
- 1 - 

 

＊＊＊＊＊２０１７年１月 No.３２７＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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

 今年も残りわずかとなりました。多数のお便り（カンパ切手 

入り）が届きました。ご紹介させて頂きます。 

 今月は大事な案内もあります。宜しくお願いします。 

年末恒例の「今年の一笑」投票を行います。同封の投票用紙から気に入ったものを３つ選んで変集鳥宛に郵

送をお願い致します。 

また、関東圏の方には新年会の案内を同封しました。皆様の来会をサロン同人一同心よりお待ち致しており

ます。奮ってご参加下さい。申し込みは変集鳥までお願い致します。賑やかに飛び立ちましょう。 

 

高知・高橋満子   本年も四国山脈をとび、はるばると皆様方の力作を誠にありがとうございました。 

笑顔でシワがふえそうです（笑･･････）つづいて来年も宜しくお願いします。 

 

神奈川・藤野有樹   いつも楽しくおもしろい伝笑鳩を送っていただき有難うございます。 

来年も宜敷くお願い致します。切手同封します。（１５枚）（一部80円切手＋2円切手となってしまい、申

訳ございません）お手数掛けてごめんなさい!!  新年会は出席する予定です。（楽しみにしてます）今のとこ

ろ、まだ迷わずに会場へ行ける自信があります。 

 

東京・藤野哲康    毎回「伝笑鳩」を楽しく見させて頂いております。 

エサ代をお送りさせて頂きますので、ご査収願い致します。私（藤野哲康）と宮川彰久さんと二人分です。 

神奈川・山口栄子     来年も元気な鳩を送って下さい。 

毎回楽しんだり、頭をひねったりして読んでいます。一年分エサ代お送りします。来 

 

埼玉・石原義三   いつもお世話になりまして有難うございます。毎月の伝笑鳩有難く 

重ねて御礼申し上げます。当地昔の懐かしい語りくさ。山吹の一枚にあやかり恥ずかし乍ら豆つぶ程のカン

パですが、来年の切手に添えさせて頂きます。 来年も亦よろしくお願いします。 

新潟永林寺・佐藤憲雄    伝笑鳩Ｎｏ．326号嬉しく嬉しく拝し御厚礼申し上げます。  

みなさまご健勝で!! コーラス（合掌） 

和尚の独り言「一語一会」 リスクのないチャンスはない 失敗を恐れる事が失敗なんだ 

 

東京・志賀康一    いつもお世話様です。切手お送りいたします。 

神奈川・山中静代   一年分の会費同封しました。郵送お願い申し上げます。 

 

埼玉・笹崎静雄    前略伝笑鳩の餌代お送りします。いつもありがとうございます。 

東京・石井赳夫    ビジョンの素晴らしい力作・労作の数々をピジョンが毎月運んで下さり 

厚く御礼申し上げます。引き続き宜しくお願い申し上げ、ここに切手をお送り致します。 

 

時進み 晩秋のあと 師走くる ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥・曽田英夫】 

 

～こ百合のひとりごと～ 

「トランプ大統領誕生!!」 

 えっー、－ 

 ババ抜き（ヒラリーさんごめんなさい） 

 では ないよネ。 

         千葉・尾垣聡子 

伝笑鳩 

今月の一笑 
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東京・高栄子        ボランティアご一緒しませんか？ 

十一月三日、大田区と都のコラボで英語（私は英検二級持っていません）ボランティア募集あり、英検二級

者の募集だったのですが、今後四年間かけて、英検にチャレンジしても時間不足と思い、やる気十分のシニア

です!!と応募。三時間半の講習を受けて東京都の英語ボランティアに登録されました。11/23はヒッポファミリ

ークラブの見学、一日体験をしましたが四年間努力目標できました。ジョークサロンの先輩方もボランティア

として通用する方々がたくさん居らっしゃると思います。ご一緒しませんか？ 

 

古文亭南朝選 第１９１回ものは付け  「最後に投げ出すものは」 

捨てぜりふ                  千葉   海郷 達人 
うっちゃり                  千葉   岡部 千代松 
勝負あった将棋の駒              高知   高橋 満子 

我が子への愛                 京都   大石 脩 

昔の彼女からのプレゼント           神奈川  武井 美雄 

会社への忠誠心                東京   高  栄子 

非常食                    埼玉   高木 正明  

三本の矢                   神奈川  阿部 浩 

政権                     神奈川  浜田 頓坊 

家宝の茶碗                  東京   植竹 団扇 

決勝ホームランを打たれたピッチャーのグローブ 東京   藤野 哲康 

命より大切なお金               神奈川  志賀 明 

苦労してためこんだお金            神奈川  藤野 有樹 

自分の身体                  東京   稲葉 浅治 

ジョーカー                  埼玉   北沢 正嗣 

辞職願                    東京   柏谷 達雄 

床ヤの熱っ熱っの蒸しタオル          東京   奧苑 順子 

次回（第192回）の題       「こころよく迎えるものは」  

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 

 

宝探しの・・・シャベル       埼玉    石原 義三 

【評】大穴を掘ったんだけどなあ 

入選 

 

ほどけない結び目              埼玉   酒井 典子 
引っ越しのゴミ               千葉   皆合 かず子 

座布団                   東京   高橋 通男 

ボクシングのタオル             東京   樋口 七郎 

政府の「年金100年安心」発言        静岡   野末 紳二 

12月のカレンダー              神奈川  藤倉 由紀子 

 

佳作 
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長崎・森岡直人   「伝笑鳩」を送っていただきありがとうございます。切手を同封します。 

ついでに何かないかな、と思いながら、今年他界された中村紘子さんに関することを。 

実は、ボクは中村さんのサイン入りの本を持っているのです。 

そのいきさつは、庄司薫氏に 58 才のファンレターを書いたのです。白い便せんに青

いインクでです。（そのコピーをとっておけばよかったと残念に思っています） 

ファンレターには図書館報を同封しました。図書館報は6ページのリーフレットです

が、その中に校長の“読書のすすめ”のページがあります。その中で、薫ちゃん４部作

についてふれたのです。 

 すっかり忘れていた 2010 年 7 月 30 日、学校にぶ厚い郵便が届きました。簡単な手

紙に2冊の本が同封されていました。 

 ボクには、どこか“青さ”が残っています。でも行動と希望は仲よしです。 

 （森岡氏は変集鳥の中学同級生。長崎の某高校の校長先生でした） 

 

東京・樋口七郎     いつも伝笑鳩をお送りいただきましてありがとうございます。 

餌代をお送りいたします。私は相変わらず映画鑑賞を楽しんでおります。今年は今までに140本観ています。 

最近観た映画で印象に遺っている映画は、邦画では監督丸山誠治、出演、渥美清、淡路恵子、石立鉄男の「父

子草」です。洋画では監督フランク・キャプラ、出演、クラーク・ゲーブル、クローデット・コルベールの「或

る夜の出来事」です。皆様も観られることをおすすめします。 

 歌手 千昌夫の奥さんは外国人で最初の奥さんの名前はシェパードさん、次の奥さんはスピッツさん、三番

目の奥さんはチンさんで四番目の奥さんの名前はブルドッグさんです。 

 

愛知・加藤勝彦    伝笑鳩319～325 ズラッと並べて書いてます。ありがとうございます。 

すべて紙の色が違いお気づかい感謝。そろそろ落葉の中のエサをさがし回る鳩が気になり始めました。そう

だ！エサを買いに行こう。豆の絵の切手あるといいな。雨が降り始めました。11/11 には人工ゲレンデスキー

場２ヶ所オープン。いよいよ冬です。 

伝笑鳩326ありがとうございます。名古屋の味噌かつの名店「矢場とん」の社長とは毎月理事会で隣同士。

手品やジョークが得意で、伝笑鳩勧めました。本人に連絡先知らせます。もしエサ送ってきたら宜しくお願い

申し上げます。銀座店は内装に３億かけたとかでビックリです。仲間になってくれるといいなと思っています。 

 

東京・柏谷達雄  一年間お世話に成りました。伝笑鳩のエサ代を同封致します。 

「ものは付け」で初めて連続秀逸（初）、入選の賞を頂きました。感謝、感謝！ 先月、上海と周辺の旅で60

カ国に達しました。新年のご多幸、ご健康をお祈り致します。 

 

福島・松山カオリ 今年も例会に一度も出席出来ませんでした。作品も出せなくて少々淋しい思いです。

その上大好きな「ものは付け」の投稿もストップしており残念な一年でした。 

 今年一年くやしいと思って過ごしておりましたので、来年はがんばります。今年一年すばらしい作品を読ま

せていただいたメンバーに御礼を申し上げます。来年もよろしくお願い致します。 

 

神奈川・中川克己  伝笑鳩326号有難うございました。中味が濃い上に、どうも私は頭が固い 

らしくてワハハと笑えるまでに時間がかかります。新年会にお誘い有難うございます。しかしそんな朴念仁な

ので、新年会に出して頂いてもついていけそうにありません。とりあえず新年会は遠慮させて頂きます。 

 それでも伝笑鳩で少しずつ鍛えれば何とかなるかも。今回お送り頂いた分と半年分のつもりの切手を同封し

ますので、お手数ですが宜しくお願いします。良い年をお迎え下さい。 
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東京・稲葉浅治    川柳  「靴」   おしゃれより転ばぬ靴を選んでる 

真面目さを教えてくれた父の靴     慶びも悲しみも知る黒い靴 

背の丈も靴のサイズも孫に負け     寝る前に靴を揃える震災後 

 

東京・菅谷信雄       ◆毎度毎度の瞬間芸  トランプ氏大統領選挙で勝利！ 
英語でTrumpは切り札、一方、Trampなら浮浪者、ふしだらな女の意味となります。 
米国と日本の切り札になって欲しいですね。 

 

京都・大石脩        ◆ ダジャ連発!!  楽しもうダベリング!!◆ 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊        甘辛都々逸ほのぼのランド92 

《「最後の秘境 東京藝大」この頃人気の一冊》 

◇たまに藝大 立ち寄ってみて ちょっと変った 空気吸う 

◇次男坊主が 通った上野 変り者たち 集う山 

◇オラン・ウータン そのすぐ後ろ 「ホモサピエンス」と 藝大生     

◇個性的だが 脳力次第 脱落するのも ある自由 

◇自作お神輿 芸祭人気 年々奇抜で 盛り上げる 

◇藝大（学長）の 宮田亮平（氏） 退任展示 「喜怒愛藝」の 素晴らしさ 

《バイオリンとハープの名演奏》 

フランスのフレデリック・モロー氏とハープのベアトリス・ギエルマンさんのデュオ 

◇ゲーテが生まれた 時代の名器 今や名手の バイオリン 

◇主催者通じて リクエストした 名手バイオリン 

◇特にアンコール 「G線（上の）アリア」 拍手止まらず つい「ブラボー」 

◇なんと最高 「メルシー・ボクー」 拍手拍手の コンサート 

 今年一年大変お世話になりました。来年も良い年でありますように、お願い申し上げます。  頓坊 

 

若狹芳生            ■往年の新御三家の今は？ 

① ゴミを拾ってるのは・・・・・・・・・・・・・・・・・郷ひろみ で・・・・・・・・「ゴミ拾う」 

② 老後愚痴が多い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・野口五郎 で・・・・・・・・「老後の愚痴」 

③ 蒸気で被災した・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西条ヒデキ で・・・・・・・「蒸気で被災」 

■源平・忠臣蔵の主役たち 

① タモリが嫌いな・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平清盛  で・・・・・・・・・「タモリのきらいよ」 

③ “鶏のモモ見なよと”言ったのは・・・・ ・・源頼朝  で・・・・・・・・・「トリのモモみなよと」 

④ 寿司の桶お幾ら？ときいたのは・・・・・・・大石内蔵助 で・・・ ・・・「すしのおけおいくら？」 

「今ここに鳥が居るけど、何と言う鳥か分るか？」 

「ウッソー、何処に???」 

「わし･･･だよ、鷲！」 

 

 

 

「眠る時に出る動物は？」「豹」 

「何故？」       「もう寝まヒョウ」 

「外れ」        「じゃあ何」 

「富豚（ふとん）よ」 

 

 

 

♠君んちの細君は可愛いくていいなぁ 

♧とんでもない！ 細君じゃなくて、犀君だ

よ。強犀だよ。 

「お父ちゃん、ブラックホールって知ってる？」 

「それぐらい知ってるぞ」 

「ホンマにぃ？」 

「一ヶ月くらい前に、博多駅前にできた穴だろ」 

「お父ちゃん、アナに入った方がいいよ」 
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香野好勇      好太川柳   ＆   フォト川柳 「無事帰港眠るヨットに茜雲」 
 

ロボ曰くボクニデキナイモノハナイ    
秋実るおなら連発景気付け 
駆け込んだバスで後悔荒い息 
今の俺欲しいなＡＩ栄養素        
脳にやる栄養補給赤ワイン 
 
トランプがペットを吹いて大騒ぎ      
ここだけの話が直ぐにあちこちに 
内緒よね、、ひそめた声に目がピカリ   

   ヒラリーもパクもやってるしゃべり過ぎ  
 
 
高橋通男          奈菜子ワールド 

 

 ★毎日新聞・10月26日 ふんすい塔   小池劇場 「脇役」でした ―  若狭勝氏 

 ★読売新聞・10月13日 USO放送    福岡空港 搭乗検査ミス 

アナがあったら入りたい    ― ANA 

★東京新聞・11月 7日 笑ケース    J２降格   「オワリ」です  ― 名古屋グランパス 

★夕刊フジ・11月 2日 ビジネス川柳  クラブママ  定年したら 知らんぷり 

                 小噺 

患者 「先生が名医なので北海道から来ました、北海道の病院では手術を断られました」 

名医 「わかりました。私は名医です。ご安心下さい」 

※手術後 

  患者 「先生 私の余命は・・・」 

名医 「安心してください。私は名医ですよ！、貴方は 死ぬ迄 長生きしますよ！」 

患者 「先生は 迷医です」  

 
門口 泰宣     阿呆リズム＆パロディ   
 

１）私も陥没した  クリントン候補 

２）♪激戦をくぐり抜け 見上げるタワーのオーナーは  

誰が予測したビクトリー  わたしのジョーカー待ち 

   暴言も言えずに 歩く家族の支え 

   行き交う人に なぜか目をふせながら 

   心は燃えていく♪（私の城下町） 

３）モエ尽くした  涌井投手結婚 

４）野菜不足で休食です  学校 

５）T 突如の人気 

   P ペンパイナッポー 

   P ピコ太郎 

 

 変集鳥より：門口泰宣氏から「入院に伴い暫し休会すます」とのメールが届きました。但し、笑

品が出来る時には送って頂けるようです。門口氏は 1999 年 12 月～2007 年 8 月の間の変集鳥でし

た。元気に早期に復帰して頂きますよう・・・お待ち致しております。 
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野本浩一  お写落日記     【スカイツリー余話】 
        
10月19日（水）帝国重工同期入社仲間のスカイツリー半日ツアーで天望デッキ（350M）に昇った時、さら

に追加料金1,030円を払って天望回廊（450M）に上った。その時、一人だけが仲間とはぐれて天望デッキで小
一時間過ごした。最後は無事に合流したが、とんだお笑い草だった。 
 11月9日（水）帝国重工同期入社の定例会で、そのスカイツリー半日ツアーも話題になった。 
 勿論その最大の話題（笑い？）は、一人はぐれた仲間のこと。彼の名は大鳥羽裕太郎である。 
 定例会後は流れ解散なのだが、小生は代表幹事と軽く飲むことにした。そこに今回もまた仲間とはぐれた大
鳥羽氏がいたので、声をかけて三人で田町駅改札横のパブに入った。 
 少し突っ込んだ近況報告になったので、最近になって頻繁に顔出しするようになった大鳥羽氏に、かねてか
らどうしても聞きたかったことを尋ねた。 
 「27、8年近く続けているジョークサロンの立ち上げ当初に、大鳥羽幸太郎さんという方が参加したことが
あったんだよ。会報の伝笑鳩に投稿も頂いて、読者だったんだけど、親戚とかじゃない･･･？」 
 すると彼は即座に答えた。 
 「大鳥羽幸太郎は俺の親父だよ。俺が長男で、裕太郎！」 
ギョエー、ヒャー、ホントナノ･･･と小生も驚くが、裕太郎氏も驚いてしまった。 
 世間は狭いというけれど、こんな狭さもあったのか。 
 驚き桃の木山椒の木、びっくり下谷の豪徳寺だ。 
   大鳥羽裕太郎氏の父大鳥羽幸太郎氏がジョークサロンに初参加した折の自己紹
介を伝笑鳩第2号から笑介･･･。 
 

                                            

 
オートバイ 買（こ）うたろうとは 親父さん 言（ゆ）うたろうとは その息子なり 
伝笑鳩 第２号に 親父出て 327号 その息子出る 
珍しい 名前に出会い 聞いたらば 世間狭いと 思うことあり 
伝笑鳩 語り継がれた 大鳥羽家 今に繋がる 幸（こう）裕（ゆう）の途（みち） 
 

高木正明 コミックどどいつ瓦版（304） 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

平和憲法 発布もすでに 七十年経つ 文化の日  
核の廃止に 反対などと 核のカサ着た 無節操   

冗談飛ばして 男を下げて 首が飛びそに なった人  
無理に通した ＴＰＰを 蹴っ飛ばされるか トランプに  
ボケや土人や シナ人などと 人を見下す 機動隊  
政治目指して この指とまれ 希望の塾へと 小池節  
女性輝く 社会のはずが 世界ランクじゃ 百位以下  
鬼の十則 社員は兵士 電通社訓は 戦陣訓  

 
暇をつぶしに ハロウィーン騒ぎ 渋谷あたりは 仮装デモ  
ペン～・パイナポ～・アポ～・ペン～と 人をくすぐるピコ太郎  
野菜高くて 給食中止 批判で中止を 中止する  
木くず火災で 幼児が焼死 とんだデザイン・コンクール  
認知症かも パニクる事故が 多い高齢ドライバー  
博多駅前 陥没事件 目抜き通りで 抜かす腰   
オール福岡 見事な補修 一週間目で 再稼働  
選挙合戦 ヒラリとかわす はったりトランプ 喰わせ者  
期待・落胆・茫然・怒り トランプ・ショックの シッチャカメ  
類まれなる リーダーシップ トランプ煽てる アベの弁  
 

右が大鳥羽裕太郎氏 
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吉永こ百合        ～ はめ字「あきのよる」 ～   

         

 

 

平井幸雄          トランプの不思議？！  

トランプには、スペード♠、ハート♥、ダイヤ♦、クラブ♣の４つのマークがあります。 それ

ぞれ四季の象徴で、１から 13 の数字は、季節が１３週ずつあるという意味です。カー

ドが ５２枚なのは、１年が５２週であるから。各マークの数は１～１３、すべての数を足して

いくと ９１、×４で３６４、これにジョーカーの１を足すと３６５で１年の日数になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トランプの絵札を良く見ると全て顔の向きが違いま

す。この顔の向きには実は意味があります。 Ｋキング

（老人）、Ｑクイーン（中年の女性）、Ｊジャック（若い

男性）が、それぞれスペード♠ （死）、ハート♥（愛） 、

ダイヤ♦（金）、クローバ♣（知識）に興味のあるもの、

無いもので向き が違うのです！ 次期米国大統領ト

ランプさん、お金だけに執着しないで、差別なく人類

に愛を注いでください。 

 

米大統領選挙は、爺と婆の汚い罵声の争いだったようですが 

・・・婆が爺に抜かれた？ 
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海郷達人              ショートジョーク 

 禅を学ぶ    上野の国立博物館に「禅」を見に行った知人に聞きました。 

いろいろためになるでしょうと訊くと、「ぜーんぜん」だと。 
鍼治療     永年腰痛に悩まされている友人が、新しくできた鍼灸院に通って電気鍼治療を

受けたところ、ずいぶん痛みが和らいだとのこと。「痛みが取れてよかったで
すね」というと、「痛みは取れたけど、1回2千円は、いたーい」だと。 

夕刊      夕方玄関に出て沈む夕日を見送っていたところ、 
家の奥から「夕刊、まーだー」とかみさんの声。ふん、有閑マダムか。 
 

曽田英夫          狂歌NEW門  

よい加減にして 今夜帰ろう 

 残業し がんばりやるも 仕事ある  よい加減にして 今夜帰ろう 

居酒屋で 底なしが飲む 切りがない  よい加減にして 今夜帰ろう 

そっと手を出し あとは知らない 

 女房が 小遣い少し 追加出し そっと手を出し あとは知らない 

 のみ会の 最後に美女と 握手する そっと手を出し あとは知らない 

ラッシュ時に 降りられない美女 もがいてる そっと手を出し あとは知らない 

近くにいると ドキドキとする 

 好きな人 向こうも好きと 言っている 近くにいると ドキドキとする 

 東京に いれば首相も いるはいる 近くにいると ドキドキとする   

 10年前 うちに住みつき ビーグルが 近くにいると ドキドキとする 

世間は一体 どないなってまんねん 

 トランプが 逆転勝利 つかんだが 暴言こそが 切り札なのか 

 韓国で 大統領の 支持が落ち 逃げ切れるのか キンパクの日  々

 大谷は 人が出来ない ことをする 打った打球は 天井に消え       

柴本和夫            言葉の研究     

1.昔 ⇒ ○○になった今 
①沙羅ちゃんのK点越えとは 
  昔は、スキーの技がすべてでした。 
  二十歳になった今・・・化粧の技がK点（化粧採点）越えをしてます 
②ロッテの涌井投手（30歳）が猛アタックした女優（36歳） 
   昔は・・・【押切もえ】の芸名 

結婚することになった今・・・【押切られもえ】の芸名  
③札幌が占拠されました。 

昔は・・・石原裕次郎の唄でロマンスが占拠・・・恋の街サッポロでした 
日本シリーズの決戦になった今・・・カープ女子が占領・・・鯉の街サッポロとなりました。 

2．微妙な違いです 
①今日は～あなたのごほうび～です！と言われた。 

どんなご褒美だろうと、楽しみにしていたら、怒られてしまった。  
あなたのごほうび～とは～ご褒美ではなくて、あなたの誤報日だった。 

    ②庭の2つの植物・・ミカンの大きな樹と盆栽を毎日ながめて育った 
     それを見て育った俺の人生は・・・未完の大器で凡才・・・両刀使いの私です。 
    ③若い女性が突然、私は≪へんたい≫なんですと宣言した 
     思わず興奮して、次を期待した。でもそれは聞き違い・・・変態ではなく繊細だった 
    ④ハゲ発ゾウモウ行きのツアーが最後のチャンスと企画されている 

北海道の留萌本線の増毛（ましけ：ゾウモウではない）駅・・・来月12月4日廃線決定 
     四国の予土線の半家（はげ）駅 他に京都の桂（カツラ）駅 東京の福生（フッサ）駅 

https://www.bing.com/images/search?q=%e9%ab%98%e6%a2%a8%e6%b2%99%e7%be%85&view=detailv2&&id=2BAF246686C8DF3750AEA5FCB9A4F194E9C97E3B&selectedIndex=17&ccid=OWdbdcJq&simid=608028445370155021&thid=OIP.M39675b75c26adf62b1c7bc3f140b2519o0
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米岡泰 南亭琴内氏のどんでん返し102  .時事川柳 ＆ ◆◆不思議などんでん返し◆◆ 

♥クリントン亭主の応援意味もなく  ♥クリントン雄弁な妻に寡黙な夫 

♠トランプで真っ青になった日本国  ♠トランプやクリントンは嫌われ者 

 

◆◆母親の胎内にいた時のことを覚えている子が時々いて驚かされる事があります。◆◆ 

 

これを胎内体験と言って､何千人に1人、それも父母が関心を持って聞いた場合に、奇跡的に幼 

児が思い出す場合があるのです。不思議です。それも２～３歳の幼児だけです。知り合いの産婦 

人科の医師から聞いた話です。 

 「おなかの中は気持ち良かった。あったかかった。赤かった。生まれる時は苦しかった。 

一人ぼっちで淋しかった。出てきた時はとても寒かった。もっとお腹に居たかった。 

するするポンと出たら明るくて、まぶしくて、人が沢山いて、パパも居た。 

お母さんの顔が不思議で、ずっと見ていた。」 

これを話す時は母とお風呂の中やお布団の中が多いようです。欧米では、日本と違ってお風呂に 

子供と一緒に入りませんし、寝る時も別ですから、胎内記憶を話してくれる貴重な機会を逃して 

いるのかも知れません。日本人だけの体験！ 
 

二流亭転失気奴（高畑傳）教傳院 釋印熱   「アア！ 恥ずかし集」 

 

 その１◆ 21 歳の頃、定山渓温泉（混浴可）にて 湯気煙る大風呂で、一人のんびり湯に浸って

ふと気が付いたら、女大学生20名（好奇心旺盛）が私に近づき、囲まれていた。湯から

出られず。湯気にあたってしまった。あ～恥ずかしかった！ 

      人に言えない話、86歳で初めてジョークサロンで公表する。 

  

その２◆ 現業実習生で工場に行き、作業終了時に風呂に入る官庁工場だが、男女が交代で早番 

  と遅番があった。今日は男が早番だと言われて急いで風呂に向かい、すでに多くの人が 

  入っていた。裸になって急いで飛び込んだらなんと女性ばかり、トンマナ実習生を揶揄 

する恒例があった。引っ掛ったトンマ男。脱いだ作業着が男女区別できないよ！  

恥ずかしくて、就職辞めた！ 

 

その３◆ 就職初給料日、親切そうな先輩から今日付き合えと誘われた。初めての事なので、喜 

んで誘いにのって、銀座に出かけた。楽しい話をしながら酒を勧められた。飲んだこと 

のない初心男は口に入れていた。「お前なかなかゆけるな」と褒められ、「じゃ今度は 

これも行け」と、コップ一杯（非常に強い酒）奨められ、「この高い椅子に座って一気 

に飲め！」と言われ一気に飲んだ。そのまま高い椅子から転げ落ちて、意識不明。少し 

たって、気が付き、フラフラ。先輩に支えられて電車に乗り、神田駅で先輩と別れて家 

に急ぐが、まともに歩けない。つかまった電信柱も大きく揺れている。そこを、小学校 

の同期（女性）に発見された。その後クラス会で、「でんちゃん」駅前の電信柱にしが 

みついて泣いていたと言われ続けた。恥ずかしい―！ 

 
恥ずかしい―！はまだまだ続く。その４◆からその７◆はまたいつか。ご披露しましょう。 
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とても残念なお知らせです。 

                    
訃報：天野秀雄さん 

長きにわたりカット 

を送って頂いてまし 

たが、１１月16日に死去との連絡がありました。ご冥福を祈ります。本当に有難うございました。 

「ほのぼのマンガ」から始まり「あたたカット」をもう見ることができないと思うと寂しくて仕方ありません。 
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★2016年11月16日例会参加者 10人   

海郷達人、野本浩一、曽田英夫、阿部浩、高畑傳、柴本和夫、高木正明、佐々木裕子、米岡泰、 
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