最後だな」と思いました。 
しかし、懇親会で奈菜子さんや森さん達とのやり取りがとても楽しかったですので、 
次回も「オブザーバー参加」でよろしければ、参加させていただきます。 

 

9月例会初参加：村上信至      ★初めて例会に参加した感想★ 

皆様の才能とその多様性に驚いております。「伝笑鳩」の編集は、とても大変な作業ですね。 

この質と量を維持されているのは・・・・・・・ご努力と情熱の賜物です。 

 

長野・松原伸伍    皆さんの作品にとても感動しています。長い目でがんばりたいと思います。 

仲  々 作句に苦戦しています。    「セールスは 欲と不安を 使い分け」 

 

東京・高栄子  ハロー、今月も遊びばかりの勝手なおしゃべりです。 

九月二十六日（月）埼玉県日高市へ。巾着田の彼岸花 500 万株･･･今年は白花も百株くらい鑑賞できました

ね。彼岸花はDNA 内に白花種があるそうです。そして九月三十日（金）アマチュアモデルウォーキングデビ

ュー。蒲田ビルで楽団読んで金キンキラリンのドレスを着用、ライトを浴びて歩くってなかなか魅力的ですね。

シニアは常に姿勢を良くしてサッソーと歩きたいものですね。 

 

斉藤光正     いつもいつも楽しくユニークな笑いありがとうございます。 

皆さんの頭の柔らかさ、発想の豊かさシミジミ感じさせられます。 

 

新潟永久林寺・佐藤憲雄  何時も御報愛を賜り伝笑鳩324号御恵投の栄を篤く御礼申し上げます。 

これからは向寒です。御尊体切に切にお大事に。お大事に、 コーラス（合掌） 

    ありがとう 言われるように 言うように 

 

福島・松山カオリ   台風が多くて全国の伝笑鳩の読者の方大丈夫かしらと心配になります。 

324号お送り頂いてありがとうございました。毎月お送りいただいて感謝しております。 

 

 秋風が 吹いてコスモス ゆれている 大いに笑おう ジョークサロンで  【快鳥・曽田英夫】 
 

    極楽とんぼの笑集団 

◇笑いの鳩舎に 笑いの種を 運 

び粋人 ワッハッハ 

◇そうだそうだな 笑ってなんぼ  

どんと笑いの 特売日 

          神奈川・浜田頓坊 

伝笑鳩 

今月の一笑 
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          ＊お詫びと訂正 高木正明さんは埼玉在住です。No.320～324にて千葉と 

           案内していました。ご迷惑をおかけいたしました。 

 

 

 

 

 

東京・菅谷信雄 毎度毎度の瞬間芸     ◆おめでとう 豪栄道初優勝！！ 

 
５項目（気力、体力、技、運、貢献度）の評価は全て５A、５A道です♪d(⌒〇⌒)b♪ 

古文亭南朝選 第１８９回ものは付け 「指を折って考えるものは」 

恋人の数                東京   藤野 哲康 

川柳                  千葉   海郷 達人 

リニアの開通              東京   樋口 七郎 

年賀状の枚数              東京   高  栄子 

厄明けへのカウントダウン        静岡   野末 紳二 

安倍首相の胸三寸            京都   大石 脩 

診察まであといくつ            埼玉    石原 義三 

振られた数               埼玉   高木 正明 ＊ 

若き日の思い出             高知   高橋 満子 

元気な大事なお友達           東京   野本 浩一 

退職の日の挨拶の内容           東京    柴本和夫 

娘の嫁入り               東京   稲葉 浅治 

親父の年回忌              東京   植竹 団扇 

孫の誕生                千葉   皆合 かず子 

デートを断られた回数          神奈川  武井 美雄 

飲兵衛のランク             神奈川   志賀  明 

わが余命と資力             千葉   岡部 千代松 

もう幾つ寝ると･･････          埼玉   北沢 正嗣 

下車駅までの数             東京   奧苑 順子 

 

次回（第190回）の題       「つかみ難いものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

11月5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 

 

よく曲がらないのは･･･リューマチか   埼玉   酒井 典子 

【評】指の第一関節のコブは、テーピングで直りますから心配いりません。 

入選 

 

川崎ロッテの頃の入場者          神奈川  阿部 浩 

防災用備品                神奈川  藤倉 由紀子 

ゴルフのスコア              神奈川  浜田 頓坊 

彼女の妊娠時期              東京   高橋 通男 

卒業に必要な単位数            東京   柏谷 達雄 

 

佳作 
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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90 

 
〈日本の話芸はなかなか奥が深いなあ〉 

◇「粋が身を食う」 なあんて台詞 今じゃ聞けない ちと無粋 
◇少し構えた 観客の気を ほぐして笑顔に させる芸 
◇気持ちのスイッチ ぽ～んと入れて 笑い呼び込む 名話術 
◇そっと「松」の字 都々逸詠んで 公（きみ）と木（ぼく）とが 嬉々の夢 

 
〈笑いにも品格てえものがあるよなあ〉 

◇コミック調子の ひな段トーク 大宅壮一 何と言う 
◇金と気遣い それでも受けず ついに「終った」 人も居る 
◇「俺はどぜうだ」 蓮舫の下で 支える蓮根 そうな野田 
 

東京・稲葉浅治    川柳  恥       読めるけど書けない文字の多いこと 

 

恥をかき汗をかきかき定年日        よく見たら値札の０を見落とした 

祝儀袋中身忘れて恥をかく         言い訳はいらぬそれより恥を知れ 

 

京都・大石脩      ダジャ連発！！！ 

 

「君とのハネムーンで、ホントに蜜月になって、歯根無～んになっちゃった」 

「あらら、ホネム～ンとも言うから、あなた骨無～んにもなっちゃうわよ」 

 

「ウチと一緒に成りたいんなら、過去にも現在も近未来も全部脱ぎ捨ててよ。ドラマチックにさぁ！」 

「あのう～聞くけどさぁ、ホントに脱いでもイインかな？」 

「何を混同してるん。ウチが近藤勇なら抜刀もんよ。コラーしっかりせえからー」 

 

若狹芳生   中日ドラゴンズの「エルナンデス」選手異聞 

 

 ◆ユニフォームサイズ・・・・「Ｌ（エル）なんです」     

◆やる気は・・・・・・・・・「萎えるんです」       

 

 

香野好勇      好太川柳   ＆   フォト川柳 「夏終る競ってヨット沖目指す」 

 

いつの世も子供問題愛で解く    

 覇権国島の碁石で想を練る 

親は子の鏡か今や万華鏡       

子の夢と親の期待を愛で混ぜ      

海を知る小石が泣いてる波の音 

アイラブユーつい急いでる流れ星    

小石投げ思わぬ波紋に身構える 

七つ星どれにかけよう願い事     
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森昤二     森先生の  『駄洒落節だよ 人生は！』    

駄洒落 に練りこんだ 珠玉の経営訓・人生訓   （作：森 昤二   挿絵：鈴木 登）  

 

 

 

 
佐藤俊一       どこの・ど・どどいつ変化球  

 

■返歌球   ＜時計の針さえ 重なる時が あるのに寂しく ひとり寝る＞ 

▽時計さえ 針は捨てたに 女房の口にゃ きょうもチクチク 含み針 

■蓮舫氏の二重国籍と党主選 

▽せきを切ったよに 攻め立てられて やってられんほう いたいわん 

▽国籍二重で 驚いてたら 県はどうする 三重県民 

■芝翫（しかん）襲名の橋之助：禁断愛で「ふとくのいたすところです」 

▽ふとくのいたす ところといいつつ 禁断どンすの 帯といた 

▽禁断どすえの 帯ときながら 梨園の妻に しかンられ 

▽ふとくしちゃって りえんの妻に しかンられたよ 禁断愛 

▽リンゴじゃないのよ 禁断の実は りえんはナシの 失楽園 

■豊洲市場の地下空間～汚染にキャラメル 

▽コンクリの 箱の中身は おせんにからめる 甘い利権と にごり水 

▽土は盛らずに お手盛り工事!? 地下（地価）は水増し やみ深し 

▽地下は水増し ドジョウも出ない おせんにからめる 深い闇 

 ■BUS BATH BIRTH DAY 

▽バスでおでかけ 温泉めぐり ハッピー「ばす」デイ 秋日和 

 
曽田英夫          狂歌NEW門  １ 

 

顔をあわせて 大きく笑らう 

 居酒屋で 大いに飲んだ 安かった    顔を合わせて 大きく笑らう 

 占い師 大金持ちに なると言う     顔を合わせて 大きく笑らう 

 逃げないで 居ついた小猫 ニャンと泣く 顔を合わせて 大きく笑らう 
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吉永こ百合   ～ はめ字  と  こ百合のひとりごと ～   

 

   

    

 

 

 

 

 

笑門亭来福（西川信治）  ■ 時爺呆談 ～ □ 世相呆談「高齢者の一日（川柳調）」 

 

■豊洲の空洞を自民だけ現地調査しないが、ドン抜きに空洞はあり得んだろう？ 

→ 担当者勝手にやれんドン内田 

■ドン側近が二代目ドンを襲名し    → 会長もこれじゃ都連は変えらない 

■晩節を汚す高齢元知事、ウォーキングしても昔のことは思い出せず？ 

→ 隣国と似ている引退石つぶて 

■オンブズマン全国大会宣言で政務費ネット公開促進 

→ 公開に東京都は含まれん（伏魔殿） 

■おんぶ復興政務官「配慮に欠ける行為だった」（被災地ぬかるみで） 

→ ザ官僚まさかテレビに映るとは 

□不倫報道にひたすら「私の不徳の致すところ」の成駒屋 

→ 正しくは私の不倫の致すところ 

□世間騒がせた歯ブラシ二世男優    → 母さんが電動歯ブラシ買ってくれた 

□近鉄飛び降り車掌に嘆願書５万件   → 事故なのに車掌一人をいじめるな 

□車掌に切れる高齢者         → 「大声で話す婆さん止めさせろ」（耳が遠いのよ） 

 
門口 泰宣     阿呆リズム＆パロディ  （ブルーシャトー） 
 

♪盛り土 地下空間に分けられて  

しずかにたたずむ ブルーブルー市場  

あなたが知らぬうち 変わっている 

    くらくて 地下水 ブルーブルー市場 きっと誰かが 

手柄のバラの バラの香りが うれしくて  

冷や汗をそっと 流すでしょう  

世間の疑惑に つつまれて 都知事に ゆだねる  

ブルーブルー ブルー市場  

ブルーブルーブルーブルーブルー ブルー市場 
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阿部博         スマスマ川柳：スマホでスマートにすましてる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
信用亭 駒公（世田谷 佐藤 忠恕） 清濁擬音都々逸 no.5 

◎ クンクン・グングン  くんくんと 嗅覚効かせ 都庁探れば 疑惑膨らむ ぐんぐんと 

くんくんと 匂いを探りゃ 金木犀の 甘い香りが ぐんぐんと 

くんくんと 鼻を鳴らして 可愛い子犬 愛しむ気持ち ぐんぐんと 

◎ スラスラ・ズラズラ  すらすらと 離婚調停 進めて行けば 賠償請求 ずらずらと 

すらすらと 筆の動きは 滑らかなれど 中身はクレーム ずらずらと 

 ◎ ヘラヘラ・ベラベラ  へらへらと 笑いの誤魔化し 通用せずに 話しちゃったの べらべらと  

へらへらで 通ると思うな この世の中を とっとと話せ べらべらと 

へらへらと 人生舐めてる お前の特技 口だけ達者 べらべらと 

◎ トロトロ・ドロドロ  とろとろに なる様煮込む 積りがなぜか 俺のシチューは どろどろに 

とろとろに 蕩けるような 恋もしたいが 女房にばれりゃ どろどろだ 

 
曽田英夫          狂歌NEW門  ２  

世間は一体どないなってまんねん 

 土盛らず 空洞として 水たまり 誰か決めたか 盛土よすのは 

 25年ぶり 優勝決めた 赤い軍 クライマックス なんでもコイと 

 日本ハム ハムを食ったか 勝ちまくり ソフトバンクを ついに追いぬき 

 164キロ 最速球を 投げ込んだ 大谷投手 大谷を越え 

 北朝鮮 核実験を 又やった ミサイルに核 どこへ飛ばすか 

 豪栄道 優勝とげて 大阪の 記録の年は 86に 

 台風が ６つ襲来 被害でる 台風つぶす 目薬ないか 
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平井幸雄         優先席（当世優先席事情）  

このところ交通機関に乗った際、若い方に「どうぞ」と席を譲られることが多い。「ありがと

う」 と言って素直に座ることにしている。人の優しさを先ず感ずる『優先席』だ。また、昨年の

病後 以降は遠慮なく優先的に真っ先に座るようになった『優先席』だ。  だが、『優先席』が健

常者で占められ座れないことがある。マナーの悪さを憂える『憂先席』だ。 譲ってもらえない時

は『今日はリハビリタイムだ』と、吊革につかまりながら、バランスをとる 訓練、つま先立ち上

下運動をしながら乗車している。リハビリ訓練を優先する『優先席』だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海郷達人        小話 ぎおん語  孫の小学校での話  

京都から越してきたという子のこと。 

ことばがとてもやんわりとして優しいそうだ。 

ある日、国語の時間で、先生がみんなに擬音語を二つずつ書き出すように言っ

た。孫は、思いつくままに「ごろごろ」「ぷかぷか」と書いたという。ところが、隣に座った転校

生、「おいでやす」「よろしおす」と書き出したそうだ。 

返ってきた答案用紙には、大きな丸が付いて、「よおできはりました」とあったという。 

よおできはる先生やおますなあ。 

 
上の空組 印南博之  大娯解  ♪ 北風吹きぬく寒い朝は ゆで卵一つで温かくなる 

 

ユー空晴れて飽き風吹く あばよ！ 

 鯒 （こち）吹かば浜は大漁の漁師町 

 野分・のわけ  ゴルファーが草むらへ飛び込んだボールを探しているのだ！ 

 タイフーンとハリケーンが戦ったらどちらが強いでしようか 

     両方ともイギリスの戦闘機ですが前者のほうがエンジンも武装も優っています 

♪ 風の中の羽のように いつもふっとばされる あたしの財布！ 

風の盆 凧も気球もお盆形のカゼに乗って飛ぶんだってねえ 

天津風 鯉の通い路吹き閉じよ   急に 鯉が釣れなくなったのは風のせい？ 

山口県南部に「鹿の角落とし」が発生しました。 

コツ粗鬆症と取り違える方もいましたがこれは秋に吹く南西の風のことです。 
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二流亭転失気奴（高畑 傳）教傳院 釋印熱  親父ダジャレ 綴り方教室（古墳篇） 

我が国の前方後円墳は世界一の大きさと認定  大コーフン話 

墳丘長約486m 後円部径約249m 高さ約35m 前方部幅約305m 高さ約33m 古墳を造るのに要

する日数・人数などの試算 築造年数 約15年8か月 作業人数 約680万人 費用 約800億円なり。

そして大きさではエジブトピラミット、中国始皇帝陵 兵馬俑を超えその規模世界一と認定、世界遺

産申請中とのこと。吾 大コーフンしてジョークサロン発表するなり。 

    

 

 

形状は中国に存在した宝ものを入れる壺の形とも認定。円形部に遺体を収め、方部には多くのド

キドキする立派な多くの土器が納められていた。大和王国バンザイ、多くの壺も思収められていた。

このへんで、つぼつぼ終わります。ダレジャ、へんなダジャレ、つづりかた書いたのは, ジョークサ

ロン中、最低を誇る二流亭転失奴で御座います。お粗末様！ 

柴本和夫                 言葉の研究                    

1.小池劇場が、スタートしました。 

童謡どんぐり ⇒ 小池にはまって、さあ大変・・・・ドジョウ（泥鰌）がでてきてこんにちは 

豊洲の市場 ⇒ 小池がさぐって、さあ大変・・・・あらら、トジョウ（土壌）がでてきませんでした  

① 都民から、今何時と聞かれたら・・・・・都知事です！と答えるクセ・・の小池です 

② 私は、KYな（空気が読めない）人間です・・・・名前がKY＝K（小池）Y（百合子）！・・の小池です 

③選挙公約は、都庁内のOA化促進・・・・・O（大年増）A（厚化粧）化！・・の小池です 

 2．民進党レンホウ 

① 報連想（報告・連絡・相談）・・・ソウ（相談）はいりません。レン・ホウ（連絡・報告）だけにして 

② 二重国籍・・・ 日本と台湾、なんで、2つじゃダメなんですか？ 愛ちゃんはどうなの？ 

③吉田沙保里の銀メダル・・・銀メダルの 2位じゃだめなんですか？金じゃなくてもいいじゃない 

 

 3．ケニヤ訪問特集・・・８月下旬＝安倍首相の訪問と重なりました！台風９号の頃です 

    ①英語表記は・・・KENYA⇒ 【I＝愛】がない。愛はどこに？⇒ （福原）愛は台湾に嫁ぎました 

      アフリカには、≪アで始まる国≫はわずか 1ヶ国で、≪アで終わる国≫は 16ヶ国という不思議 

       アンゴラ ⇔ ケニア・タンザニア・エチオピア・ソマリア・リビア・アルジェリア。リベリア等 

    ②いろいろな名前のケニア人 

        突然に離婚があった人・・・ワケアリ   ついセクハラする人・・・オサワリ 

        鉄道に興味がある鉄ちゃん・・ノリオリ  交番に興味を持つ人・・・オマワリ 

        焼酎が好き・・・オユワリとミズワリ    苦労の絶えない人・・・・・ホネオリ 

③野生動物にみる、人間社会への教訓 

       ・互いに干渉せず、共存・・・人間社会よりずっと平和な姿 

・メスに巡りあえないため、若いオスだけで群れる動物・・・・若い男の負け組の姿 

       ・グループ行動ができずに、老いて単独生活をするオス・・・孤独死を待つ暴走老人の姿 

ジョークサロンは、平和な人間社会 互いに干渉しません。暴走老人もいません 

おおいに笑おう～ジョークサロンで 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E5%A7%8B%E7%9A%87%E5%B8%9D%E9%99%B5%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%B5%E9%A6%AC%E4%BF%91%E5%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:All_Gizah_Pyramids.jpg
https://www.bing.com/images/search?q=%e5%85%b5%e9%a6%ac%e4%bf%91&id=E2DD679F719A84C5F301A523566FAFBBA3295746&FORM=IQFRBA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:NintokuTomb.jpg
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野本浩一  お写落日記  【It was 5 days ago today それはたった５日前のこと】 

 
内神田東（あずま）書店の東（ひがし）社長は９月１８日生まれ。今年８０ン才。小生は９月２

２日生まれで６５才になった。９月２３日（金）夕刻から東京駅にある玉丁本店で味噌煮込みうど
んを食べて、大丸８Fの京都・イノダコーヒーで懇談。その途中で見かけたホンダのスポーツカー
をお祝いにお互いに贈ろうかと二人して思ったが、2700万円はチョットねぇ、と断念。 
値段を見て、ホンダに高カーと唸ったのだった。 
 
楽しみは９月生まれの二人して極上ウドン賞味する時 
楽しみはウドンすすってコーヒーをイノダですすってこれでいいのだ 

 

 高木正明 コミックどどいつ瓦版（302） 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

 ～ああ 帯状疱疹 顛末記～ 
今に思えば 暑さのさ中 老いの冷や水 熱中症  
腫れや疱疹 痛いの何の 若しやと気付いて クリニック  
尻や脇腹 疱疹だらけ 寝るも座るも 儘ならず  
薬飲んでも 注射も効かず 微熱続いて 食い気なし  
我慢出来ずに ブロック注射 タクシー呼んでは クリニック  
痛さ痒さが 癒えないうちに 胴の右側 神経痛  
痛み取れなきゃ 欠席覚悟 封筒だけでも 作り出す  
帯状疱疹 約１カ月 以上ドタバタ 顛末記  
赤い発疹 苦しむさ中 赤ヘル軍団 セで優勝  
 
暴れ台風 迷走進路 直撃・東北 北海道  
大豆・じゃがいも・玉ねぎ・かぼちゃ・小豆・人参 大被害  
富山市議会 猫ババ議員 つける薬の無い富山  
築地つぶして 豊洲に移転 地下に水入り 頓挫する  
お手盛り上手な 役人衆が 盛り土の手抜きを やる豊洲  
かど番抜け出し モンゴル押さえ 全勝優勝 豪栄道  

 

曽田英夫          狂歌NEW門  ３ 

 

忙しけれど 今日は終った 

 隅田川 川風感じ 橋渡る     忙しけれど 今日は終った 

 縄のれん 帰りの酒は 何故うまい 忙しけれど 今日は終った 

２時間も 通勤してる 自宅着き  忙しけれど 今日は終った 
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 ＊二次会は男性１０人。シャッターを頼む時は「オスだけ！」新人・村上さん（左から２人目）と 

  平松さん（前列右端）も加わり賑やかでした。全員で皆さんの例会参加を待っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★2016年9月28日例会参加者 19人  ＊太字の方は初参加です 

平井幸雄、佐藤忠恕、野本浩一、柴本和夫、曽田英夫、高木正明、阿部浩、森昤二、海郷達人、高畑傳 

佐藤俊一、阿部博、門口泰宣、印南博之、西川信治、村上信至、平松克彦、尾垣聡子、高橋通男 

＊村上信至さんは横浜ユーモアスピーチの会で、門口泰宣さん経由伝笑鳩を知り、初参加です。 

＊平松克彦さんは伝笑鳩読者の菅谷信雄さんが立ち上げたビートルズファンクラブの会合で、変集鳥・

野本と会いまして意気投合して参加して頂きました。 

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 ） 

11月16日（水）   ＊第3週です   千代田スポーツセンター８階 第３会議室 

12月14日（水）  ＊第2週です     千代田スポーツセンター の予定です 

2017年新年会は1月7日（土） ＠神田多町 ラ・リヴィエール 

2017年1月25日（水）、2月22日（水）・・・・・ 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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