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伝笑鳩

今月の一笑
対文「老いらくの恋」 （逆さに読んで）
おうな

いだ

やんごとなき 媼 が 抱 きし恋よ。
＊＊＊＊酉年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊＊
「花見で一杯」「いや、花見でいっぱい飲むぞ」「いやいや
花よりダンゴ」・・・といった頃合いになりました。
今月も「ジョークで一杯」「いや、ジョークがいっぱい」！

埼玉・酒井典子

おきな

宵越し期待。叶う、 翁 と今夜。
千葉・海郷達人

鳩時計 いつやら鳴き声 途絶えけり 餌箱のぞけば 中はカラッポ

気付かずに申し訳ございませんでした。今後ともよろしくお願い致します。

新潟永林寺・佐藤憲雄

329 号嬉しく拝しました。越後雪国で冬眠生活の毎日です。

毎回楽しみにしています。春暖になりましたら乞う御尊来を！
お堂守って雲水龍の涛は日照りを救う水
桐に鳳凰牡丹に孔雀 石川雲蝶 技の冴え
旅は越後の魚沼根小屋 永林禅寺は味な寺
人も佛も石ころさえも みんな一つの道しるべ

千葉・石井志津夫
２月は新年特集で、３役との記念ショットを、今月は、私が最も尊敬する
日立の先輩、藤森さん（千葉市老人会会長）を写真いりで笑介下さり、感謝感激でした。
先輩とは、年に３回は会食したり、旅行を通じて交流しております。いつも、伝笑鳩を、活動の中で
活用していることを、会うたびに聞いております。 ありがたいことです。 先ずは、お礼まで。
千葉・大久保信子

春は名のみ 鶯もまつ 伝笑鳩

3 月号をありがとうございました。千葉の藤森さんの写真を見てびっくり。歌仲間の方で、楽器伴奏を私は
させて頂いています。
石井志津夫さんからのおすヽめで楽しく拝読しております。鳩さんの豆代も上げないですみませんでした。

東京・高栄子

杉旭斉師匠にこのところ南京玉スダレを教授いただきなんとか覚えました。

早速アマチュア落語の友人からにぎやかな会の司会の仕事が入り、一時間千円しか受け取れぬ今のアルバイ
トでは考えられぬ高給です。英語の南京玉スダレは一日五万円のお手当とも聞くし、私も早くそうなりたい。

福島・松山カオリ

2017 年新春賀笑～笑顔笑来の写真拝見して参加できなかったことが残念

でなりませんでした。皆様益々ヒネリのきいたものばかりで読みながら笑ったり“チョット待って”と読み返
したりして頭の運動をしております。メンバーの皆様の写真は良いお顔でやはり心が顔に出てすばらしい写真
が出来上がるのしょうね。ありがとうございました。
御礼まで

田中清咊

今年こそ作品を思案、私案、シアン（？）と思いつつ、頭は霞がかかり

PM２.５で覆われ一首もものにならず情け無く思って居ります。

岐阜・古川昭子

皆さまおかわりなくご活躍のこと、紙上にて拝見、拝読しています。

鳩さんの餌がとどこおってすみません。同封致します。笑いながらよく歳トリたいと・・・。感謝して。

春風が 吹いてくれば 暖かく 大いに笑おう ジョークサロンで
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快鳥 曽田英夫

古文亭南朝選 第１９４回ものは付け「今までに見た映画で一番だと思うものは」

ベン・ハー

秀逸

高知

高橋 満子

【評】便秘がちな人は 何と言ってもこれが一番です
校庭で見た「二十四の瞳」
外国人なのに全員日本語をしゃべる映画
カルメン故郷に帰る
若草物語
恐怖の報酬

入選

金メダル男
馬鹿まるだし
永遠の０
悪名一番
ローマの休日
カサブランカ
七人の侍

佳作

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

酒井
三浦
稲葉
藤倉
岡部
北沢
志賀
皆合
野末
大石
浜田
植竹

典子
邦夫
浅治
由紀子
千代松

正嗣
明
かず子
紳二
脩
頓坊
団扇

シェーン

埼玉

石原 義三

風と共に去りぬ
人間の條件
東京物語
この世で一番
樋口七郎をとりまく 10 人の美女
十戒
両陛下の映像

千葉
東京
東京
東京
東京
神奈川
神奈川

海郷
柏谷
高橋
柴本
樋口
山中
武井

くたばれ！ヤンキース

東京

奧苑 順子

達人
達雄
通男
和夫
七郎
静代
美雄

次回（第 195 回）の題
「名作の題のパロディで面白いものは」
例：「ああ無情」 → 「ああ無表情」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛
4 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

東京・一ノ瀬善秋

伝笑鳩の例会に欠席しています。

足首変形関節症と白内障で夜間外出禁止、転倒して肋骨を三年連続折りましたからご了解下さい。

千葉・田中清咊
春うらら 被災地の春 尚遠し
春うらら 早や暑苦し トランプ家

《 春うらら 》
春うらら 遅咲きの春 稀勢の里
春ゆらら 今年の春は ラ・ラ・ランド
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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
<９５>
<都々逸作家 谷口安閑坊師 追悼吟>
◇白寿翁安閑坊師の 都々逸・短歌 手書き歌集は 宝物
◇とっても優しい 谷口イズム 流？弾潜った 人の情
◇短歌・都々逸 「つみくさ」集は 谷口師匠の 遺珠・遺墨
◇口で言うより 書いては示す やはり温もり 身に沁みる
◇戦中・戦後の 苦しい時代 歌をつむいだ 白寿翁
◇いつも所感や 会話の中に きらり言葉の 光る仁
◇静ひつ座禅は 円覚寺院 心安らぎ 薫る梅
◇甘口辛口 銘酒の自慢 米やこうじと 酒杜氏
◇忘れず今年も 安穏秋に 想い出しては 咲け野菊
◇楽しい都々逸 詠んでは長寿 安閑坊師の 説ほんと
〇 都々逸作家谷口安閑坊師は私の先生の一人。昨年秋に白寿（99 才）で亡くなられました。十年ほど前、
戦中戦後の自作短歌と都々逸を手書きで一冊の本にまとめられ、それを頂き今も持っています。私の宝物で
す。神田明神他にも都々逸の碑を建立、毎年記念歌会を開催していました。又菊作りの名人として知られて
います。

佐賀・野田文雄

投降（投稿、登校、投光）します

＊新検定強化書

山川（出版社）の日本史

＊現世有情

離婚しました ～ 住所も性も変わりました

東京・三浦邦夫

⇒山千海千の日本史

（肥後のおてもやん）
（肥前のダイヤモン）

社名変更

＊ASKUL ⇒
ASKONU （家事のため）
＊ハイヤットホテル ⇒ ヒヤリハットホテル
（あやうく大火事に）
＊TOSHIBA
⇒
TOSHI“P”A
（投資がパーに）

東京・稲葉浅治

川柳 「卒業」

卒業式分校最期涙顔
卒業式入学時より個性出る
京都・大石脩

勉学に卒業はなし死ぬるまで
卒業式ママのドレスが目立ち過ぎ
わが師の恩はじめてわかる卒業式

ダジャ連発！！

「貴女のことが、もう恋う恋う恋う！」
「それは、鶏の鳴声ね」
「う～ん、恋う好、結構ずくめね」
「ふ～ん、も～う結構！」
「この椅子の座面のクッションの厚みって、どれ位と思う？」
「う～ん、一寸だ」
「正確には？」
「ふ～ん、一寸だよ」
「ちょっと、あのね。一寸法師がハックションしても、一寸飛び上がるのよ」
「へェー、いいっすんね。巧く話にワンクッション置いたね」
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海郷達人

ショートジョーク

ことわざを実践してみよう

鼠を一匹穴から追い出すには・・・
山を揺って鳴動させる。・・・巨大な杭打ち機が要りそう。
船を山に上らせるには・・・
船頭を増やせばよい・・・山？ 船頭さん、集まるかな。
にっくいやつに神様の祟（たた）りりを・・・
神社に連れて行ってご神体に触らせる。・・・罰当たりめ！
ライバルに失敗させるには・・・
「早く早く」と急（せ）かせるかせる。・・・そんなんで仕損ずるかい？

■駄じゃれ

鎌倉＠若狹芳生

★臨海を走る電車「ゆりかもめ」が人呼んで「ゆりこもめ」。
豊洲うや東京五輪にもめる小池都知事の名前は「百合子」さ んでしたね。
★神社に「参拝」に来た俥がありました。ゴミトラック「産廃」俥でした。
★焼肉屋で三酒の神器とは？
父はビール、姉は赤ワイン。
母は何を勘違いしたのか恥ずかしそうに”私は「もっこり」がいいわ！ねぇお父さん、とにっこり“・・・。
それ、韓国酒「マッコリ」と言うんだよ。

香野好勇

好太川柳 ～ああ人生～

＆

フォト川柳

カラオケで歌い力んで鼻血ブー
八十路坂越えて世間が見え始め
チャレンジの勲章皺と禿白髪
人生は酔って笑って夢芝居
人生は幸と不幸のしめ飾り
人生の最終章はケセラセラ
＊追い追われ 気が付きゃ漁船 目の前に
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上の空組 印南博之

大娯諧

今日集まったのはお菓子な人ばかり

お菓子好き大集合
みんなジョークサロンのメンバーだからね

●
●
●
●
●

あれ？
水菓子ってストロー使うんではなかったの
オオ！ ニッポンにモナコありました
のーのーこれ最中、もなか
あ 羊羹にむしが食べた跡が？
なーんだ
蒸しようかんか
この犬 買ったの？ ノーノー借りたんだ 貸すテリアの店でね
パン二つください
ハイハイ パンツウですね
ハイパンツ 2 枚

●
●
●
●

煎餅が一万枚重なって萬兵衛になったとさ
アーユーチャイニーズ？
イエス アイアム中華まん
なによ これ またクレームパンばかし！
ドラが鳴ったら焼きはじめろ！

森昤二

森先生の『駄洒落節だよ 人生は！』

（天才笑刻家

駄洒落 に練りこんだ 珠玉の経営訓・人生訓

岩崎 祐司） 抱腹絶倒 悶死級 傑作選－２

（選 兼 コメンテイタ― ：森 昤二

編 ：鈴木 登）
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南亭琴内氏のどんでん返し 105

米岡泰
◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇時事川柳

◆どんでん返し

白梅と 紅梅の間に 思いのまま
（一木の中で赤と白がうまく混合）
吉と𠮷 区別がつかぬ 当用漢字
（キチとヨシ）
300 回 百回の南亭さん 追いつかず
（コミックどどいつ瓦版 300 回）
トランプに ジョーカー増えて ババ恋し
ラグビーの 頭突きで鼻耳 擦り切れて
ハバカルと ジョークサロンで 能天気
(ハーバーカルテットは南亭琴内氏の主催する男声カルテット：上手いです）

◆ 南亭琴内氏の「あわやミイラ]事件
ある携帯電話工場を視察に行った時の事です。社員は勤務中で誰もいません。私は偶然、身障
者用のトイレに入ったのです。室内は広々として清潔で気持が良い空間でした。入室して数分後、
気分も盛り上がり、いざ！と言う時、いきなりトイレ全体の電灯がパチンと消されて真っ暗にな
ってしまったのです。
今時、どこの会社でも無駄な電灯を消す運動が展開されており、正当な動作ではあったのです
が、さあ大変！慣れた場所ではないので、紙の位置から蛇口、ドアノブの場所など全て勝手が違
います。暗闇の中で叫んでも、だれも助けに来ない恐ろしい閉空間でした。直ぐに「入ってます」
と叫べば良かったのですが、この時は咄嗟に叫べない恥ずかしいタイミングだったのです。
私は非常に無様な格好で 10 分以上、壁を伝い、床を這い、何とかドアノブを探して脱出しまし
たが、一人情けなく笑いました。初めての場所では気を付けねばなりません。数年前に立体駐車
場に閉じ込められた OL がパニックになって部屋中を触りまくり、消火設備のスイッチに触れて
しまい、窒息すると言う痛ましい事故も起こっています。
皆さんもウン悪く金曜の夕方に閉じ込められたら月曜の朝まで絶食です。
さあ！貴方ならどうしますか？
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５ 」

（1958 年初めての海外旅行）帰国時に問題発生、税関で背広のポケットからピストルを発見され
た。すぐ捕まり、大森警察へ。（家族は知らずに待ち続けていた）。私は家族を守るために必要
と考えて、ドイツのお店で自由に売っているピストルを「日本に持って帰って問題無しと、言わ
れて」喜んで堂々と持ち込んだ。だがドイツと日本は大違い！ しかし 警察での説明で「堂々と
ポケット入れて、堂々と、係員に、見せた態度、公務員ビザで身分明確であることから、ピスト
ルは没収され、すぐ釈放された。待っていた家族に叱られた。「傳さん」警察逮捕事件として、
騒がれた、トンマ男！恥ずかしい！

神代京子

フォトはめ字

水温む隅田川にはみやこどり

み 光 み 間 春

命 風 み さ 空

ど お や に す

育 渡 ず え す

り ど こ や み

む る ぬ ず み

淡 っ ど さ だ

こ 水 る り て

く て り し 波

ろ 面 む て 鳥
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柴本和夫

言葉の研究

雑駄洒落

・稀勢の里・・これが、帰省の里と聞こえてしまうのはなぜ？
・電子レンジで作る料理は珍しい味になる・・・・・チン味
・梅林に居る女性は帰国子女・・・英語がペラペラなバイリン（梅林）ギャル
・好男子は美女ばかり・・・・・講談師の世界は、女性比率が高いんです
・ダブル二股の四股・・・・安心してください！大相撲の四股は（しこ）と読みます
・滝が好きな人が集まる滝・・・・浄蓮の滝（定連の滝）
・横綱の口上の四文字熟語・・・口上の月・匍匐前進・一日一膳
ちょい○○とは・・・自己のハードルを下げてみる。気軽にやってみる。
ちょい乗り・ちょいワル・ちょいモレ・ちょいエロ・ちょいモテ・ちょいたし・ちょい笑い
ジョークサロンは、チョイ○○の世界
ちょい参加して、ちょい笑いのつもり・・・・でも大笑い
おおいに笑おう～ジョークサロンで
信用亭 駒公（佐藤忠恕）

○ 清濁擬音都々逸 no.7

◎ キリキリ・ギリギリ
キリキリと 痛むお腹に 我慢は出来ず トイレ駆け込む ギリギリだ
キリキリの 生活続け 行き詰っても 何とかなるさ ギリギリで
◎ サワサワ・ザワザワ
サワサワと 心地よい風 吹いてはいるが 謎の気配が ザワザワと
サワサワと 問題解決 出来たと言うが 雑音騒音 ザワザワと
◎ カツカツ・ガツガツ
カツカツの 暮らしっぷりが 判るぜお前 なんちゅう食い方 ガツガツと
カツカツの 生活だけど 野心は有るぜ 野良犬みたいに ガツガツと
カツカツの 成績だけど 卒業出来た これから稼ぐぜ ガツガツと
◎ モクモク・モグモグ
モクモクと 働くお前 褒めてはやるが その口下手さ モグモグと
モクモクと 黒い煙が 出たので分る 焼きイモ食ったか モグモグと
モクモクと 勉強したが 入試に落ちた 言い訳聞くも モグモグと

吉永こ百合（尾垣聡子）

はめ字「春風に乗せて届ける春の音」
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狂歌 NEW 門

曽田英夫

● 笑顔笑顔で 一日過ごす
職場では ジョーク飛ばして 親父ギャグ 笑顔笑顔で 一日過ごす
午前中 昨夜の酒が 残ってる 笑顔笑顔で 一日過ごす
電話では 必ず笑う 話入れ 笑顔笑顔で 一日過ごす
笑ったら 免疫つくと 言われたら 笑顔笑顔で 一日過ごす
● 百歳めざし さらに頑張る
睡眠は 七時間へと 変更し 百歳めざし さらに頑張る
これからは 上半身を 鍛えるぞ 百歳めざし さらに頑張る
早足で 歩いてみれば 汗もかく 百歳めざし さらに頑張る
朝早く ラジオ体操 一に三 百歳めざし さらに頑張る
● 深呼吸して 心を沈め
後ろから 押され車内に 詰め込まれ 深呼吸して 心を沈め
寝坊して 遅刻しそうと 焦ったが 深呼吸して 心を沈め
呑み過ぎて 最終電車 間に合わず 深呼吸して 心を沈め
飲み屋では あなたが好きと 若い娘に 深呼吸して 心を沈め
野本浩一

お写落日記【勘違いああ勘違い勘違い 不埒な店はぷらちなだった】

2 月 13 日のこと。歯の定期検診で通う戸越銀座の商店街は長さ 1.3Km もあ
り、一説では日本で一番長い商店街との噂もある。商店街の HP は関東有数
の長さと PR している。ともかく長い。「長居は無用」ではないが、端から端
まで歩いたことは無い。この日少し早めに到着したので散歩した。
ふと見ると「不埒な整骨院」と書かれた看板を見つけた。「不埒な」所とはどんな所かと妄想し
たが、よく見ると「ふらちな」ではなく「ぷらちな」だった。
不埒者が出てきて、「○」を消して「ふらちな」とならないように祈って、
歯医者へ行った。
ふと見れば「不埒な」店と看板に よくよく見れば「ぷらちな」だった
ぷらちなを「不埒な」と見てニンマリし 骨院行けば骨身にしみる
笑門亭来福（西川信治）

■

時爺呆談

＆

□

世相呆談

■ Alternative Fact(もう一つの事実)
・文科省天下りあっせん連発 がんじがらめの大学事務長？
・政活費市議再出馬 一度目は騙した人二度目は騙された人が悪い
・大使たうそ「これは金正男ではない」
・ソーリ夫人が名誉校長の小学校に国有地がゴミ（長靴や靴下や自転車のゴム）
処理代 8 億円値引きし 2 億円弱で払い下げ
□・「個人情報」教えぬ小学生、名前と携帯番号まで配布の敬老会
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・80 代のお爺さん「若者は宇良のように土俵際でも踏ん張れ！
足腰が弱くなっちゃてるから俺はもうムリだけど・・」
・月末に妻「うちは自転車操業ね」夫「いや一輪車操業だ」

平井幸雄

門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）円安誘導はしてないと非難をカワセられるか
２）入国禁止令で司法八方ふさがり
３）人のフリンみて我が身を守る大統領
４）絵馬の上シール貼っては神知ーるや主不明とてサクラな忘れそ
５）金田も稲田もダメ田なあ
６）砂丘に雪とは No thank you 鳥取県民
７）肉親暗鬼で毒殺指令
金正恩
８）注文品が明日くるかと焼きもき 倉庫火事
９）清水の舞台から飛び降りて出家
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》

アベノミクスが 迷路にはまり カジノに溺れりゃ 地獄沙汰
共謀罪とか テロ等などの 等が都合で 牙になる
南スーダン 戦闘絡み 呑気に衝突 だと寝言
月に一度は 千代田の区民 ジョークサロンの 愛好者
小池劇場 まだまだ続く 敵を作って 次の策
保育園落ち 日本死ねが 落ちて死んでも 巡る春
五輪用にと 探していたら 女人禁制 ゴルフ場
やけに詳しく ＮＨＫが 北や韓国 スキャンダル
暖簾傾く 東芝２部へ 面子ともかく 資金繰り
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恵方巻には ブラック巻も 大量廃棄の 罰当たり
賞味期限の ぎりぎりチョコは 義理の繋ぎに 配るチョコ
突風がらみの 春一番が 吹いた後から また寒波
★2017 年 2 月 22 日例会参加者 １５人
佐々木裕子、海郷達人、野本浩一、曽田英夫、佐藤忠恕、平井幸雄、高木正明、熊代清隆、森昤二、
尾垣聡子、門口泰宣、柴本和夫、西川信治、米岡泰、神代京子
＊久しぶりに神代（くましろ）さんが参加して、もう一人の熊代（くましろ）さんと初合流。
ダブルくましろさん状態になりました。賑やかに行いました。
＊２月例会は女性３人参加でした。女性陣の助勢で賑やかになりました。笑い声も女声が加わり更に賑やかです。

＊２月例会参加の１５名の笑顔と、
二次会参加１１名の笑顔です。
皆さんの参加をジョークサロン同人一同心待ちに致しております。これから暖かくなります。是非お越し下さい。

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 ）
4 月 26 日（水） 千代田スポーツセンター ７階第２集会室
5 月 24 日（水）、6 月 28 日（水）・・・・・
＊５月以降も千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 で開催予定です
切手・カンパ受領等一覧（敬称略）

2017 年 2 月 14 日～3 月 13 日

一ノ瀬善秋、古川昭子、若狹芳生、田中清咊、浜田頓坊、大久保信子、酒井典子
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。
伝笑鳩 No.330 発行 2017.3.22
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・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・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・菅谷信雄
伝笑鳩マスコットカット：天野秀雄
おわらいカット：曽田英夫
- 10 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

