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伝笑鳩

今月の一笑
「年末は寅さんと・・・」
寅さんの蓄えどこにあったのか
きっと誰彼カネ借りまくり
蓄えがなくてもなんとかなるだろう
みんなないんだ心配するな
蓄えがなくてもなんとかなるだろう
なけりゃ誰かが助けてくれる
東京・野本浩一

＊＊＊＊酉年の最後飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊
今年もあと僅か･･･年内は 12 月 20 日（水）例会のみです。
2018 年 1 月 6 日（土）12：00～15：00 に新年会を
開催します。会場は JR 神田駅西口徒歩 1 分「はなの舞」。
会費は 4000 円程度の予定です。都内及び近県の皆様の参加
をお待ちいたしております。奮ってご参加下さい。
「風邪をひいたようです」と連絡メールをした所御見舞メールが幾つか届きました。有難うございます。

香野好勇

あの人もこの人おごり気が付かず 好太

風邪の工合はいかが･･･向寒の折 ご自愛下さい。 些少ですがカンパを同封します。

東京・三浦邦夫
いつも笑わせて頂きありがとうございます。
「わろてんか」も始まり、ますます「笑」が大切となってきましたね。
来年も是非送って頂きたく、82 円切手×15 をお送り申し上げます。
82 円切手×5 は、微少ながらカンパさせて頂きます。よろしくお願い申し上げます。
埼玉・奏志朗
「伝笑鳩」毎月楽しみに読ませて頂いております。
来年度分の購読料の切手お送り致します（82 円×15 枚）
。残り分（82 円×15 枚）はカンパ････。
皆様、どうかお元気で読者を笑わせ続けて下さい。
東京・高栄子 都のボランティアとして・・・アシスタントやってきました。
今回はじめてゆるキャラ、たまにゃんら～の中に入り、あの大きなふくれた体でステップ
踏んで・・・汗ダクダクで体重一キログラムは減りました。
愛知・加藤勝彦
トップアスリートは練習量もすごいですネ。
ダジャレも才能がないという前に、人の作を見習い真似てどんどん使って暗記する位になること
が大切かも…。そうしているうちに自然面白く楽しくなりそうですネ。
東京・小松崎文夫
伝笑鳩 337 号拝受・・・いつも楽しみに拝読しております。
切手送ります。よろしくおねがいします。＊右の歌が送られてきました。「洗馬 長興寺
寺庭のゆふべ。木の葉のおちつゞき、つゞきつゝ色はみえずなりたり」釈超空「春のことぶれ」

神奈川・橋本康平 初めて月例会にご一緒でき、本当にありがとうございました。
いただきました「伝笑鳩」楽しんで読んでいます。皆さんの作品を読むたびに、ついつ
い笑ってしまうネタがたっぷりでツボにはまりそうです。これからも時間と都合が合う限
り、ぜひご一緒に笑いたいです。まだ若い身でありますが、よろしくお願いします。
新潟永林寺・佐藤憲雄 伝笑鳩 337 号嬉しく拝受 御厚礼申し上げます。
向寒の候となりました 御尊身切にお大事に 合掌
埼玉・武中真弓 伝笑鳩 337 号に私の感想が･･･、恥ずかしいやら、少し嬉しいやら。
皆様の輝く舞台をソデから応援しているような心持になりました。
秋深く 枯葉舞い散る 風寒い おおいに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】
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しば選 第 202 回ものは付け
「信じてはいけない噂とは」
秀逸笑
元をたどれば自分が発信した噂

神奈川 中川 克己

【評】自分のフェイクニュースに尾ひれがついてしまった

金笑
銀笑
銅笑
小笑

「あの世で飲んだ酒は旨かった」という話
このハゲに効く特効薬・・チガウダロ～！
貧乏神の御託宣

自称○○占い師の予言
ジョークサロン共謀罪で解散命令
妻に不倫の噂
部長が美少年とホテルへ
七十五日以内の噂・・これ以後は本物！
「モリ カケ」とは、蕎麦のことです
北と米の密談話・・核の試し撃ちしようや

神奈川 田中茂美
埼玉 北沢 正嗣
埼玉 高木 正明
東京 藤野 哲康
神奈川 志賀 明
静岡 野末 紳二
東京 高橋 通男
埼玉 酒井典子
神奈川 藤倉 由紀子
東京 大石 脩

儲け話関連の各種作品
「秘密よ」と言われた儲け話（吉永こ百合）
尾ひれの付いた儲け話（海郷達人）
内緒の高利回り儲け話（野本浩一）
M 資金、億万長者まがいの儲け話（浜田頓坊）
必ず儲かるという噂（高木正明）
昇進各種作品
次期株主総会で四段跳び社長の噂（石原義三）
部長に昇進（樋口七郎）
人事異動の季節に湧いてでる自分の昇格の噂（野末紳二）
内緒関連の各種作品
「ここだけの話」の物語（野本浩一）
「誰にも言わないでね」と言われた噂（吉永こ百合）
根も葉もない噂 （皆合かず子）
カゼの噂＝ガサネタが多い！（酒井典子）
次回（第 203 号）の題

「どうにも止まらないもの」 （出題：山本リンダ）

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
12 月 5 日まで 郵便・ハガキ又はメールでお願いします。
*次号発行は 12 月 20 日です。変集の都合で早まります。
一度に３作品まで送付して頂いて構いませんので、沢山応募して下さい。
送付先：〒203-0023

秀逸笑・金笑・銀笑・銅笑には図書カードを進呈します。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

東京・樋口七郎

☆ デンデン伝笑鳩こっちの水は甘いぞ ☆

・真紀（マキ）さんが原さんと結婚して、ハラマキ（腹巻）となる。
・大場さんに女の子が生まれて亀（カメ）と名付ける。オオバカメ（大馬鹿め）
・安部さんに女の子が生まれて麻里矢（マリヤ）と名付けてアベマリーヤと呼ばれる。
（名前シリーズありますねぇ。伊達マキ、小田マリ、水田マリ、安藤ナツ、サトウとシオ・・・）
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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〈 102 〉

〈脱皮成長する 海老・カニの理論〉
◇海老やカニなど 脱皮を重ね 成長続ける あの論理
◇法律は 生まれた時から 日にち古く 時代に合わなく なる着物
◇難しいかな 確かに少し しかし大事な 良い思想
◇体に合わなく なったらスーツ さっと取り替え する気分
◇党主兼任 都知事は閑か 虚仮にされてる 都民衆
◇党が国より 一段上に あると中国 社会主義
◇選挙戦 社会心理や 群集心理 なめたらいかんよ 良い薬
◇日本国民 民度の高さ アホな政治家 “NO”の票
〈元気印の瀬戸内寂聴さんに倣って〉
◇寂聴は 家出・出家が 出世へ続く 元気印で 九十五
◇過去は追うまい 未来も不問 宵の一杯 吟銘酒
◇親が戯れ 貰った命 楽しい想い出 吟行歌
◇ぐっと惹きつけ 印象的な 殺し文句が 光る人

東京・稲葉浅治

川柳 「運動」

マラソンの最終ランナー大拍手

くやしさを袋に詰める甲子園
運動で鍛えた体ガンに負け

補欠出の監督が来て優勝旗
接待のゴルフうま過ぎ客しらけ

京都・大石脩

◆ダジャ連発
「君んちお父さん二人居るね」
「アンポンタン、ありえない」
「居るよ。何処に居るか知りたい？」
「居るわけないわよ」
「つまりさ、君んチチ二つ有るじゃん」

「ギョウザの『王将』さん、何方さんが
よくいらっしゃいますか？」
「ハイ、勿論、藤井聡太四段様ですよ」
「ふ～ん、富士山素敵日本一ねぇ」

パンダ考
珍しいのは 珍パンダ
軟派は無いかな 軟パンダ
初めから無いない ノーパンダ
食べて美味しい あんパンダ
こんなのアンデ アンデパンダン（展）

長野・松原伸伍
昔
昔
昔
昔
昔
昔
昔
昔

夫婦今昔

夫が妻をこきつかう
妻が夫のあとに従った
妻の膝枕で夫に耳掃除
妻が料理し
夫が妻に小遣いを渡し
家の悪い出来事は妻のせいにし
妻が夫の腰をもみ
夫が酔ってくだをまき

今
今
今
今
今
今
今
今

妻が夫をこきつかう
夫が妻のあとについていく
夫の膝枕で妻の耳掃除
夫が料理する
妻が夫に小遣いを渡す
夫のせいにする
夫が妻の腰をもむ
妻が酔ってくだをまく
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野本浩一 お写落日記 【マドンナにあえなく振られ去るあにを 送るいもうと優しかりけり】
映画「男はつらいよ」は 1966 年第 1 作が公開され、最後第 48 作
は 1995 年公開。1998 年に特別編が公開された。
学生時代に渋谷や新宿で三本立で最初から見始めて延々と最後の
最後まで見続けた。全 50 巻の DVD ｼﾘｰｽﾞも購入して改めて全作を楽
しんだ。
今年九月初めて聖地である葛飾・柴又に行き、ようやく寅さん・さ
くら兄妹の銅像も眺めた。
寅さん映画を観て感じたことはいくつもあった。
① おいちゃん・おばちゃんの居間のテレビは、ほとんどスイッチは入
ってなかったなぁ。
② 寅さんは年金を払ってなかっただろうなぁ。
老後の生活ﾌﾟﾗﾝは何かあったのだろうか。
③ 寅さんは貯金してないよなぁ。
通帳を持ってる雰囲気無かったなぁ。
④ 寅さんは借金踏み倒して生きてきたんだろなぁ。
どう見てもそんなに稼いでないからなぁ。
新聞もテレビ・ラジオが無くっても
生きていけるさ寅さんみたく
【楽しみは葛飾柴又草だんご ほおばりながらダジャレあうとき】
寅さんシリーズのトリビア：
① 寅さんが撮影されなかった県 ３つ
高知県、富山県、埼玉県
② 第 49 作のマドンナは田中裕子が予定されていたらしい。由美かおるはパスだ。
③ 最後となる予定の第 50 作は黒柳徹子。寅さんは幼稚園の子供達とかくれんぼしている最
中に息を引き取る・・・予定だったらしい。
楽しみはお盆正月寅さんと とらや一家の笑顔みるとき
楽しみは寅さんシリーズ DVD 全作品にはまり見るとき
信用亭 駒公（佐藤 忠恕）

同音異義川柳 ６

◎ おもいですぎた

① 恋人は 思い出、過ぎた 昔なの
② 恋人は 重い、出すぎた お腹ゆえ

◎ おいかけている
⑦ あのバンド 追いかけている ファンがいる
⑧ あのバンド 老いかけている ヒット出ず

◎ はなしておいた

◎ おくにはさいた

③ 子供には 話してオイタ 止めさせる
④ 子供には 放して置いた 方策も

⑨ この先に 奥庭、咲いた 花がある
⑩ この先に 置くには裂いた 布も要る

◎ たいふうふくが

◎ はげましている

⑤ あの娘なら タイ風服が よく似合う
⑥ あの娘なら 台風吹くが 出勤だ

⑪ 田舎には 励ましている 母がいる
⑫ 田舎には 禿増している 父もいる
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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
（焼津の畏才 天才笑刻家
岩崎 祐司） 抱腹絶倒 悶絶傑作選－９
（選者 兼 コメンテイタ― ：森 昤二
編集 ：鈴木 登）

上の空組・印南博之

大娯解

・ 馬肥えてぶたも肥えてる養豚場

・
・
・
・
・
・
・
・
・

赤トンボ？わしの子供の頃は初歩練習機のことじゃった
まつたけのプレゼントはまだかネエ
待つだけ無駄よ
サル酒飲むかい？
量の多いゴリラ酒にしてくれ
今年は豊年だーよ
双子でも生まれたのかい？
いやあ
それが五つ子だったんだ
くだものは何種類あるの
リンゴ、ナシ、柿に葡萄と二種類しかないです。
エそんな？？？
パンツの上から廻しを締めるなんて
ハア おんなの外人さんですから
渡り鳥が南から飛んで来たぞう
北からやってきた群れとぶつかって争いになったぞう
神輿を注文したら 3 台も届いちゃったんだって？
ハイ三越へ注文したもので
ちんちん血捕りの泣く良さは、そこからはいけません‼
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曽田英夫

狂歌 NEW 門

● 飲めよ歌えよ 今宵は楽し
金曜日 一週間が 終わったぞ
居酒屋で 美女の友と ばったりと
この酒と 肴が旨い 盛り上がり
同窓会 遠慮気兼ねは なにもない

飲めよ歌えよ
飲めよ歌えよ
飲めよ歌えよ
飲めよ歌えよ

● 勘ぐりすぎだ その様なこと
あの女性 私と不倫 してるでしょ
ふと触れた 女性が僕を にらんでる
上向いて 階段上がる 止めましょう
真夜中に 歩いていれば 警官が

今宵は楽し
今宵は楽し
今宵は楽し
今宵は楽し

勘ぐりすぎだ
勘ぐりすぎだ
勘ぐりすぎだ
勘ぐりすぎだ

その様なこと
その様なこと
その様なこと
その様なこと

● じっくり聞けば 面白いはず
大阪人 話が好きで オチがつく
じっくり聞けば 面白いはず
落語には どんな話も 良さがある
じっくり聞けば 面白いはず
テレビより ラジオばかりを つけている じっくり聞けば 面白いはず
平井幸雄

和風月名

日本には四季があり、人
は暦を見てその日のお日
柄のことを知り、農業や
漁業などの生活設計 を
していた。吉凶を占い行
動基準にもしていた。し
かし、ここ最近の気候は
異常である。秋なの に真
夏日があったり、冬のよ
うな寒さもあったりで、
暦どおりの季節感がな
い。日本人は自然や 四季
の移ろいを敏感に感じる
民族だから、旧暦のおけ
る各月の日本風の名称に
は風情がある。そろそろ
来年の手帳やカレンダー
が売りだされてきた。日
本古来の月の呼び名とそ
の由来を眺めて、 古き良
き時代の季節感を感じて
みたい。
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柴本 和夫

言葉の研究

1. 能登旅行（１７日～21 日）の話題
①金沢城を見る時は、正面側だけとすべき。
⇒ 「前田家」の城だけに、立派なのは「前だけ」である
②金沢のお迎えには、「おもてなし」の精神がなかった
⇒ 前田家のお迎えは、「おもてだけ（＝まえだけ）」である
③北朝鮮に近いためか、金沢の町は異様な空気に包まれていた
⇒ 町全体に、「金箔ムード」が漂っていた
④花火の掛け声は、「玉屋」とか「鍵屋」ではなかった
⇒ 和倉温泉では、「加賀屋」！
⑤輪島の街には、NHK ドラマの「まれ」の標識が溢れていた。
⇒ よく見たら、それは「とまれ」の交通標識であった
⑥能登の鮮魚市場で見つけた、解散総選挙の公示ポシター
⇒ 海産・総鮮魚です！

2．雑話題
・話題は小池

・パリ亡命した小池女王・・・・・岸恵子：希望の替え歌にて
希望（の党）という名の♪あなたを訪ねて、遠い国（＝パリ）へと
また汽車に乗る♪ パリから帰ったら♪、あなたの名前は♪
希望・横暴♪ ⇒ 失望・絶望♪ あなたの姿は♪ 話題の「泥棒」♪
・なぞなぞ：百貨店やコンビニで売られず選挙投票でも得られないものは？
それは・・・・「希望」という名のみんなの探し物よ
・小池の○○なし 東京都の知事として
⇒ オリンピックには、「おもてなし」です
希望の党の党首として
⇒ 選挙結果には、「希望なし」です
船橋のフナッシー
⇒ 小池のキボウナッシー
なぜ若狭勝は悩むのか
⇒ 若さゆえ悩み♪
（ジャガーズ
「君に会いたい」
）

ジョークサロンでは、「希望」に溢れ、「おもてなし」のジョークが楽しめる
おおいに笑おう～ジョークサロンで
吉永こ百合（尾垣聡子）

はめ字「かぐやひめ」 ♥こ百合のひとりごと♥

♥ 知人に「着物病」の人がいます。そのため、最近 私もかかりそうに。
その病は、かかり始めが、最も熱が高く、その後も 長患いになるそう。
病状は、金欠病を併発。買った後の落ち込み感、他。
完治は、なかなか難しいとのこと。良く効く薬は、みつからず。
なるべくかかりたくないので、私、オロナイン軟膏を頭に塗って、
ヒエピタ貼ってみます。。。。。はてさて？
♥

｢排除」

ババヌキ？

希望の党
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高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.315 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

不意の解散 国難煽り あせる野党と 乱党選
勝ちを決め込む 自公のおごり もり・かけ疑惑は ほっかむり
みんな受け入れ さらさら無くて 排除しますじゃ 希望なし
首の無い党 どっちへ向くか 希望持てるか 捻る首
野党の乱れや 嵐で死票 これで大勝 笑う安倍
都政・国政 二股掛けて 不信でリセット かも小池
大企業から 不正が暴露 メイド・イン・ジャボ～ンと 落ちる音
ＮＨＫでも 過労死出して 他社の過労死 目をつぶる
銃がガンだと 気付いていても 止まぬ銃禍の ＵＳＡ
スペイン内部で 独立騒ぎ バスク地方や カタルーニャ
領土争い 東京湾で もめる大田区（14％）江東区（86％）
カズオ・イシグロ 受賞が決まり ため息漏らした ハルキスト
あおり運転 前後や左右 迫る凶悪 ドライバー
シャンシャン

わたし 香 香 タバコは嫌い だから禁煙 動物園
秋の味覚が 高値で鼻に サンマ・松茸 匂いだけ
村田諒太が ミドル（級）で王者 7 ラウンドで ＴＫＯ（勝利）
暗いマックス 悪天候で 甲子園では 泥試合（阪神×ＤｅＮＡ）
若狹芳生

■濁点「゛」を付けた創作漢字

①
口の右肩に゛(濁点)を付けると グチ(愚痴)の漢字に。
②
噛の右肩に゛(濁点)を付けると ガムに。
③
虫偏に釜の右肩に゛(濁点)を付けると ガマ(筑波の蝦蟇)に。
④
話の右肩に読点「、」を付けると てんで話にならないですね。
⑤
こんな漢字を作ってるようでは、人偏に無で人でなしでしょうか？
＊人が３人で文殊の知恵とは大違い。
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１） かたえくぼ入選（2017.10.21）
『台風 21 号』 危険水域通りませんように
―― 選挙管理委員会
（横浜・常夏男）
２）化けの皮がハゲれた
豊田候補
３）一山尾越えて当選
４）♪民進で生きてくなんて できないと
泣いてすがれば
希望が希望が招く
リベラル 無所属 反旗ばかり 雨模様
夢もぬれます ああ 前原しょげる♪（大阪しぐれ）
５）♪ハアおごり踊るなら ちょいと 東京選挙区
バツバツバツ 緑の小池の 排除の末の
まんなかで サテ野党なれせず バツバツバツ
希望吹っ飛び バツバツバツ♪（東京音頭）
６）♪めでた めでたの 立憲民主様よ
チョイチョイ
枝野 栄えて 党勢伸びる
ハア ヤッショ マカシトケ♪
（花笠音頭）
７）♪ラミチャンタラ ブッチギリで
ベイのベイのベイ
継投と 猛打で 下剋上♪
（東京節 パイノパイノパイ）
香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳 「夫婦鳥夕陽に又ねと巣に急ぐ」

・雁首を並べ謝るエライ人
・マイペース守り出世に乗り遅れ
・残る日日味わい増して夢舞台
・しかめ面酒一杯で恵比須顔
・トランプも金さんどや顔よく似てる
・小さい池はまり民・自が大騒ぎ
・フルカラー夢のコピーが今セピア
・ちゃっかり屋コピペ卒業コネ入社
・泣くがいい涙涸れ果て晴れるまで
・駆け込んだバスで息切れ八十路越
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★2017 年 10 月 25 日例会参加者 １４名参加 ＊太字は初参加
阿部浩、東省三、中川克己、高木正明、平井幸雄、門口泰宣、尾垣聡子、野本浩一、森昤二、柴本和夫、佐
藤忠恕、曽田英夫、橋本康平、高村仁幸
＊阿部浩さんは久し振りの顔見せです。今回は挨拶だけとなりましたが元気そうで何よりです。
＊初参加が二人ありました。ふとしたご縁を有り難く思うばかりです。中川克己さんは既に伝笑鳩の読者
です。橋本康平さんは新しく読者になって頂きました。二人共変集鳥の知人からの紹介です。
＊東さんは新年会以来、高村さんは 3 月例会と花見以来の参加です。ありがとうございます。

上中 左から
東・橋本・こ百合・高村
上右 左から
高木・佐藤・中川・森

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 ）
12 月 20 日（水）
千代田スポーツセンター ７階第２集会室
2018 年 1 月 6 日（土）12：00～ 新年会＠神田駅西口「はなの舞」に変わりました。
2018 年 1 月 24 日（水） 千代田スポーツセンター
の予定です・・・・
＊12 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（郵送対応分）・カンパ受領等一覧（敬称略）
2017 年 10 月 17 日～11 月 12 日
切手：中川克己、指田忠雄、奏志朗、小松崎文夫、三浦邦夫

カンパ：香野好勇、曽田英夫、森昤二、佐々木裕子、大石脩、奏志朗、浜田頓坊、三浦邦夫
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。
伝笑鳩 No.338 発行 2017.11.22
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・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
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。
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