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伝笑鳩

今月の一笑
★ス・カ・イ・ツ・リー★を詠む
すみずみが 快晴の下 一望に
続いていくよ 陸の果てまで
すらりとし 顔は小さく 色白で
つい惹かれゆく 梨園の女（ひと）よ
東京・野本浩一

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊
夏から冬になってしまったようで、秋がどこかへ行って
しまったような感じです。
寒暖の差が大きい日もあります。風邪に注意して下さい。
ジョークサロンは間断なく、歓談です。ジョークは難しくありません。カンダン、いやカンタンです。
それでは今月の伝笑鳩をどうぞごゆっくりお楽しみ下さい。

東京・小松崎文夫 三年前の 2013 年 1 月の No.279 号に「12 月は伝笑鳩の餌代の切手が沢山届きます」
とあります。そんな時に・・・、少し（半月ほど・・・？）だけ（それを）避けたつもりですが・・・、
さて・・・？ 何卒よろしくおねがいいたします。
神奈川・武井美雄
いつも楽しく明るい伝笑鳩ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します
東京・三浦邦夫
本年も毎月楽しく過ごさせて頂きありがとうございました。
来月もよろしくお願い申し上げます。（変集鳥：来月だけでなく、来年も楽しくお過ごし下さい）
福島・松山カオリ
皆様と同じテーブルに並んで楽しくお話がしたいといつも願っております。
ハロウィーンの賑やかさをテレビのニュースで見て、楽しそうですね。地方でもやはり盛大にとまでは言え
ませんが同じような雰囲気で歩く集団が眺められました。
伝笑鳩ありがとうございました。感謝の気持ちで･･･。
静岡・野末紳二
いつも「伝笑鳩」飛ばしていただきありがとうございます。
餌代をお送りします。今後も、会報が届くのを楽しみにしています。
愛知気晴亭・加藤勝彦
伝笑鳩ご恵送ありがとうございます。“老健”に入って、こんな所におったら
バカになる、早く出たい、といっていた母、４ヶ月半の内に転倒、すっかり弱ってしまいました。
今頃になって、あわてて東京の妹と「一日帰宅」「短時間帰宅・外出」などやり、母第一の毎日です。
親しい仲間に「笑いヨガ」を広めている人がいて、今度ボランティアで行ってあげる、というので楽しみに
しています。もし実現したら、”笑い“の成果お知らせします。
拝
香野好勇
いつもお世話になります。些少ですがカンパの切手同封しました。
趣味の切手 五十円切手 百枚
ご査収のほど・・・ （有り難く査収しました：変集鳥）
東京・高栄子
寒期でもスッキリ美しい姿勢を維持!!モデルウォーキング例会にてレッスンしてます。
10/27 江の島に遊び二万三千歩以上歩き、リハビリの若き先生から一日一万歩にするよう指示もらってしま
いました。ジョークサロンの先輩方は毎日一万歩ちゃんと歩かれてますか？

秋ふかく まつたけに柿 味わって ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥・曽田英夫】
-1-

古文亭南朝選 第１９０回ものは付け

秀逸

幸運の女神の前髪

「つかみ難いものは」
東京

柴本 和夫

【評】後ろ髪と書いた人がいましたが、後ろ髪は「ありません」

入選

佳作

彼の気持ち
恋人の心
かつらの人の髪の毛
ドンキホーテ店前の５匹のウツボ
逃げ回るゴキブリ
リハビリの豆つかみ
サラブレッドの走り時
夢の中のお金
心の中
納豆をかきまぜた箸
政治家のシッポ
日本人による反日運動
海鼠の本音
自分の余命
水銀の玉
カラスが喋っている冗談
女房のヘソクリ
やさしい彼女の心のヴェール
現金のつかみ取り
化粧品の効果
妻の心
言い訳だらけの答弁
溺れた時のワラ
シャボン玉
年末ジャンボ宝くじの一等賞

神奈川
東京
東京
東京
千葉
埼玉
静岡
神奈川
千葉
東京
千葉
東京
東京
埼玉
神奈川
東京
神奈川
京都
神奈川
神奈川
東京
埼玉
東京
埼玉
千葉

山中
柏谷
高橋
高
海郷

静代
達雄
通男
栄子
達人

酒井 典子
野末 紳二
阿部 浩
大久保 信子
奧苑 順子
岡部 千代松
藤野 哲康
植竹 団扇
北沢 正嗣
浜田 頓坊
野本 浩一
武井 美雄
大石 脩
山口 栄子
藤倉 由紀子
樋口 七郎
高木 正明
稲葉 浅治
石原 義三
皆合 かず子

次回（第 191 回）の題
「最後に投げ出すものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛
12 月 2 日まで ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
＊都合により早くなっています

曽田英夫
狂歌 NEW 門
１
世間は一体 どないなってまんねん
今年また 大隅博士に 贈られる オートファジーに ノーベル賞を
鳥取で 地震が起こり 被害出る 日本列島 場所を選ばず
ボブ・ディラン ノーベル賞を もらえるに 電話一本 かけてちょうだい
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甘辛都々逸ほのぼのランド 91

鎌倉極楽寺・浜田頓坊

〈第２０回極楽寺・稲村ヶ崎 アート・フェスティバル〉
◇海と谷戸での 歴史と Art 秋は今年も てんこ盛り
◇江ノ電借りきり 鎌倉発で ドリンク・サービス コンサート
◇「耳なし芳一」 小泉八雲 朗読 サックス 坂田明
◇音の出るもの 目で聴くような 視点ずらした 面白さ
◇ガラス工房 陶芸試作 浜や山行 また人気
◇「頓」の残飯 小狸狙う 少し残した 猫の情
＊頓は浜田家の猫の名前
〈幇間 悠玄亭玉八氏の世界〉
◇たいこもち 今じゃめったに 聴けない話術 稲村ヶ崎で 名演技
◇粋で洒脱で 艶ある芸を いやまあ間近で 久し振り
◇終ったところで 伝笑鳩を そっと忘れず 差し上げる
◇都々逸話を 二言三言 とても楽しい 酔い心地
◇この頃若者 嬉しいことに 女性志願が 多いらし
今年も一年間ありがとうございました
東京・稲葉浅治
川柳「酒」
ほろ酔いで済めば身体によいお酒
無礼講まともに受けて左遷され
京都・大石脩

その先を聞きたくなってお酌する
一日が終ると酒が待っている
盃にグチを落して一気飲み

◆ ダジャ連発!!

楽しみましょう、人生を!!◆

♥あららら～！ウチの人のへそくり見つけちゃった
♢お母さん、へっへっへっへそっくり頂きねェ
♥パパに見せたら、へへへーそっくり返るわね

♠こっちのトナカイは若い。あのトナカイは大人だ
♧うん、向うのは都中井（正広）さん。仲良いね

ついこの間のこと、いく夏を惜しんでいたのに･･･。季節の移りゆく速さは「オアシ」も速いけどホントに良
い勝負でしょうかね。勝負は時の運で、必ずしも強い者が勝つとは限らない。というものの春・秋は別格とし
ても、夏・冬はホントに辛いことである。そうはいっても本心本意では、また楽しんでもいるのは当然で、良
い所も沢山あるのです。価なき宝かも知れません。

香野好勇

好太川柳

＆

フォト川柳 ＊振りかえりゃ長い道のり茜雲

鉄砲百合豊洲で石を撃ち落とす
五輪来る老いの余命を引き伸ばし
シニアー連再再起動で若返る
来し方を語る二人に茜空
強烈な妻の一言春嵐
シルバーの余命が夢を慌てさす
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野本浩一

お写落日記

【10 月 19 日（水）スカイツリー半日ツアー】

天望デッキ（350M）まではエレベーター乗車後 50 秒で着いた。ツアーには天望
回廊（450M）までのエレベーター料金は入ってない。回廊に行かずにカイロウと
いう仲間の声は少なかった。追加分 1，030 円を支払い、さらに 100M 上る。
天望回廊をぐるりと一回りする。途中に、ツリーの最高到達点（451.2M/634M）
スポットがあるので、恐る恐る撮影をする。
天望回廊から天望デッキにもどり、ガラス越しに地上を眺める。もしガラスの
面積が畳２畳分ほどあったとしたら、怖いだろうなぁ・・・。
★ス・カ・イ・ツ・リー★を詠む
澄み渡る 快晴の空 いい眺め つい撮りまくる 理屈は抜きで
素晴らしき 回廊の窓 いい気持ち ついに出来たよ リーマンショック後
素晴らしき 快挙で高さ 一番に ついに完成 リーマンの後
佐藤俊一

どこの・ど・どどいつ変化球

「蟹（かに）」の食文化史を取材・・・

京都府木津川市の「蟹満寺（かにまんじ）」という寺院には「日本霊異記」に発して「古語拾遺」に
受け継がれた＜カニの恩返し＞が伝承されています。
ヘビの嫁になることを約束させられた娘を、昔、彼女に助けられたカニが救う、その恩返しにヘビと
闘うという伝承譚です。蟹満寺の山門には、大ヘビにしめ技をかけられながらも、返し技で逆襲して打
ち破ろうとするカニの雄姿を刻んだ扁額がかけられていました。そこで、ひとつ――都都逸でーす。
ヘビが仕掛けた 卍（まんじ）がためを いカニはずすか おん返し

高木正明 コミックどどいつ瓦版（303） 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》
法にのっとり 問題ないと 屁理屈捏ねてる 非常識
パーティー開いて 政治屋稼業 誤魔化す白紙の 領収書
ムダに飲み食い ポケットマネー これが議員の 政活費
豊洲・五輪が 絡んだ都政 石原絡みの 伏魔殿
土を盛らずに ウソ盛り上げて 空けた豊洲の 空洞化
ネズミ・ゴキブリ 築地にいるが 豊洲は毒気で 人も無理
小池劇場 犯人探し ホシは手強い ボスやドン
オートファジーで 単独受賞 隅を突いた 大隅氏
風に吹かれた 文学賞と 行方知れずの ボブ・ディラン
政治忘れて 性事の談義 資質暴露の トランプ氏
どこへ捨てる気 廃炉のゴミや 豊洲の汚染土 宙ぶらりん
廃炉費用を 上乗せする気 値上げする気の 電気代
日照時間が 短いせいで 憂う秋空 野菜高
ほったらかしてる インフラ整備 起きた東京 大停電
クマモンいじめた 熊本ナマズ 鳥取ナマズも 暴れ出す
過労自殺の 電通社員 使い捨てする ブラック社
何処へ漕ぎだす 五輪の舞台 ボート会場 迷走中
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一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜） 女性の時代と江戸時代の「おんな城主」・ドラマ

ドイツのメルケル首相、イギリスのメイ首相、韓国の朴大統領、台湾の蔡英文総統、アメリカ初
女性のクリントン大横領（11／７予）と続くだろう。世界の平和を求めて政治・外交に努力してい
る。日本も小池東京都知事が活躍をしている。男性は権威を求めて、権力と金力で秘書・本人とも
汚職が多い。
ロシア大統領、中国主席と力で動く、熊・キツネ・虎のミックスで怖い。
「虎」でも「井伊直虎」という「おんな城主」がいた。来年 ＮＨＫ大河ドラマで登場する。「お
んな城主・直虎」は許婚との別れ、出家して「次郎法師」の名のもとに、戦死した父・直盛、許婚
だった直親の死後、男装で城主となり、今川の支配下から巧みに離れた。徳川家康へ十五歳の甥虎
松（直政）を仕えさせ井伊家の危機を救った。井伊家は平安時代からの名門であった。ゆかりの地
は浜松で、墓は「妙雲寺」にある。その後井伊家は彦根城を建て、二代直孝から幕末に日本の開国
で犠牲となった「井伊直弼」の墓も世田谷区「豪徳寺」にある。
「おんな城主」が井伊家をつなぎ、守った。おんなは強い。
門口 泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）股くぐりは対象外か？ イグノーベル賞
２）白紙の領収書もらってシレートしている
３）風の便りでも待つ ノーベル賞委員会
４）続編を書く生涯青春の五木寛之
５）わさびを増量するとはワビサビ文化に欠ける
６）棋士回生を狙った三浦九段のカンニング
７）変更責任者不罪の豊洲市場の設計
８）尿意を催してもチンチン電車ではない
吉永こ百合

～ はめ字

と

こ百合のひとりごと ～

～こ百合のひとりごと～
子供のころ、父親に屋台につれていってもらいました。般若の面
は、こわいので、おかめさんのお面を買ってもらい喜んでいました。昔
は、「ポンポン菓子」というお店もありましたが、ご存知ですか？
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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

①

②

③

曽田英夫

（作：森 昤二

④

狂歌 NEW 門 ２

のんびりしたら 楽しい時間
久々に 温泉宿で 湯にごちそう
仕事終え 時間気にせず 酒肴
一日中 一人留守番 日曜日

のんびりしたら 楽しい時間
のんびりしたら 楽しい時間
のんびりしたら 楽しい時間

もっと頑張る 古稀になるまで
一日は ４時間かけて 通勤し
もっと頑張る 古稀になるまで
体調は 何とか良いと 言いながら もっと頑張る 古稀になるまで
川柳も 狂歌も燃えて 作りつつ
もっと頑張る 古稀になるまで
明日のことは 明日になれば
目がさえて 眠れない夜 気にしない 明日のことは 明日になれば
定時来て 仕事が多く 残っても
明日のことは 明日になれば
休肝日 達成できた そのあとの
明日のことは 明日になれば
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挿絵：鈴木 登）

藤井敬三

ユーモア川柳「ああ、のど」＜解体新笑シリーズ＞

のら猫が喉を鳴らして寄ってくる

声帯のない愛犬に話しかけ

のど飴をなめても音痴治らない

デュエットの後でうがいをする彼女

懐メロ歌手声帯までも歳をとり

隠し芸喉震わせて腹話術

マジシャンは喉に金魚やハトを飼い

女房の喉に小言の針の山

のど飴を口移しした遠い過去

マドンナも隠し切れない喉の皴

スカイツリー見上げて喉のシワ伸ばし

道問われ喉につかえる英会話

とりあえずビール頼めと喉が言う

のど越しを長く楽しむキリンさん

柴本和夫

言葉の研究

思わず○○○と言ってしまった／唄ってしまった。
①共産党議員団が、豊洲市場の地下水の調査結果を発表した。
結果は強い酸性を示した。喜んだ議員たちは、強酸、強酸と連呼する
思わず、強酸性でなく共産性を示した！・・・と言ってしまった。
②飲み会もそろそろ終了が近づいた～宴もたけなわプリンスホテル状況となった。
店員が、このあとデザートですが、締めは、どうしますか？と聞かれたので
思わず、三本締めでお願いします！・・・と言ってしまった。
③広島の優勝記念としてのマグロの≪解体ショー≫が開催された。
まな板の鯉！ならぬ、素晴らしき、まな板のマグロの姿！
思わず、素晴らしい、マグロの≪まな板ショー≫ね！・・・と言ってしまった。
④リバーサイドホテルに宿泊したが、川とは逆側のため川は見えなかった。
そこでリンゴの皮をむいて、その皮を眺めて我慢することにした。
思わず・・・ああ♪皮の眺めのように♪～しかたなく♪・・・・と唄ってしまった。
⑤え！そこで区切るの？ 誤解していた言葉の区切りを知ったのだ。
キリマ・ンジャロ ア・カペラ トリ・コロール 清・少納言 言語道・断 等
思わず、矢切りの渡し♪～ならぬ～区切りの私♪・・・と唄ってしまった。
⑥お見合いパーティーの帰りみち、いつものトンカツ屋に立寄りした
店員が、今日はなんにしますかと聞くので思わず、今日はコンカツ（婚活）の大盛で！・・・・
と言ってしまった。

いつも笑顔のスマイルでおおいに笑おう～ジョークサロンで
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上の空組 印南博之 大娯解 ♪北風吹きぬく寒い朝は ゆで卵ひとつで温かくなる だ鳥のですよ！
★ユー空晴れて飽き風吹く
あんたなんか 大っ嫌い
☆鯒 こち（東風）吹かば浜は大漁の漁師町
★風邪のボン 坊や早うねんねしなはれ
☆台風
台湾の方から吹いてくる風で今秋の１６号がそれって本当？
★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
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
バトル オブ ブリテンは遠くなりにけりか
☆朝ナギに夕ナギ よく泣き止んだねえ
★♪ 風の中の羽根の様にいつも変わる女の心
じゃあ男は？
あいつは風来坊サ
☆あの子は風雲児ね
フー～ン
★風通しの良さそうな家ですねぇ
ハア大工が柱だけ立てて行くへ不明になってしまって トホホ

片岡隆

暴笑老人の爺小話

★オリンピック出場を目指す
東京オリンピックには間に合わないから、次を目指してトレーニングを開始した。種目は、指相撲とパン
食い競争だ。新種目採用の根回しは、電通に 10 万円で依頼した。当然、森さんにもお願いしたが、「パン食
い競争は、得意だ。人を押しのけるのが上手なので、三つは食える」と自慢していた。
★時事爺ギャグ
栗きんとんとかトランプとかお正月みたい。変な人はお屠蘇（落とそう）ね。
安倍蚤糞：アベノミクスと読む（蚤の心臓・晋三は小心の例え。糞は文字通りの糞）二重国籍問題：ボク
は、三重県籍だ。まいったか？おれは、八重の桜ぞえ～。わしは、九重親方だぞ～。
不肖、二重国籍ごときでは、皆様の足元にも及びませぬ。

二流亭転失気奴（高畑 傳）教傳院 釋印熱

「さあー、大変だ大変だ！」

●このところ 笑薬不足、今日はサロンで沢山頂こうて愚作もって参上
●往年の呑兵衛が、酒を飲む気にならなくなった。
●この頃なかなかジョーク出てこない。
● 86 歳で、ハロウィーン野外コンサートに 22 日 出演。
練習していた「威風堂々 第一番より」を堂々？と演奏し始めた。
その演奏順番は、昨年に続き相変わらず、トップ（一番下手が務める）。
曲を聴いてもらうのでなく、演奏姿を観てもらおうと格好付けて出演。
しかしどの辺か解らないが、最後は担当教師が演奏していました。
来年は最後まで一人で弾くぞと決心！長生きするよね！
若狹芳生

■米大統領選ドナルドトランプ対ヒラリークリントン
悪夢の駄じゃれ対決 「怒鳴るトランプ vs ひらりクリントン」
予想①怒なるとトランプがひらりとクリントンに交わされる。
予想②私的流用のメール等ひらあやまりのクリントンが怒鳴るトランプに負けてクリーンに遁（トン）走。
＊予想（よそう）は嘘（うそよ）の回文なので当てになりません。
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信用亭 駒公（世田谷 佐藤 忠恕）
◎カサカサ・ガサガサ

◎マタマタ・マダマダ

◎シクシク・ジクジク

◎ハイハイ・バイバイ

かさかさに
かさかさに
かさかさと
またまたと
またまたと
マタマタは
しくしくと
しくしくと
しくしくと
ハイハイを
ハイハイと
ハイハイと

清濁擬音都々逸 no.6

乾いたお肌 貴方に振られ ショックの余り がさがさに
なった夫婦の 終着駅は 粗を探すよ がさがさと
枯葉の季節 焚火でお芋 貴方は探す がさがさと
言って別れて 半年経った 奴との相性 まだまだだ
半ば信じて 疑っている 信頼性は まだまだだ
亀の種類と 知ったか振を しているお前は まだまだだ
泣けば済んだと 思っていると 後悔させるぜ じくじくと
痛むお腹に 原因探りゃ 反省しきり じくじくと
泣かせた報い 女房の愚痴は 何時まで続く じくじくと
してた頃から 知ってた友と 女を巡って バイバイし
表面だけは 従ったけど 腹の中じゃー バイバイよ
返事は良いが 承知はしない 儲けなければ バイバイさ

平井幸雄
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★2016 年 10 月 26 日例会参加者 13 人
佐々木裕子、平井幸雄、森昤二、野本浩一、曽田英夫、佐藤忠恕、高木正明、藤井敬三、阿部浩、
柴本和夫、高畑傳、印南博之、平松克彦
＊皆さんあれこれと忙しかったようです。欠席ラッシュとなりました。

例会及び２次会に参加の皆様のショットです。少ないながらも楽しいサロンを目指しました。

次号では 2016 年の一笑投票と新年会のご案内を致します。どうぞふるってご参加下さい。

訃報
読者・牟禮丈夫氏

長きにわたり伝笑鳩をご愛読頂き、またたびたび投稿も頂きました。
謹んで追悼の意を表しご冥福をお祈り申し上げます。

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 ）
12 月 14 日（水） ＊第 2 週です
千代田スポーツセンター ７階第２集会室
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）
千代田スポーツセンター の 予定です
2017 年 2 月 22 日（水）、3 月 22 日（水）、4 月 26 日（水）・・・・・
＊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）

2016 年 10 月 18 日～2016 年 11 月 8 日

森昤二、香野好勇、野末紳二、三浦邦夫、浜田頓坊、武井美雄、小松崎文夫
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。
伝笑鳩 No.326 発行 2016.11.16
変集鳥・・・野本浩一
変集協力：笑品快発グループ＆投稿グループ
阿部浩・阿部博・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・海郷達人・片岡隆・神山徹・
神代京子・香野好勇・佐藤俊一・佐藤忠恕・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・西川信治・野本浩一
平井幸雄・藤井敬三・松山カオリ・森昤二・門口泰宣・吉永こ百合・米岡泰
稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・若狭芳生
あたたカット：天野秀雄 ホームページ：河井康博、波木博信、野本浩一 発行：ジョークサロン
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