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＊＊＊＊２０１７年９月 No.３３５ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

           
＊＊＊＊酉年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊    

 みなさんお変わりなくお過ごしでしょうか。 

 熱中症対策は怠りなく十分でしょうか。 

 今月の伝笑鳩335号も暑さにまけず、飛び立ちます。 

 投稿ならびにジョークサロン例会参加者の作品が増加してきています。 

 そのため伝笑鳩発行に際して、一部変集・割愛してます。ご容赦お願い致します。 

 それでは、今月も「しっかり」「たっぷり」「思いっきり」お笑いください。 

京都・大石脩   暑中お見舞い申し上げます 

世界中の１．２．３ダーさんが デベソ銀行開設す 

忽ち今を時めくデ別荘数多新設 彼好き？ イエス！ 何故？   （３ダー：雷） 

東京・高栄子   7/29（日）は英会話の先生のご両親がカナダより来日され、交流。 

私は自身デザインのTシャツをお二人にプレゼントでき喜ばれました。その後大東文化大学へ。日本タイ修

好条約締結百二十年の節目の年とか。両国言語文化研究会にはじめて出席、五時間ぶっ通しの学術会イヤ～、

私の認知機能上達にものすごく効果があった模様ですよ。当分の間タイについてリサーチつづけます。 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  田舎の高校時代の同窓生、岩郷寛之氏から「無絃琴」の書評・・・ 

私もびっくりしたところです。要約でも入れて頂ければ・・・神山さんも喜ばれるかと思います。 

岩郷氏とはこの五月同窓会（鎌倉）で会っておりまして、その時仏教関係の話が出たので送りました。 

他にも「無絃琴」を送ろうかなと思う友人の為、更に二冊発注済みです。 

 

愛知県・岩郷寛之  神山さんの貴重な本をお送りいただき、本当に有り難うございました。 

 「無絃琴」を書かれた神山さんは、実に広範な分野の書物を読まれ、しかもご自分のものにされていること

に正直敬服しました。しかも身近に起こったり、聞いたことを色々な角度から掘り下げて観察する能力にたけ

た方で、実に広範な知識人で、小生如き凡人の遠く及ばないすごい御人だと感じました。 

又第○輯（しゅう）と輯の字を使うとは面白い発想をする方ですね。 

 神山さんは、多くの経典をお読みになっているようで、良く勉強されていると感心しました。そうした事か

ら、特に第七輯の釈迦326P～345Pは修行するものとしてとても参考となりました。 

 貴重な本をお送りいただき本当に有り難うございました。 

 

東京・橋本豊  伝笑鳩毎月ありがとうございます。水準が高くて、ときどき理解できない 

ところがありますが、楽しくみています。ドイツの「ブス」の話はいいですね。海外旅行はこういう楽しみ方

があるんですね。感心しました。切手２年分送ります。 

 

新潟・永林寺和尚  佐藤憲雄  伝笑鳩八月号（334）嬉しく拝し篤く御礼申し上げます。 

時節柄御尊体切に御自愛下さいネ。お大事に お大事に 

 

夏が来た ビールを飲んで 焼肉で ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥 曽田英夫】 
 

伝笑鳩 

今月の一笑 

   時爺放談「そりゃないよー」 

★記憶にある限りでは会っていません 

（元秘書官） 

★「記憶にない」これじゃ嘘よと女性たち 

（街頭インタビュー） 

    東京・笑門亭来福（西川信治） 
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古文亭南朝選   第１９９回ものは付け     「元気が出るものは」 

腹心の友とのゴルフ           東京   西川 信治 

年金支給日               神奈川  藤倉 由紀子 
おかしなジョーク            埼玉   高木 正明 

昼はうなぎ、夜はスッポン        東京   稲葉 浅治 
下山者の「もうすぐ頂上」の声      東京   植竹 団扇 

「若いね！」の一言           埼玉   北沢 正嗣 
かあちゃんおベタ褒め          東京   柏谷 達雄 

スーパー高齢者              静岡   野末 紳二 
湯上がりあとのビール          千葉   皆合 かず子 
朝一杯のコーヒー            千葉   海郷 達人 
明るく温かいニュース          神奈川  武井 美雄 
卵かけご飯                千葉   岡部 千代松 

「秀逸」に選ばれる           東京   高橋 通男 
コンビニの一休み             東京    奧苑 順子 
大花火                 千葉   吉永 こ百合 
ダルマの目入れ             京都   大石 脩 

次回（第200回）の題   「どうしても捨てられないものは」 

＊南朝先生最後のお題です。奮ってご応募ください。 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷5―7―5 神山 徹 宛 

9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 

 

「無絃琴」を読み返す     神奈川  浜田 頓坊      

【評】作者冥利につきます。 

入選 

 

老いらくの恋              神奈川  志賀 明 
太鼓の演奏               神奈川  山中 静代 
ふるさとの祭り囃子            埼玉   酒井 典子 
三食 うな重              東京   樋口 七郎 
どなり合う同窓会              埼玉    石原 義三 

佳作 

 

ものは付けは第201回、次回から応募先及び選者が変わります。 

＊古文亭南朝先生からジョークサロン金鳥（柴本和夫）に選者が代わります。 

＊応募先も変更となります。ファックスの応募は出来なくなります。 

郵送・葉書或いはメールにて受け付けることになります。 

詳しくは次号にてご案内申上げます。どうぞよろしくお願いします。 

次回200号をもって選者交替となります。陛下に先立ち「生前退位」であります。無事に禅譲

できますことを喜んでおります。 

小生しばらくお休みさせて頂いて、元気になりましたなら誌面の片隅でもいただいてジョー

クのコラムを投稿したいと思っております。 

その節はよろしく！ では又ごきげんよう             南朝 
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若狹芳生       ■女にまつわる創作漢字          

嫁の左右を入れ替えて女偏に家で、出戻りなんて如何？      

女偏に声で  女子アナなんて綺麗でしょ！ 

婆の上下逆にして波の上の女で、いい女。                 

爺の父を母に替えれば、婆さんになったりして。       

雨冠に女で、雨女なんて何のひねりもないか。           

女偏に雪で、雪女？オヤジギャグ並みの寒さかな。                   

   （漢字作成：変集鳥）                                 

長野・松原伸伍        漫画川柳（老猫のつぶやき）  

ご馳走を  見せびらかして 食べるやつ      ブスなのに メイクで化ける オバタリアン 

ハヤ食いを つい頑張って  医者通い       どけちの死 山なす財は 国のもの 

近いのに 物投げ渡す つかれ妻          つかれ妻 夜ふける程 荒れてくる 

デパートは 爺婆椅子を ひとり占め        露天風呂 ババの常連 ひとり占め 

老若は 化粧おとして 勝負せよ          厚化粧 死ぬまで 素顔見せないで 

 

東京・稲葉浅治  川柳「財」      愛されているのは人か財産か 

財産の分け方もめる通夜の席       財産が無くてももめる相続時 

わが貯金引いてばかりで足すは無し    人材を人財にした会社伸び  

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  甘辛都々逸ほのぼのランド〈 100！！！  〉 

 〈稲村ヶ崎小学校の臨時教員のマネごと〉 

◇ 小学生向け 郷土の話 頼まれあれこれ 久し振り 

◇ 鎌倉時代や 野生の狸 コッホ博士の 話しなど 

◇ お犬様やら 山火事のこと ジュース・サービス 咲く笑顔     

◇ むかし「孫文」 極楽寺にも 今も交流 孫同士 

◇ 宮崎滔天 「謀反の児」など 読んで話が つながった 

◇ ランドセル背に お礼の手紙 いやあ確り 子供達 

◇ パット明るく 気分がいいね いつも楽しい 佳い話 

◇ ばあさん昼寝の 涼しい部屋に 忍び込んでる 仔猫「頓」 

 

香野好勇   好太川柳        フォト川柳  紺碧を茜に染めて陽が沈む 

 この豪雨天じゃきっと水不足      

ケータイに車内化粧が押し出され    
 

難病を供に楽しむ病み上手 

路地の花私撮ってと揺れている 

 

休肝日明けて嬉しや王者飲み    

 

終活と余命が競うエピローグ 
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笑門亭来福（西川信治）  ★ 時爺呆談 ていねいに説明する・・・ ☆ 世相呆談 

 ★獣医学三毛でも加計でもいいネコだ (マフラー前県知事) 

★ダメ上司いかに守るか見せ所（有能側近たち） 

★語気荒げ「ソーリに代わり」言ってない（補佐官が前川発言に反論） 

★いつ知った「申請時点で」知りました（ソーリ） 二年続け夫妻でクリスマスイブに会食していても？ 

★決定前 ウサンクサイカケ ボーリング(岩盤を？) ウサインボルトでもフライングは失格だ 

オリンピックの応援は国民 加計っこの応援は官邸団？ 

★赤字加計税金投入大丈夫か？（自己負担わずか？） 

★北朝鮮ミサイルよりも大干ばつ・・ 

 

 ☆横綱が張り手で相手をひっぱたく→木鶏（双葉山）にはほど遠い・・ 

☆1ドルで一生分の年金当て！（アメリカ１８才の女性） 

 

大鳥羽裕太郎      幸 裕 (=交友) 録  ＜ダンケシェーン＞ 
 

DB(ドイツ鉄道)でケルンからフランクフルト 

へ戻る時の食堂車のウエイトレス 

(1) 列車が着き、真ん前のドアから乗ろうとした次男と私にDBの制服を着た

中年のウエイトレスが、「ここは業務用入口で乗客は乗れないの、別のドアから乗った、乗った。」と

怒られた。 

(2) 別のドアから乗り込み食堂車に席を得て一息ついたところへ、注文を取りに来たのは件のウエイトレス。 

（3）次男がビールとソーセージ、キャベツの酢漬けを注文。ライン川沿いに走る車窓から、小さな古城や 

通過する町の教会を眺めながら乾杯した。至福の時であった。 

(4) ダメ元で次男からウエイトレスに頼んでもらった。「父は日本から来た。この素晴らしい食堂車とライ

ン川の記念にDBのイニシャル入りのこのビールジョッキを分けてもらえないか？ 

(5) ウエイトレスは「これは売り物じゃないし、それはできない。」と言ってあっさり引っ込んだが、再び 

現われた彼女は新聞紙にくるんだDBのジョッキをそっと我々に渡してくれた。 

(6 )感激した私：「ダンケシェーン、ダンケ、ダンケシェーン」 

DBベルリン中央駅みどりの窓口の担当者 

(1)ベルリンへ着いた私は、翌日近郊のライプチヒ、ワイマールを訪ねようと思い、持参したDB時刻表やDB

サイトで作成した行程表を携え、窓口を訪れ「ワイマールへ行くローカル線が、時刻表によると極端に

少いし時刻表も最新でない。私は中央駅前のホテルに投宿しており、日帰りでベルリンまで戻って来た

い。ついては、行程表をチェックしてくれないか？」と尋ねた。 

(2)担当者は早速 PC であたってくれた。「乗換時間が 5 分程度だと心配だろうから、15～20 分の接続を探

してみる」そして、ベルリン→ライプチヒ→ワイマールの往路を決めた後、復路はワイマール→エアフル

ト→ベルリンというライプチヒ経由でない、より早い行程を推奨し、印刷して渡してくれた。 

(3)「これで明日希望の二つの都市を訪問できる」と感激した私：「Thank you very much. 

    ダンケシェーン、ダンケ、ダンケシェーン」と彼の手を握った。「ビッテシェーン」と彼。 

★★  まとめ  ★★ 

★「有難う」は良い言葉。外国へ行く時はまずその国の「有難う」を覚えようと思いました。 

★ドイツは緯度が日本より低く、南部のミュンヘンでさえ、北海道の北にあります。 

  冬、寒い時、暖かい空気を送って感謝されたことがドイツの「有難う。」の起源と言われています。  

⇒   「暖気支援（ダンケシェーン）」 
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柴本 和夫              言葉の研究             

  6月末で会社を退職しました。・・65歳の誕生日（7月 2日）到来の 2日前の日付 

  ① しばっちの退職～と掛けて、昭和の時代と解く 

・そのこころは ⇒ 65の直前で終了 （昭和は 64年迄⇒ 65歳を待たずして終了） 

           ⇒ もう 40年を挑戦！ ⇒ 日野原先生の 105歳に追いつける！ 

  ② 私の退職とは、次のどれでしょう 

        ・今風の・・・・卒業            ・昔風の・・・・隠居・蟄居  

        ・食品業界での・・・消費期限切れ  ・野球業界での・・・戦力外通告 

  ③ 退職後の日々の生活とは 

⇒ 大型連休の付与・・・365日連休で、終身の自動継続条項付き 

  A：油断すると、各種の日々のリスクあり 

・毎日が日曜日（サンデー毎日）～の日  々

・無芸退職～資格も技能もなき～の日  々

・有給の日々の喪失を嘆き（悠久の日々を楽しまず）～の日  々

  B：めざすは、ポジティブな退職生活 ⇒ めざすは、プレミアム・エブリデイの実践 

・朝のニュースで通勤無き生活の歓びを味わう・・・電車の運転見合わせ、大雨情報等 

         ・健康のため、～≪あること≫を実践する・・・アルこと＝昼のアルこう～夜のアルこーる 

         ・イエノミーでエコノミーな生活・・・前提は、ゼッピンのつまみ、そしてベッピンのつま 

       ジョークサロンには、卒業も隠居もありません。参加者はすべて生涯現役 

               おおいに笑おう～ジョークサロンで 

  

平井幸雄 
           
氵さんずいの漢字が 

水入らず勢揃い  
 
 
 常用漢字の部首で一番多い
のが「氵」（ さんずい）です。
おもに、水をもとにしてでき
ている。 河川の名、水流の状
態、液体の性質・状態を表す文
字が多い。さんずいの漢字 
617 文字を、水ら しく、波の
模様にしてみました。水も漏
らさず、波間に浮かべてみま
した。「氵」（さんずい） 漢
字を眺めながら、こまめに水
をとり熱中症を予防したり、
涼しさを漢字てみませんか？ 

  

＊紙幅の都合で縮小してます。ホーム 

 ページで拡大版をご覧下さい。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tfx4IYwy&id=873829FE7E7A6896494CA5EEA2BD6D5DC1E7C993&thid=OIP.tfx4IYwyHFnjwPgEW8ia8AC3Es&q=%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608009358927986866&selectedIndex=49
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海郷達人   ショートジョーク（JOKES・BEST。COMから）ロボット売出し 

パパが、ウソをついた人をたたくというウソ発見ロボットを買いました。 
パパは、ある日の夕食のとき、それをテストしてみることにしました。 
パパが、息子にその日の午後何をしていたのかと聞きました。 
息子は、「宿題を少しやったよ」と言いました。ロボットが、息子をたたきました。 
息子は、「分かったよー。友達のうちで映画を見てたんだ－。」と言い、パパが、「何の映画を

見てたんだ？」と聞きました。息子は、「おもちゃのお話だよ」と言いました。 
ロボットが、息子をたたきました。 
息子が、「分かったよー。ポ＊ノ映画を見てたんだよ。」と言いました。 
パパが、「なにー、パパはお前の歳でポ＊ノなんか知らなかったぞー。」と言いました。 
すると、ロボットは、パパをたたきました。 
ママが大笑いし、「そうね、やっぱりボクはパパの子だわ。」と言いました。 
すると、ロボットは、ママをたたきました。          

 

吉永こ百合（尾垣聡子）  はめ字「たちあおい」 ～  こ百合のひとりごと 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高畑傳（二流亭転失気奴） 「お医者様でも 草津の湯でも 惚れた病は 治りゃせぬ」 

 

惚れた病も 治せば治る 好いたジョークで笑えば治るよ、ほいの、ほい。  
 はあー、日本良いとこ、一度はおいで、 
 一つ 富士山、和の都京都、東京スカイツリー「東京大展望」（富士山 、銀座、六本木、渋谷、新宿、

皇居，浅草、下町、山谷） はいの、はい、 
二つ 美味しい食べ物は、 寿司、屋台ラーメン、特選米むすび（紀州梅干しA級品＋明石の天 

然塩＋江戸前海苔）、ほほ、ほの、ほほ！ 
三つ 飲み物は何といても、❶日本酒純米吟醸ヌル燗、伊万里焼か 有田焼お猪口でぐいと 

お飲みよ。❷抹茶だよ（味、香り、体に脳に良い）、しちょる、かい、かいのかい！ 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.312 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》 １ 

総理の辞書には 慢心・詭弁・罵倒・傲慢・はぐらかし  
辞書に無いのが 反省・謙虚・品格・公正・透明性  
モリ・カケ疑惑が盛り駆け上がり カケたドンブリ 割れ始め  
お友達なら ゴルフや飲酒 当たり前だよ エコヒイキ  

はあー
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野本浩一   お写落日記 【楽しみはノモトせんせと声かかり 手作りゲーム大受けのとき】 

去年から放課後ＮＰＯアフタースクールに頼まれて手伝い始めた小学生向けゲーム講習が、今年

の夏場は 7 回も入った。既に 3 回は千葉市内、都内で無事に終了した。1 時間から 1 時間半の講習

は、エネルギー溢れる小学生が相手だとどっと疲れるということのくり返しだが、ある意味心地よ

い疲れを体感している。最近の世相から考えれば、学校の先生は大変だなと思うが、小生は如何に

子供たちに楽しんでもらうかと考え準備するので、自分なりにやりがいを感じている。 

 今回は子供たちの受けを狙って、ゲームにつかうものを

頭にかぶりながらやってみた。何だろう、の顔かおカオだ。 

 パソコンとプリンターを駆使して用意した「手づくり 

生きものビンゴ」は、とても好評である。景品を用意して、

一番に「ビンゴ！」となった子供にあげると、大喜び。「ち

ょっとしたものを景品であげまーす」と言いながら差し出

すと、貰えない子がひとこと。 

 「ホントに、ちょっとしたものなのねー」と。 

 おいおいそれはないだろう。ガチョーンだったなぁ。 

 

謙遜も世辞も何にも通じない 子どもごころは単純明快 

「つまらないものですどうぞよろしく」に 返る言葉が「ほんとにそうね」 

楽しみは初めて出会う子どもらに ゲーム教えて声上がるとき 
   

神代京子        はめ字          『かぜにゆれ』 

 

 

                             

    

 

 

 

 

 
米岡泰  南亭琴内氏のどんでん返し No.108 時事川柳 ＆ どんでん返しの間違い 
 

☆小池百合子 都知事になれば ぶりっ子治る 
   ☆内閣の 支持率だけは もう上がらん 
    ☆攻め将棋 守るじじいを 打ち負かす 
     ☆安倍ですら 勢いないと 勝てん野田 
  
♪「君が代」の一寸気になる歌い方。何と国民の９０パーセント以上が間違えてます。 
 これは私が５０年以上声楽をやって来たから言うのではなく、小学校の音楽の先生が教えた 
ミスなんです。皆さんもきっと間違っています。「君が代は千代に八千代に」で切ります 
ね。これは正しい。 
問題は次のフレーズです。「さざれ石の巌となりて」… ここで、あなたは「さざれ」…「い 
しの」と歌ってませんか？ これはいけません。 

   なぜか？「さざれ石」と言うのは一つの名詞であって、日本人の殆どが切って歌っています 

に 夏 か 織 爽 

わ の ぜ 混 や 

れ ゆ に ぜ か 

誘 め ゆ 蓮 に 

う じ れ は 緑 
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が、明らかに間違いです。 
クラッシック歌手以外は全て違ってます。これはこの業界では問題です。 

曽田英夫              狂歌NEW門    
● 世間はいったいどないなってまんねん 

安倍首相 内閣変える もうすぐだ 首をかえても 結局同じ 

１０５歳 日野原医師が 亡くなった 俺も生きたい １００歳までも  

朝倉市 東峰村が 有名に 雨が暴れた 木を倒すほど   

都心でも 雷が落ち 雹が降り 人はびっくり 叫ぶうひょうと 

夏休み 入って子供 遊んでる 宿題はいつ 即今でしょう 

コンテナを 開けたらひあり 背がひやり 危険な夏は ひありにもあり   

直虎は 佳境に入り おもしろい 歴史の渦の なかなおトライ    

宇良関は 当たるはずない 横綱と 白鵬曰く うらがえしたと  

白鵬は ついにやったぞ 最多勝 魁皇越えて 記録どこまで 

 

上の空組・印南博之    大娯解    海の歌 山の歌 

秋刀魚タイム 日中 韓の漁場争い 

スズメバチは金持ちだ蜜倉建てた保育所も                   

あめ雨 降れふれ姉ちゃんがビキニでお迎え嬉しいな！？ 

あの町この街日が暮れないネオン街 銀座 浅草 六本木 

われはウニの子ヒトデの子 みんな揃って食べられる 

お腰に付けたきびだんご   きびだんごを腰につけるのは汚れやすいので不衛生でっせ 

やもめの水兵さん 並んだ水兵さん 行こうぜ海自の集団見合い 

 良く焼けた 小焼けたカエル足 ほらほら醬油を持って来い 

 先生！議会でも舟がこげるんですか？ 

 夏が来れば思い出す 歴史に残る原爆禍 

 
門口泰宣        阿呆リズム＆パロディ 

☆朝日新聞（7．14）かたえくぼ入選     

『記憶にない』 

官僚専門窓口開設します  -------物忘れ外来 （常夏男） 

☆旦那さま 帰れ辞めろの   大合唱 

☆もうやっ都連 下村会長辞任 

☆ハイチーズのポーズはお断り    酪農家 

☆水浸し 手がつけられぬ 稲田かな 

☆低姿勢で訂正姿勢に終始 集中真偽 
♪ウララ ウララ ウラウラで ウララ ウララ ウラウラよ 

宇良ラ 宇良ラ 宇良宇良の この世は 私のためにある 
   見ててごらんこの私 今にのるわ 三役に  

みがきかけたこの技だ  そうなる値打ちがあるはずよ 
  潜り込んで かちあげて  逃さない パット 狙い撃ち 
   親がくれた この身体 無駄にしては親不孝  

角界一の業師だけ  この手で負けても構わない♪（狙い撃ち） 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.312 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》 ２ 

こんな人には 負けられないと ヤジに逆切れ 損な人  
暴き切れない 総理のウソに ホゾをかんでる 野党陣  
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全く当たらぬ 問題無いと 木で鼻括った 菅の弁  
北のミサイル 益々進化 対話と圧力 どうする気 

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 

（焼津の偉才 天才笑刻家  岩崎 祐司） 抱腹絶倒 悶死級 傑作選－６ 

（選者 兼 コメンテイタ― ：森 昤二   編集 ：鈴木 登）  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

信用亭 駒公（佐藤忠恕）      同音異義川柳 no.3 

 

高橋通男 投稿 成果 選集    奈菜子の世界   

USO放送（読売新聞）5.27  十八番         どうにもとまらない   ―  藤井聡太四段 

USO放送（読売新聞）6.23  もうけ８％      早く消費税10％に！  ―  金密輸 

USO放送（読売新聞）7.14  オスの顔 認識  メダカの無視を悟った ―  モテない男 

ふんすい塔（毎日新聞）7.12  大幅内閣改造    私は代わらない！     ―  安倍首相 

脳トレ川柳 （毎日新聞） 6.18   クラス会いつの間にやら動悸会 

脳トレ川柳 （毎日新聞） 7.9    名医から迷医に変わる高齢期 

脳トレ川柳 （毎日新聞） 7.23   マドンナに胸しゅんになるクラス会 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.312 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》 3 

働き方より 働かせ方 自民と連合 タグマッチ  
社員もピンキリ 色々いるが 釣りバカ浜ちゃん でも社員  
長寿社会の 生き逝き指南 スーパードクター 日野原氏  

送迎乗降 確認せずに 見捨てられてる 障害者  

◎ そばにいたまえ 
望みなら 傍に居たまえ 明日までは 
望みなら 蕎麦に板前  準備する 

◎ いがいときみは 
知ってるぜ 意外と君は   良く食べる 
知ってるぜ 貽貝と黄身は 良く合うと 

◎ よくふかないし 
あの人は  欲深ないし    けちん坊 

奴、風呂で 良く拭かないし 片付けぬ 

◎ かせいできたと 
パチンコで 稼いできたと 妻自慢  
喧嘩沙汰  加勢で来たと 悪友が 

◎ みえないからと 
この半生 見えない殻と   戦った 
この半生 見栄ないからと 振り返る 

◎ くれてしまえば 
あの金は 呉れてしまえば お前のだ 

田舎では 暮れてしまえば 真っ暗だ 
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秋田県知事 豪雨のさ中 宮城でゴルフや 飲酒会  
華列車も 豪雨で不通 観光どころじゃない被害  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2017年7月14日～8月8日 

佐々木裕子、橋本豊、浜田頓坊、大石脩 

 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。 

★2017年7月26日例会参加者   １５名参加  賑やかになりました 

平井幸雄、曽田英夫、印南博之、野本浩一、高木正明、大鳥羽裕太郎、海郷達人、森昤二、 

佐藤忠恕、高畑傳、柴本和夫、西川信治、高橋通男、尾垣聡子、門口泰宣 

＊5月、6月と参加者12名が続きましたが、ようやく15名となりラグビーが出来る人数に到達。 

 ラグビー好きの知人が「ラグビーは楽苦美なんだ！」と洒落ていたのを思い出します。となると 

 「ジョークは常苦なのか？」それは苦しいなあ。人数集めには苦労はつきものですね。 

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 ） 

9月27日（水） 千代田スポーツセンター７階 第２集会室 

10月25日（水）、11月22日（水）、12月20日（水）・・・・ 

＊10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 

伝笑鳩 No.335 発行 2017.8.23              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・尾垣聡子・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・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 

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 

例会会場オープンは 17

時45分です。18時すぎ

に高木さんが切手を貼っ

た封筒を持参。その後佐

藤忠恕さんが、刷り上が

った伝笑鳩を持参。全国

発送作業開始です。 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/

