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今月の一笑

伝笑鳩

はめ字「稀勢の里」
伝 お き 神 き
説 お せ な せ

と さ の せ き
＊＊＊＊酉年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊＊
3 月 29 日にジョークサロン有志
な か さ る て
で夜桜見学を実施しました。花冷え
る の と 技 き
の中 9 人の参加でした。やはり少し
千葉・神代京子
暖かくなってから実施する方が楽し
めるかも知れませんね。
読者の皆様は今年のさくらをどのように愛でて、
楽しまれたでしょうか。まだまだ暫く楽しめます。
それでは、今月もまた伝笑鳩をお楽しみ下さい。
東京・神山徹

随想集を自費出版しました
題名「無絃琴」（むげんきん） 著者 神山徹

新書版 448 頁 新潮社刊 定価 750 円 税込み 810 円。書店で注文すれば入手出来ます。ぜひ応援して下
さい。４月末に発売です。
尚、ものは付け応募の際 「買った ○○が面白かった」などのコメントがあれば無条件で入選とするよう
南朝に言います。「二冊買った」とあれば「秀逸にしろ！」とおどかします。何分よろしく。
☆宣伝になるので申訳ありません。新潮社は自費出版本は商業出版の足を引っぱるので宣伝しないことに
なっているのだそうです。流通市販本として出版するのですが、これでは一冊も売れないで全部返本に
なる可能性もあります。夢を見てウナされています。何とか助けて下さい。

福島・松山カオリ

東京はさくらの花が満開なそうですね。少々寒いようですが、

その方がさくらの花を眺める時間が長くなりますから楽しいでしょうﾈ。伝笑鳩ありがとうございます。
今月も又メンバーの楽しい作品が揃っていて笑いながら読んでおります。
さくらの花のように眺めているだけではいけないと思いました。元気を出して皆さんについてゆきます。

東京・高栄子

シニアの居場所つくりの英語の会に入って一年半たち

四～五十人は知り合いが増えたでしょうか？ 英会話終了後コーヒー一杯で交流して帰宅するんですが、
（ジョークサロンと）比較すると表面的すぎる感があります。ジョークサロンは各自創造の分野が多くを占め
ている→そこがちがいかなと考えたりしてます。 美しい桜をたくさん見て心の中の花を咲かせましょう。

東京・小松崎文夫

No.330『伝笑鳩』拝受。埼玉・酒井さんの「餌箱カラッポ」のみごとな笑歌に・・・・。

「あっ･･･俺もだ･･･!!」 あわてて･･･その餌（豆）代を･･･送ります。よろしくおねがいします。

新潟永林寺・佐藤憲雄

御報愛・御厚情感謝申上げています

伝笑鳩四月号（330 号）が飛来され篤く御礼申上げます

コーラス合掌

桜咲き チューリップ咲き 華やかに ジョークサロンで 大いに笑おう
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快鳥 曽田英夫

古文亭南朝選 第１９５回ものは付け「名作の題のパロディで面白いものは」

風と共にサリン

秀逸

東京

植竹 団扇

【評】面白いというより コワイねぇ
おー登校はつらいよ
ロボットの意志（路傍の石）
我が輩は猫舌である
七年の浪人
フラダンスの犬

入選

自 戒 （十 戒）
加齢なる一族
癌苦痛翁
忖度私人 （即興詩人）
残金抄（春琴抄）
裸情悶（羅生門）
水と共に去りぬ（水洗トイレ）
西武沿線異状なし
ぼくのチャン
悪さの女
兄よ自由を取れ
毎日が休日
老婆の休日
金と共に去りぬ
青井さん、お脈
家族に完敗
女もつらいよ
無法松の一升
河原乞食の人々
路傍の金塊
理由なき反抗（金正恩）

佳作

京都
東京
静岡
神奈川
東京

久保
三浦
野末
加畑
奧苑

三德
邦夫
紳二
髙治
順子

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

柏谷
高橋
酒井
西川
高木
大石
岡部
北沢
浜田
稲葉
柴本
田中
山口
海郷
皆合
武井
藤倉
樋口
志賀
石原
田中

達雄
通男
典子
信治
正明
脩
千代松
正嗣
頓坊
浅治
和夫
茂美
栄子
達人
かず子
美雄
由紀子
七郎
明
義三
清咊

次回（第 196 回）の題
「食べ物で一番好きなものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛
5 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

神山徹著

随想集「無絃琴」（むげんきん）（新潮社刊）
好評発売中です。
ぜひお近くの書店にご注文下さい。
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東京・稲葉浅治
川柳「光る」
千羽鶴千の個性が光ってる
定年後朝の光は床の中

年老いてますます光る年の功
古稀過ぎて舞台の要いぶし銀
夫死す光りはじめる妻多し

鎌倉極楽寺・浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド
<９６>
<「カエル」に込められた「蛙」の土産>
◇ブラジル移民の 叔父・叔母いとこ コーヒー農園 成功者
◇帰る皆みな 土産は誰も カエル・グッズで ゲロゲロゲ
◇幸せ 迎える なるほど分かる 帰る栄える それもある
◇戦中戦後の 厳しい時代 よくぞ耐え抜き 移民団
◇コーヒー大尽 成功談に 日本へ帰国の 夢もちょい
<世の中笑いのタネは尽きない>
◇築地だってさ 石綿なぞが あると言うしな むつかしい
◇すったもんだで 補償費嵩み 無駄な税金 厚化粧
◇石原頑張れ 追い出せパンダ わしもシンチャン ここにあり
◇都知事責任 百人委員 いずれその責め ブーメラン
◇美感・音感 優れた学府 集う上野の 森は春
◇久し振りだと 谷町筋が 沸いて称える 稀勢の里
京都・大石脩

春 春は素敵 春はとても好き 何といっても 超大好き。

暖かな春の陽射し・・・優しい風情のハミング・・・朗笑・・・春の醍醐味満喫・・・群青色の大海原を
ゆらゆら浮かんで・・・悩みより解き放たれて・・・ダジャ連発だ
◆「あなたって H ね！」
「見た目は H でも、英知もあります」
◆「あなたって H ね！」
「H の次は、I（愛）があります」
◆「『火花』ってテレビドラマにもなったね」
「そうね。二作目は『ゲキジョウ』だって」
「『激情？』 燃えてきそうだね」
「違うわ。『劇場』よ。しっかり見てね」

長野・松原伸伍

漫画川柳

「のめりこみ」 特買に ついのめりこみ ゴミ屋敷

カラオケに ついのめりこみ ガラオケに
パチンコに ついのめりこみ ホームレス
ポケモンに ついのめりこみ バカモンに
食べ歩き ついのめりこみ くすりづけ
皆様の益々の御健闘を祈念しております（出来れば腹を抱えて笑いが止まらない作品をお願いします）

鎌倉＠若狹芳生
■落語の語呂合わせ □枕の駄じゃれ と ■演目の洒落
□「お母さんは“海”のように広心でして。ええ、“産み”の親だから。そいで“暢気”で困るん
です。“ハハのん気だね”！お母さん、パンツ敗れたと言ったら“また”かい？だってさ。」
■「鼓ｶﾞ滝」～今の兵庫県川西市にある鼓ｶﾞ滝で詠んだ（落語の上で）歌聖・西行法師の歌が、地
元の爺婆とその孫幼女に添削される場面です。
「伝え聞く 鼓ｶﾞ滝に 来て見れば 沢辺に咲くや 蒲公英の花」と詠んだ西行の歌を
「音に聞く 鼓ｶﾞ滝に 撃ち見れば 川辺に咲くや 白百合の花」と直されました。直され
た箇所は、音も撃つも川（皮）全てが鼓掛っています。白百合は、ご当地が碁石の白玉の産
地だからです。因みに黒石は那智黒でしたね。ところで、この噺の落ちは、その悔しい思い
の晩西行の夢に現れた仏様が今日みたいに”バチ“が当たらないようにもっと修行を続けな
さいとお告げがありました。手で鬱鼓だけにバチは不要ですね。
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神代京子

フォトはめ字

さ

束

は

く

春

そ

の

な

れ

風

い

ま

の

な

は

く

の

ま

い

う

る

夢

い

の

す

大鳥羽裕太郎

はなの舞

＜幸チャン裕チャン幸裕録＞

幸チャン

最近は小さな男の子の鉄道ファンに付き添うお母さん達まで、
子供と一緒に鉄道を見に行くことで、鉄道ファンになるケースが
多いねんてな。
裕チャン
そやそや。そんなお母さん達の集うＴＶ番組までありまっせ。
幸チャン
えー、そんなんあるんか。
裕チャン
はいな。昔から平日のお昼に５チャンネルでやってま。
「鉄子の部屋」だす。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
幸チャン
トランプ大統領は何故記者会見を嫌い、ツイッターを愛用するんや。
裕チャン
「ツイッカー」で次から次へと思いつきを言えるからとちゃうか。
幸チャン
就任時の支持率は 40％と 8 年前のオバマ大統領の 84％と比べても
極端に低いやんけ。
裕チャン
トランプ大統領だけに「ポーカー」フェイスができずに「ストレート」に
態度に出しすぎるせいかな。このままじゃ「ババ」をつかんだ
「ナポレオン」みたいに最後は破れ、米国民は「大貧民」になって
しまうんとちゃうか。

門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）いっぱい役職を得て幸甚です

昭恵夫人

２）何を言われてもアッキーラカンとしているね
３）女性同士のメル友学園です
４）大丈夫かな凶暴罪でつかまりそう
５）保護貿易を反故にしないとの危機感つのる
６）脳の耐用年数の季節がきている石原元知事
７）田子の浦に

春場所見れば
稀勢と高安
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白星の
力つきつつ

笑門亭来福（西川信治）

■

時爺呆談

＆

□

世相呆談

■自分さえよければ・・・ ・なんだってそんなにムキになるんです (野党)
・昭恵さん軽率なんてもんじゃない(コメンテーター)
・国有地払い下げたら資料埋め？
・中華料理店みたいな学校作らせるな(元防災相)
・防衛相ミサイル前に火だるまに（元追及舌鋒 NO1 が）
・長靴を履かなかった人→長くつで政務官長くつづかず
・元文士知事「侍の気持」→侍は潔く腹切るはずが・・
・朴 14、石１時間国柄か？(馴れ合い百条委員会)
□世の中なんて
・プレミアムフライデー→指くわえ出費できない高齢者
・オリ組織委会長「私を落とそうとする勢力が」（国民１億？）
・飯館村全村避難解除→嬉しさもどうしてくれるフレコンバッグ
・子どもの貧困率 16％→そんなにも高かったかと言う老人
・ルイビ豚（トン）本家クレームルイビ豚（ぶた）
・側頭葉思い出すことで鍛えられ(記憶力認知予防)
・腹筋ヨガ「通じ」てきめん止め処無し

上の空組 印南博之
大娯諧
♪ 貼るが来た 貼るが来た どこにきた
胸に貼る 腹にはる尻にも貼る
＊さくら 佐倉この列車は成田空港行きです
＊春 高炉上でカンパーイの宴 おっかねーけどね
＊春の小川はザラザラ行くよ ナぜ
ざらめを積んだトラックが橋から落ちたんでね！
＊金襴緞子の横綱人形後ろは締め込み一本締めだよ
＊裂けた 裂けたチュウリップの鼻が エー 只今本園のスター象のチュウリップが
事故で怪我を致しました、皆様もお気を付けください。
＊腹立ちの鼻が空いたよ 広い 広い穴だよ
＊買わず桜を見に来た客は皆けちん坊だった
＊花よりタンゴで踊って 後で団子をいただこう

香野好勇

好太川柳 ～ああ余命～

＆

・才能の開花余命と競い合い
・春一番吹いてスカート花になる
・プレフラを楽しみ銀ブラフラダンス
・転んでも只じゃ起きずに嫁になる
・供白髪杖の代わりに手をつなぐ
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フォト川柳 「茜空目指し船漕ぐ人のおり」

平井幸雄

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
（人間国宝級 天才笑刻家 岩崎 祐司） 抱腹絶倒 悶死級 傑作選－３
（選 兼 コメンテイタ― ：森 昤二
編 ：鈴木 登）
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高橋通男

投稿成果

脳トレ川柳（毎日新聞） 2.5
USO 放送（読売新聞） 2.5
ふんすい塔（毎日新聞） 2.20
USO 放送（読売新聞） 2.22
笑ケース（東京新聞） 2.22
USO 放送（読売新聞） 3.6

海郷達人

選集

クラス会同級生と見てくれず
著作権料を徴収
値を上げそう！ ― 音楽教室
虚偽報告書問題
メスが入った ― 京都府立医大
一日７時間労働
一味違います
― 味の素
暗殺余波
マスク着用
― 恐妻家
除染で収賄
手を染めた
― 環境省職員

ショートジョーク 辛口小話

近所の道を歩いていて少々気になるのは、犬の糞とたばこのポイ捨て。犬の糞に至っては、誠に
ふんがいものです。
ところで、この道で時々出会うのは、右手に股火箸、左手にレジ袋を持ち、腰を屈めてポイ捨て
の吸殻を拾っているお爺さん。心掛けのいい人だなーと思いながら、傍に近づくと、なんかぶつぶ
つ言いながら股火箸で吸殻を拾っています。さらに耳を近づけると、くぐもった声で「肺がんにな
れー。肺がんになれー」と呟いているのです。おっそろしい呪いの言葉です。
この呪いにかかるポイ捨てする人たちに神のご加護を・・・。
対文
「旅の誘い」
海郷達人作
田舎、いい仲、日和がいい日だ。
旅いいが、旅費がない。行かない。
信用亭 駒公（佐藤忠恕）
◎ カミカミ・ガミガミ
◎ ナカナカ・ナガナガ
◎ クスクス・グスグス

◎ マスマス・マズマズ

吉永こ百合（尾垣聡子）

○ 清濁擬音都々逸 no.8
カミカミを 覚えた孫に 食い物やれば 娘は怒る ガミガミと
カミ、カミと トイレの中から 叫んでいたら 女房は叱る ガミガミと
ナカナカの 味とは聞いた 名代の店は 無駄な薀蓄 ナガナガと
ナカナカに 解けぬ課題に なすすべ無くて 言い訳ばかり ナガナガと
クスクスと 笑っていたと 思っていたら ミスすりゃ泣いて グスグスと
クスクスと 生徒に笑われ 教師のお前 泣いちゃまずいぜ グスグスと
クスクスは 北アフリカの 料理だが 料理の手順で グスグスに
マスマスの 幸せ望んで 所帯を持つが 結果はそうだな マズマズか
マスマスの 上達見込んだ 料理の腕も 今のところは マズマズだ
マスマスの 千客万来 大忙しも 勘定締めたら マズマズか

はめ字

桜餅 ～ 夏みかん
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柴本和夫

言葉の研究

ひと文字変換

①砂に書いたラブレタ－
⇒（山国では） ナスに書いたラブレタ－
②トンビがタカを産む
⇒（海の中では） トンビがタコを産む
③漫才のタカ＆トシ
⇒（１０年後のぼやきとは） 肩＆年
④どんぐりの背比べ
⇒（居酒屋では） ドリンクの背比べする
⑤鬼のメに涙
⇒（鬼のメモを見てついホロリ）鬼のメモに涙した
⑥菊池桃子
⇒（キムチが好物なら）キムチ桃子となる
プレミアム・フライデー・・・経産省は３時退社を推奨
【ハナ金】は死語の世界の仲間入り？ これからは、【プレ金】の時代の到来
定年退職は、≪毎日が日曜・サンデ-毎日≫・・・なんか、自虐的で寂しい限り
発想の転換（その１）・・・・毎日がフライデー（金曜日）
発想の転換（その２）・・・・毎日がプレミアム
発想の転換（その３）・・・・プレミアム・エブリディ
曽田英夫
狂歌 NEW 門
● 明日のことは 明日に決める
・ネクタイは どの色にする 面倒で 明日のことは 明日に決める
・べろべろに 酔っ払っては 寝てしまう 明日のことは 明日に決める
・５時になり 仕事をやめて 職場去る 明日のことは 明日に決める
・腹いたく 夜に入院 明日勤務 明日のことは 明日に決める
● 表情変えて どんと構えて
・昼食事 行ったが財布 忘れてた 表情変えて どんと構えて
・対向車 ぶつかりそうに なったけど 表情変えて どんと構えて
・繁華街 チンピラよって 因縁を 表情変えて どんと構えて
● たやすく言うが 実行できず
・酒やめよ 小遣いたまり 貯金でき たやすく言うが 実行できず
・ドラマでは やたら不倫が できるけど たやすく言うが 実行できず
・飲み屋から 若い娘と 連れだって たやすく言うが 実行できず
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》

森友狂育 今日胃苦直後 消化不良に なる園児
籠池園長 べた褒めしてた 総理夫妻ら 逃げの足
私人・公人・騒人・奇人 神出鬼没の 昭恵女史
西の豊中 東の豊洲 豊かどころか 泥まみれ
南スーダン 駆け付けやめて 抜け駆けしたいと 決めた安倍
総理大臣 侮辱をすれば 証人喚問 気を付けよ～
大統領令 停止の憂き目 怒るトランプ ツイッター
韓国歴代 大統領は 自業自得を 見る末路
働き方にも ピンキリあって 過労死ラインで 揉める国
ヘリの墜落 ９名犠牲 ヘリも隊員までも減り
クロネコやまとは ブラック企業 シロネコやまとに したいかも
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高畑傳

二柳亭転失気奴

「３歳児編」

❶三歳児の凄さ（ピコ太郎超えた） 船橋駅前のＴＶ（ピコ太郎の放送中）の前で踊っている幼児を見入る
人（１０分ほど２０人）、終わった時の拍手喝采はＴＶのピコ太郎側では坊やの方。私は坊や、いくつと
尋ねると三本の指が立った。
❷「ママ」お願いだから、仮面ライダー（少年コミック）買ってよ！ 母親、ダメよ、あれは男の子の本だ
から、３歳女性児 うん～！ 私 じゃー、おちんちん、みつけてくるから、買ってよ！
❸三歳児の言い訳； 母親、トマト食べなさい！ トマト嫌いの３歳児、だってトマトちゃんが食べられたく
ないと言っているだもん？
➍三歳児の発想「アンヨの手袋」脱がせてよ？ ；（靴下の名前解らず）
❺ケイキ買えと、鉢巻絞めて、座り込み（立派な三歳児）

「大人編」
❶イラク戦争開始時の野党代表の質問、今自衛隊のいる処は戦争状態ではないのかと質問に対し、自衛隊の
いる処は（常に）、戦争状態ではないのだ。〈前々総理答弁〉
❷自衛隊が今居る処は「今の処 戦争状態ではありません」と答弁を繰り返す。「アラホー 防衛大臣」
さらにいまになって、その時の現地の「日報」自衛隊本部が廃棄した？みつかった？今頃大騒ぎ！？
３歳児程度の言い訳もできない。
❸ジョーク以上（異常・詐欺的）の小学校に莫大な補助金出して、国家借金増大させる、異常予算委員会。
以上（異常）８６歳半ボケ老人の また、また愚作ジョークです。お許しを！

野本浩一

お写落日記【エアロビがどんなものかと訊かれたら 音楽に乗り手足あちこち】

年明けのジョークサロン新年会に参加した篠原さんから「3 月 12 日に開催される『区民ひろば豊
成（ほうせいと読む、とよなりじゃない）運営協議会設立総会』（長いなぁ、一気読みできない）
でエアロビを披露するから手伝ってね。ノモちゃん、お願い！」と頼まれた。
ジョークサロン新年会に参加して頂いた山中さん、豊田さんも手伝う上に、来年参加してくれそ
うな方も加わるので、一肌も二肌もいやもっと三肌脱ぐことにした。
お姉さん方からの頼みを無碍にすることは出来ないではありませんか・・・。
女性陣の活躍を助勢する男性は活動に弾性を感じさせるのだ。
当日の出番は５，６分ほどだったが、来賓参加の豊島区
長他の方々や地元の小学生たちも音楽に合せて手拍子を
入れ、体を動かしたりでノリノリだった。一体感が辺り一
帯溢れていた。
ステージに立つ身は緊張するが、その緊張感も結構たま
らない、答えられないなぁ。
わたし的に言えば気分は橋幸夫、いや郷ひろみだった
か。それとも今風なら EXILE か。
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人前でシニエアロビしたならば 結構はまって楽しくもなる
懐メロに合わせ体を動かして 手拍子貰えば気分高揚
エアロビは踊りのような体操さ 長く続けりゃたいそう良かよ
★2017 年 3 月 22 日例会参加者 20 人に到達しました。賑やかでした。＊太字は初参加
大鳥羽裕太郎、野本浩一、佐々木裕子、高木正明、曽田英夫、平井幸雄、海郷達人、尾垣聡子、
西川信治、神代京子、森昤二、米岡泰、柴本和夫、佐藤忠恕、高畑傳、印南博之、高橋通男、
高畑静子、高村仁幸、光武恒人

＊新年会に参加していただきました高畑静子さん（高畑傳さんのお義姉さん）が、例会にも初めて顔
を出して頂きました。例会参加者が久し振りに２０名に到達です。高村さんは「うわぁー、大人数だ
なぁ」と驚きました。有りがたいことです。
＊初参加光武恒人さんは変集鳥・こ百合さんの高校の後輩。こ百合さんとは小中も一緒というご縁で
す。長崎の話で盛り上がるのではないでしょうか。

20 人参加となれ
ば、例会も二次会
も賑やかです！

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 ）
5 月 24 日（水） 千代田スポーツセンター ７階第２集会室
6 月 28 日（水）、7 月 26 日（水）、8 月 23 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 3 月 14 日～4 月 17 日
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