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＊＊＊＊２０１７年１１月 No.３３７ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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

 前号 336 号を丹念にお読みいただきました方の中には変集

ミスに気付いた方もあるかと思います。同じ笑品のダブリ掲

載がありました。その為に信用亭 駒公（佐藤 忠恕）さんの

同音異義川柳が抜けました。駒公さんの作品は5頁にたっぷり掲載しました。2ヶ月分笑って下さい。 

 しっかりとミスを見つけた読者・中川さんからのお便りメールを次頁で笑介させていただきます。 

 今号 337 号から「ものは付け」の新選者が登場です。新装開店ものは付けをどうぞよろしくお願いします。 

 

神奈川・武井美雄    切手をお送り致します。伝笑鳩の郵送お願い致します。 
毎回楽しい伝笑鳩をありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。 
 
愛知・加藤勝彦  伝笑鳩333・334・335ご恵送誠にありがとうございます。 
“とんとん拍子ごはん“写真付きで載せて頂きありがとうございます。“と
んとん拍子ごはん“をアレンジして“とんとんまぶし“を息子がメニューに
しました。“ひつまぶし“そっくりです。「世界の山ちゃん」の二年前に亡く
なった社長は掃除の会で一緒でしたが「僕ものまね…」といって風来坊の手
羽先そっくりの手羽先出してました。息子も多少ダジャレメニュー作れるよ
うになった？  拝 
 
新潟永林寺・佐藤憲雄  ……あいがとう 言われるように 言うように…… 
御報愛感謝申上げます “伝笑鳩”十月号嬉しく嬉しく拝しました。篤く御礼申上げます。 
ご尊身切にお大事に  合掌 
 
鎌倉極楽寺・浜田頓坊    お陰様で100回を越すことができました。 

前略  毎度お世話様です。又いろいろご配慮ありがとうございます。今後共よろしくお願いし
ます。本だけはどんどん買って新らしい知識をと思っています。図書館も二週間に一回行っていろ
いろの本やC/D等を借り楽しんでおります。伝笑鳩の質の向上に役立てればと・・・。 
 月例会にも出席したいのですが、夜、東京に出て行くのには、ちょっと自信がありません。勝手

を言って済みません。皆様にもよろしくお伝え下さい。 
 
東京・高栄子         ハローお元気ですか？  
生まれて初めてかも知れないショックな事がありました。日頃から元気な私、毎

日あちこちと右膝のリハビリを兼ねて外出しっぱなしなんですが･･･八十代前半の先
輩から「お出かけしないではいられない病気」を疑われたんです。私が病気（？）
たしかに七十代、八十代の先輩方が今三人ほど認知症と診断され少しずつ機能低下
はしてきているんですが。長年の交際のある先輩方と例えば約束やお金の支払いと
かは困り事も出てきてはいます。 
私は自分の認知機能を維持するために今後も外出はやめませんよ!!!   

 
埼玉・武中真弓  伝笑鳩No.336を拝見・・・皆様の秀作に思わず頬が緩みますね。 

 

秋が来た だんごを備え 名月を ジョークサロンで  おおいに笑おう  【快鳥 曽田英夫】 

伝笑鳩 

今月の一笑 

LINE 風「ア・ホ」会話 

◄吾輩は猫である 

   わが肺は２個である▶       

昔の夫 ◄もう、ずっと離さないよ 

今の妻  もう、ずっと話さないよ▶        

東京・平井幸雄 
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しば選 第 201回ものは付け  

「笑いたくても笑えないものは」 

秀逸笑  前を歩いていた部長が滑って転んだ  埼玉 石原義三 

                【評】バナナの皮をこっそり捨てたのは誰でしょう？ 

金笑   主人似のゴリラ       神奈川  田中茂美 

銀笑   豪風雨で骨だけになった傘  神奈川  藤倉 由紀子 

銅笑   失敗した整形手術      埼玉   酒井典子 

小笑    仕事中こっそり読む伝笑鳩       東京   吉永 こ百合  

プールに飛び込んだら海パン脱げた   神奈川  志賀 明 

 音程がずれている上司とのカラオケ   東京   藤野 哲康 

 新郎がくしゃみでカツラが取れた時   東京   高橋 道男  

 目糞鼻糞に気付いた時         埼玉   高木 正明 

      凍った路面で転んだ人を        京都   大石 脩  

 嘴を縛られてしまったワライカワセミ 神奈川  加畑 高治 

 ダジャレ関連の各種作品 

     連発されるダジャレ（北沢正嗣）  暖かみのないユーモア（武井美雄） 

  ブラックジョーク（高木正明）   会議中に思いついたジョーク（皆合かず子） 

   おやじのダジャレ（藤倉由紀子）  ジョークサロンのへたなジョーク（樋口七郎）  

おなら関連の各種作品 

   人前のオナラ（藤野哲康）     美人女優のおなら（野本浩一） 

高貴な方のおなら（柏谷達雄）   静寂式場で遠慮がちの屁砲（石原義三） 

焼香中の放屁（酒井典子）     読経中の坊さんのおなら（海郷達人） 

手術関連の各種作品 

開腹手術後の落語（志賀明） 盲腸の手術後（野末紳二） 痔の手術の直後（岡部千代松） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

次回（第202回）の題   「信じてはいけない噂とは」 

送付先：〒203-0023  東京都東久留米市南沢2-7-6   柴本和夫宛 

PCメール  kazuo.shibamoto@gmail.com 

携帯メール shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp 

11月10日まで 郵便・ハガキ又はメールでお願いします。  

秀逸笑・金笑・銀笑・銅笑には図書カードを進呈します。 

 

神奈川・中川克己  （前回）初めて、ものは付けに投稿し、佳作にして頂いた中川です。 

（336 号で）重複した作品はどこにあるのかな、と探しました。あ！なるほどね。・・・・・私は昨日聞い

た冗談で今日笑う様なドンな奴なので、笑い男は務まらないかもしれません。取りあえず手ぶらで参加させて

頂きボチボチと勉強致します。 

変集鳥：336号の変集ミスに関するメール交換で読者・中川さんが参加してくれるかも知れません。嬉しいですね。 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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香野好勇（こうの好太）    好太川柳   フォト川柳 「航海の無事を感謝し帆を休め」  

ケイタイが固定電話をオシャカにし     

トランプも金もゲームの道具です 
ガンガンのエアコン患者又増やす     

赤トンボ目で追い八十路立ちくらみ 

検査漬け病院通い元気です 

  キンキンのビールやっこで先ず一杯 
 

東京・樋口七郎            飛んできて我とあそべよ伝笑鳩 

四人の人に好きなパンをききました。 

「私はアンパン 僕はジャムパン あたいはクリームパン  オレはタンパン」 

 

京都・大石脩    ◆洗濯機の給水ホースの水道の蛇口との継手がイカレテしまって・・・ 

水が漏れるのです。3本のねじで固定するのが難で、継手の4.5センチ上下動可の位置とその角度ならびに、

ねじ3本の締め工合をどうするかが難しくて、その上に、中腰でせなあかんので、まさしく一苦労の連続で、

とうとう音をあげてしまいました。・・・・・・水道屋さんが来て何とねじの必要なしで、給水ホース先端

をカチャッと蛇口に繋いで了。あっけない幕切れ。・・・・・・・あ～しんどかったという～事情でした。 

「彼の川を録画するのはいつがよいのか？」「勿論、六月。おどロクがよい」 

 

菅谷信雄      ひらめきジョーク 一発！ 
A「日本は地震大国なので、地盤が強固な土地に住むと良い」 
B「日本で一番地盤が強固な土地を知っているかい？」 
A「地名から地盤が強固かどうか分かるよ」 
B「なんて言ったって、地盤が一番強固な土地は、安倍首相の選挙区でしょう（^ω^）」 

 

東京・稲葉浅治   川柳 「料理」    回らない寿司屋で勘定目が回る 

      料理する音で聞かせる妻心    水足して減らして出来ぬ母の味 

チャーハンを作る夫に熱下がる  昔から日本料理は目で食べる 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  甘辛都々逸ほのぼのランド〈 101 〉 

〈極落語・極楽耳（じ）なら楽しいぜ〉 

◇地獄耳など バサッと切って 良いこと づくめの極楽耳 

◇極落語もよし 伝笑鳩にゃ 笑ってナンボの 隠居唄 

◇永六輔さん 「色即是空」 ドーナツの穴の ようなもの      

◇３６億（年） プラスの歳と 思えば貴重で あると彼 

◇あの六輔氏の 話のネタは 旅と読書と 聞き上手 

◇「伝笑鳩」 この頃落語家 噺家などに 読まれているって 良い噂 

◇“噂”なあんて 伝笑鳩が 勝手気ままに 全国区 

〈寄席は夜・庶民・楽しみの場だった〉 

◇江戸の噺家・三笑（亭）可楽 元は山椒の ピリ辛子 

◇寄席の興業 江戸では初め 呼ばれて出前の 座敷芸 

◇歌舞伎に行けない 庶民に寄席は 誰も芝居が 好きな衆 

◇職人・商人 昼間は稼ぎ 夜は寄席へと 集う人 
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平井幸雄    ああ言えば、こう言う（スマホ・ガラケー比較論）～ LINE 風「ア・ホ」会話 

 アップルが 2007 年に iPhone を発売してから 10 年の月日が経って、iPhone ８ エイト、iPhoneX 

テン と進化してきた。私は、あえてスマホでなくガラケー携帯電話を使っている。「スマートフォ

ン」 は略して「スマホ」というが、なぜ「スマフォ」と書かないのか。歩きながら扱うから「スマ

歩 ホ」 かな？ 歩 あるきスマホをする奴は「ア・ホ」？ スマホとガラケーとどちらが良いか？議

論が分かれる。スマホの優れた機能（アプリ）があり、 普及率も７０％以上になり、若者はほとん

どがスマホだ。ガラケーは古臭い、ダサいイメージが 強い。後期高齢者の私は、電話とメールが主

なので、安価なガラケーを選択した。ネットライフ は家でパソコンを使えばよい

と割り切っている。電車の中でチマチマとスマホを操る姿は異様だ。 スマホは情

報化時代の寵児だが、情報は「 情 なさけ 」に「報 むく 」いると書くが、ゲー

ムに興じる人を見 ると「 情 なさけ 」ない。スマホでもガラケーでもない「ガラ

ホ」という選択もあるらしいが。 スマホによる SNS（ソーシャルネットワーキン

グサービス） LINE、Twitter、Instagram、 Facebook が普及している。 

そんなスマホを使わない私だが、紙上に LINE 風に「ア・ホ」会話 を並べて見ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

高畑傳（二流亭転失気奴） ジョークサンロンよ、世界に羽ばたけ、イグノーベル賞を目指せ！ 

 

この賞のユーモアと笑いにあふれる授賞式は毎年 10 月に、ハーバード大学のサンダーズ・シアターで行わ

れる。受賞者の出席費用はすべて自費で、スピーチでは必ず聴衆を笑わせなければならない。（ジョークサロ

ン得意中の得意）しかも、スピーチが長くなるとミス・スウィーティー・プーと呼ばれる進行役の少女が 

「やめて、飽き飽きするわ!」などと叫んで邪魔しようとする。 

 

日本人の受賞者は今まで 14 組（日本が一番多い）。例えばバンダイの「たまごっち」開発者が経済学賞受

賞、タカラトミーの「バウリンガル」開発者が平和賞を、「カラオケ」の発明者が同じく平和賞を受賞してい

る。スイスのベルン大の研究者たちが「中身が一杯のビール瓶もしくは空のビール瓶のどちらが頭をたたきつ

ぶすのに適しているかという研究」で平和賞、米国のエレナ・ボドナー氏その他が「緊急時にはガスマスクと

して使えるブラジャー」の開発で公衆衛生賞を受賞している。ソーダと気が付いた。ジョークを讃える歌など

作詞編曲した、ジョークサロン愛溢れる転失気奴（高畑でん）は、上記イグノーベル賞をジョークサロンも頂

こうと考えた。 

快鳥・変集鳥・金鳥等は、 「冗談じゃない！」と言う。「そうジョークだよ！」と平気な顔して必ず入賞す

る計画をこの一年間で制作しようと一人で本気になっています。困った奴だ！へい！へい！ シャンシャン！ 
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕）   同音異義川柳 ４ ＆ ５ 

 
大鳥羽裕太郎   幸 裕 (=交友) 録   まこさま会見風サロン入会インタビュー 

 1.ジョークサロンへの入会について 

(幸) ジョークサロンに入会しないかと変集鳥から言われた時、どう思た？ 

(裕)誠に嬉しく思いました。私の心は決まっていたので その場でお受けしました。 

2 ジョークサロンの笑品作りについて 

(幸) ジョークサロンの笑品作りをどう思てるねん？ 

(裕) 笑品作りは非常に責任の重いことと思い、真摯に受け止めております。 

怪鳥や変集鳥はそれらのことを感じさせない配慮を私にしてくださり、今日 

までとても自然な気持ちで過ごすことができました。 

3. ジョークサロンの会で大切にしていることについて 

(幸) ジョークサロンの会で大切にしていることは何や？ 

(裕) 大切にしていることは笑品作りのペースを崩さないことです。好きな言葉は「伝笑鳩」。 

今は目の前の自分の笑品作りと皆さんの笑品の研究にしっかりと取り組むことが重要と 

考えております。 

 

若狹芳生      ■三字重ね(三つ巴)の創作漢字 （ 続 ） 

① 鳥が三字なら、「サントリー」。（「３羽」、「♪サンバ」、「産婆」、「三婆」とも） 

② 水の三字は、往年の音響の名門「サンスイ」です。トリオとパイオニアでビッグ３でした。 

③ 人が三字で、「文殊の知恵」です。三人寄れば・・・。 

④ 耳が三字で、「地獄耳」または「耳年増」と詠ませます。 

⑤ 目が三字で、「ちゅうもく」されます。 

⑥ 足が三字なら、「さんぞく」(山賊)になります。 

⑦ 口の三字はれっきとした当用漢字でして、商品でして笑品にはならないのであしからず・・・。 

    鳥       水    人    耳    目   足    口 

   鳥鳥   水水   人人   耳耳   目目  足足   口口 

◎ いきがいだから 
携帯は 生き甲斐だから 楽しいの 
携帯は 域外だから   悲しいの 

◎ みなとでたらば 
元カノと 皆と出たらば 巡り合い 
元カノと 港でタラバ 蟹を食う  

◎ おとしてないか 
路地裏で 落としてないか お財布を 
路地裏で 音してないか カタカタと 

◎ きんえんちかい 
あいつとは 禁煙誓い なぜ破る   
あいつとは 近縁近い  親戚だ 

◎ しんぱいきのう 
高齢で 心肺機能 弱くなる 
高齢で 心配、昨日 母倒れ 

◎ みなとむてきの 
思い出は 港無敵の 奴のこと 
思い出は 皆と霧笛の 響き聞く 

 

 

◎ みなおしている 
あの人が 見直している 計画だ 
あの人が 皆押している 候補者だ 

◎ どきょうだけでは 
この局面 度胸だけでは 乗り切れぬ 
この葬儀 読経だけでは 寂しいね 

◎ はなしたくない 
あの人と 話したくない 恋バナは 
あの人は 離したくない 金蔓だ 

◎ みなとくないと 
この話   皆得ないと 判るだろ  
あの橋で 港区内と  変わるはず 

◎ むいてほしいと 
そのリンゴ 剥いてほしいと 目で語る 
気持ちだけ 向いてほしいと 目で語る 

◎ すきでもないと 
あの男 好きでもないと 彼女泣く 
あの男 隙でも無いと  まず勝てぬ 
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阿部博     思いつくままに     寝だめだめだね （初めての回文） 

 

01 アナグラム    国難突破選挙→こくなんとっぱせんきょ→こんきょくなんぱせっと→今曲難破セット  

02 三択問題。正しいのはどれ？ 

① 冒頭解散 ② 暴投解散 ③ 冒瀆解散    ボーっとしている国民はわからない。 

03 大義なき解散、大義なき新党、難儀する国民。      ひょっとして国技？  

04 娘盛りをトセイにかけて～ 

人寄せパンダ、シャンシャンシャン しがらみリセット新党どこへ行く  いやなトセイだな 

05 よれよれのしどろもどろの秋の暮 

06 「噺」と「咄」――落語はドキュメント 山本益博の立川談志論 

「噺」―いま、はじめて思いついたようにしゃべる 

「咄」―口から出まかせ 

  07 三宅裕司夫人伝説       ・あそこが立っているのが、うちの主人です 

・あ、運転手さん。次の信号を右に曲げて！ 

・ホテルのフロントで「お宅はベッドインは何時なの？」「お客様のお好きな時間でよろしいかと……」 

08 かっこいい敗者の弁  「人生も、将棋も、勝負はつねに、負けた地点からはじまる」（加藤一二三） 

                         「悔しさは収穫でしかない」（羽生結弦） 

 
柴本 和夫       言葉の研究   身の回りの話題 

① ハゲの罵倒言葉に慣れた、夏ボケの皆さんに忠告です 

次に想定される罵倒言葉に注意・・・・・「このボケ！」 

② 日本を訪れる他国の人は最近タコをよく食べる 

     ・隣の客＝柿の場合 ⇒ 隣の客は、よく柿食う客だ       

・他国の客＝タコの場合 ⇒ 他国の客は、よくタコ食う客だ  

③ ○豆島とは    ・小豆島（しょうどしま）・・・・瀬戸内海の島 

・中豆島（ちゅうどしま）・・・・会社のお局さん    

・大豆島（おおどしま）・・・・・小池新党の希望の島（党） 

④ 日野皓正の行きすぎた指導報道   

・日野皓正は、ちょっと、「トントン」と肩タタキをしたかっただけだった 

          ⇒ トントントントン 日野の2トン （CM放映中） 

⑤ プチ    ・文科省に生息する「かわうそ」とは ⇒ まえかわ・うそ 

ものは付け ・金木犀が臭い理由とは ⇒ 猿のわ臭せえ・君も臭せえ 

・桐生選手が病気患者を元気づけたとは ⇒「重病の壁」を破ってくれた！ 

・武井咲の大切なものとは ⇒ 昔・・黒皮の手帖 今・・・母子手帳 

 

上の空組・印南博之   大娯解   ♫ 良い日逆立ち サーカスの舞台裏で 

 

♪ 山の人気者それはモンチッチ 

♪ スズメバチは金持ちだ軒下、天井に巣をかける 信用金庫のうらにも 

♪ 羽生の宿でミルク飲む それは哺乳でしょうね 

♪ あの町この街外人だらけ がいじんだらけ今着いた  旅客機からも降りてきた 降りてきた 

♪ おお牧場はみどり 臭いのは牛のふん 

♪ 哺乳の宿は我が宿よ もうしばらく待ってね 

♪ 上を向いて歩こう  天井からミサイルの破片が落ちてきたらどうしましよ 

♪ アリラン ありゃらん あらりよ キムチも喰わずにミサイル飛ばす 
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吉永こ百合（尾垣聡子）  はめ字「てんたかく」 ～  ♥こ百合のひとりごと♥ 

 

   

 

 

 

 

 

♥９月始め、女神の響宴 ”魅惑のデュオ・コンサート”に。フルートとヴァイオリンの音色に酔いしれま 

した。余韻にひたり、音楽を語り合いながら友人と一ツ橋界隈から、水道橋の方へ歩きました。 

少しずつ、秋です。 

 ♥さて、駅に......電車到着。私たち二人は、先ほどまでの上品さは忘れ、二ツだけ空いている席へ突進 

（同い年、老骨）無事、着席。 

♥しみじみ思いました。何事も、必死に？ 生きるのみ。賛美歌312番を歌いながら、帰宅しました。 

すてきな一日でした。 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.314 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

仕事シナイ閣 あっさり辞めて もり・かけ隠しの 逃げ解散  
アベノミクスは 何処まで行った 道の半ばで 徘徊中  
改革・革命・総活躍と はったりフレーズ アベ語録  
対話無くして 圧力だけで 拉致の問題 見捨てる気  
不倫・暴言 嘘吐き・詐欺師 人間失格 した議員  
待っていました 解散祭り 選挙特需の 便乗屋  
お手を拝借 シャンシャン拍子 香香（シャンシャン）決まった パンダの名  
パンダ命名 ついでに党も パンダ顔して 希望の党  
威嚇合戦 子供のけんか ロケットマン対 ツイッターマン  
相続放棄の 空き地や空き家 お化け屋敷が 増える町  
火事の現場に 電車を停めて もらい火騒ぎの 小田急線  
やっと世界の スタートライン 出した桐生の ９秒台  
四敗同士の 豪栄道と 決戦優勝 日馬富士  
高校球児の 本塁打王 プロ入り 清宮幸太郎  

 

曽田英夫              狂歌NEW門  
● うきうきとして 自然に笑う 

退勤時 やったぞ仕事 完璧に うきうきとして 自然に笑う 

居酒屋で 美人女将に 酌をされ うきうきとして 自然に笑う 

その酒が 旨いしみいる 心にも うきうきとして 自然に笑う   

  ラジオから 我が川柳が 2番目に うきうきとして 自然に笑う 

● 力を抜いて 気持ちを楽に  

おつり見て 少ないカッと なる前に 力を抜いて 気持ちを楽に 

酔っ払い 山手線を ふた回り 力を抜いて 気持ちを楽に    

運転中 白バイうしろ ぴったりと 力を抜いて 気持ちを楽に 

● 世間はいったいどないなってまんねん   

「や」ばかりの 星取表の この場所は 上位二人で 決着がつき 

唐突に モリカケ逃れ 解散へ 小池が迫り 野党も迫る 

清宮が プロへ行くぞと 宣言し 全球団が 指名するかも 
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海郷達人  ショートジョーク  女に誘われて  （Laugh Factory com.から） 

男がバーで飲んでいて、きれいな若い女に気づいた。「やー、そこのー、あんた名前なんていう

んだい？」その女はニヤッとして、「あーら、あたしはステーシーよ。あんたは？」と聞いた。「俺

は、ジム。」と応えると、「ジム、今夜アタシんちに来たくない？」と言う。「もちろんだ。行こ

う！」と、ジムは応えた。ステーシーの家でのこと。ジムは、ステーシーの机の上の男の写真に気

づいて、「これ、君の兄さんかい？」と尋ねた。ステーシーはクスッと笑って、「違うわ、ジム。」

と言った。「旦那さんかい？」ステーシーは、またクスッと笑って、「違うわよ、バカねー。」と

言った。「じゃー、ボーイフレンドに違いない。」ステーシーは、ジムの耳を噛み噛みしながら、

またクスッと笑った。女は、「違うわよーん、バカねー。」と言った。「じゃー一体、誰なんだよ。」

ステーシーは、応えた。「それってアタシよ。手術前の・・・。」 

 
門口泰宣        阿呆リズム＆パロディ 
 かたえくぼ入選 （朝日新聞 2017/8/26）   

優勝】打埼玉が実った------花咲徳栄高校（横浜・常夏男） 

２）柏崎 異論沸騰 再稼働 

３）All for 王 清宮選手    

４）非常時の中の解散    ブランク・ナガイ 

５）辞書にはないがアベホーベン解散  

６）国政に 池池どんどん 希望の党 
７）引き技で墓穴  防衛道 
８）JASRAC あれば苦あり 音楽教室  
９）♪どこかに文春の カメラが待ち受けて  

入るホテルの  危なかしさ  
山尾は民進の 希望の星だ 

くじけちゃならない人生が あの日 
そこから 崩れちゃった♪（ああ上野駅）    

10）ホッペターをなぐって指導   トランペッター  
 

佐藤俊一       どこの・ど・どいつ返歌球 

■民進党・山尾志桜里氏。不倫報道で幹事長どころか離党処分に…。 

 山を（尾）おりても 平ちじゃいられぬ しおりしおれて 離島（党）ゆき 

■民進党のていたらくに勝機を見て安倍氏が解散選挙へ。 

大義なし あたま画策 私利かくさずの 解散選挙に ５００億 （え、６００億だってか!?） 

■秋のお彼岸に、親父の墓参りに行ってきた。その朝のこと――。 

鏡のなかに 亡父（おやじ）を見つけ 苦笑いする 秋ひがん 

■秋のお彼岸に因んだ、「どどいつ」といえば、こちら。 

【女房にゃいえない ほとけができて 秋の彼岸の まわり道】 

（そして、自作の返歌球）       ↓        ↓ 

 女房にゃ言えない ほとけができて 秋のひがん（悲願）は お手合わせ 

■こんな「どどいつ」がありました。 

【惚れちゃいるけど 言い出しにくい 先の手出しを 待つばかり】 

（返歌球） ↓             ↓ 

  先に言いなよ 惚れてもあげる 早く手を出せ おアシ出せ （やっぱり、カネかい） 

■秋の渡りの季節もそろそろ。ということで、この秋の私の目標は――。 

  飛ぶ鳥を 落とすことなど できないけれど 小ぶとりの肉 落とそかな 
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野本浩一 お写落日記  【神保町奥野細道かき分けて 初めて出会う遊子と昇也】 

 ９月７日夕刻は永年ゲームでお世話になっている神田神保町・

奥野かるた店で開催された「第１５回神保町かるた亭」で落語二題

を鑑笑する。事前に電話を入れておけば 800 円だったのだが、当

日飛び込みで1000円。読売新聞・長井好弘さんの前口上も聞ける

上、若手二つ目の少し長めの演目を堪能する楽しい夕べとなった。 

まずは三遊亭遊子の「井戸の茶碗」。たっぷりちゃわんと聞かせ

て頂きました。春風亭昇也は笑点大喜利の新司会者となった春風

亭昇太の生きのいい、粋な弟子。毎回かるた亭のトリでかたる。今回は「青

菜」。あー、いー、おーおーこれはこれは、よし、つね、だった。久し振り

にお会いしました長井さんにご挨拶できて、若手二人に紹介して頂いた口上

は、「このオジサン、奥野さんにも関係あるゲームで出会ったひと。ダジャ

レいわなきゃ、いいオジサンなんだよねぇ」でごじゃった。 

楽しみは若手気鋭のかるた亭 かたるかたるに暫し酔うとき    

３０年見知った奥野かるた店 かるたはかたる落語はごらく 

  

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 悶絶傑作選－８ 

（選者 兼 コメンテイタ― ：森 昤二   編集 ：鈴木 登）  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋通男    投稿成果 選集        奈菜子の世界   

USO放送（読売新聞）8.14   打順めぐりケンカ  ソフトにすべきだった   ―  受刑者2人 

USO放送（読売新聞）9.14   北への制裁     大した事では・・・   ― 恐妻家 

USO放送（読売新聞）9.18   十八番       どうにも止まらない   ―  民進党 

ふんすい塔（毎日新聞）9.21   衆院解散へ     「アベノミス」だ      ―  国民 

笑ケース（東京新聞）  9.8  日航機出火     「翼を下さい」は歌わず   ―  機内乗客 

よみうり時事川柳（読売新聞） 8.16    秀    速さよりきずなで繋ぐお家芸  

ビジネス川柳 （夕刊フジ）  9.13         残業を無理にしている恐妻家 

脳トレ川柳 （毎日新聞）   9.17         席譲り年を聞いたら年下だ 
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ジョークサロンＰＲ川柳・都々逸・独楽吟選 

 ◆笑われて喜び溢るサロンかな   

◆酒はワリカンお燗も旨い  ダジャレ交換いつまでも 

◆楽しみは神田四水サロンの日  仲間集まりシャレ語るとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カンパ（会場代、印刷代対応）お願いします。鳩が喜び、♥（はーと）が感謝です。 

切手（郵送対応分）・カンパ受領等一覧（敬称略）   2017年9月15日～10月16日 

切手：武井美雄 、加藤勝彦 

カンパ：森昤二、浜田頓坊、田中茂美、石井志津夫 

 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。 

★2017年9月27日例会参加者   １６名参加  志士十六のサロンかな 

尾垣聡子、高木正明、平井幸雄、野本浩一、大鳥羽裕太郎、曽田英夫、高畑傳、海郷達人、門口泰宣、

森昤二、佐藤忠恕、高橋通男、柴本和夫、印南博之、阿部博、佐藤俊一 

＊このところは２０名参加が遠のいていますが、笑いパワーはまだまだ溢れています。 

 

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 ） 

11月22日（水） 千代田スポーツセンター７階 第２集会室 

12月20日（水） 千代田スポーツセンター   の予定です 

2018年1月6日（土）新年会＠神田多町リヴィエール、1月24日（水）・・・・ 

＊11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.337 発行 2017.10.25             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・ 
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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 
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