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今月の一笑

伝笑鳩

コミックどどいつ瓦版～明けて戌年
戌年生まれの 犬型ロボが
家庭なごます ワンダフル
犬のイの字は イロハのイの字
歳の計画 イの一番
大河ドラマは 西郷（せご）どん人気
犬はいつから 出るのやら
埼玉・高木正明

＊＊＊＊戌年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊

平昌五輪で羽生結弦が２連覇！！大興奮。
彼が口にしたジョークを想い出しました。
アナ「羽生さんの表情がとても素敵です」
羽生「ボクは『氷上の男』ですから」・・・
ユーモア溢れてイイネです。
では今月も皆さんからの評定よろしく、

神奈川・前嶋昭夫

表情がゆるむ伝笑鳩をお楽しみ下さい。

切手送付２ヶ月近く遅れてしまい申し訳ありません。切手 4 枚はおわびの印です。

本年もよろしくお願いします。

福岡・瀬川裕志

田舎に居ると車をよく使い、僕はカーラジオを愛聴してます。

数年前送付してもらったジョーク集のメンバーで曽田英夫さんの作品が面白かったのでご尊名が記憶に残
っていました。毎週土曜日に NHK で投稿番組「ボヤキ川柳」が放送されており、12 月に曽田さんの作品が入
選してオンエアされたようです。全国放送につき極めて良い作品でないと読まれないようで、オンエアされた
時の喜びはひとしおだったと思います。

東京・高栄子

四度目の旅行チケットに当選、中華街・・・ホテルニューグランドに宿泊

二日間食べ遊びまくります。若い内は悲嘆・哀愁・地獄の波にこれでもかとやられたこともあるんですよ。
とにかく今は愉しく遊びまくる日々。

東京・小松崎文夫

“侘助の葉がくれに侘ぶ五六輪” 中谷孝雄

切手代遅れて御迷惑になったかも･･･。よろしくおねがいします。

千葉・幸崎雅弥

先日はジョークサロンに参加させていただき、ありがとうございました。

楽しい方々と、笑いを共有でき有意義な時間でした。

福島・松山カオリ

新年会の写真に皆様の楽しそうなお顔が写っていてなつかしく拝見いたしました。

メンバーの皆様のお元気な様子が何ともうらやましく感じました。毎号毎に高度なジョークが揃っていて皆
様の活躍がうらやましく思っております。今年もよろしくお願い申し上げます。

神奈川・山口栄子
エサ代が払えませんでハトサンにはご心配、ご迷惑をおかけしました。ペコリ
京都・久保三徳
遅くなりましたが、切手同封します。今年もどうぞよろしく。
新潟・永林寺・佐藤憲雄
御報愛を感謝・・・ご来遊を心待ち申し上げて・・・コーラス（合掌）
神奈川・浜田頓坊
毎回五部頂いております。よろしくお願いします。
出席できなくて済みません。天皇さんと同じく昨年秋に八十四才になりました。ゴルフも春・秋、それも時々。
練習には行っておりますが、散歩より少し良いかと思っております。東京には、成人病研究所に二ヶ月に一回
行く程度ですし、遠く感じるようになりました。皆さんによろしくお伝え下さい。敬具

節分も 立春も過ぎ 春が来る ジョークサロンで おおいに笑おう 【快鳥 曽田英夫】
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しば選 第 205 回ものは付け
「知りたくないものとは」
神社の御神体 （知ればガッカリ・・）

埼玉 高木 正明

【評】ひょっとしたら御神体は仏様かも？・・・知らぬが仏！
金笑
銀笑
銅笑

昨夜空けたお銚子の本数
大物政治家の裏の顔
人様の噂話

神奈川 志賀 明
東京 藤野 哲康
神奈川 浜田 頓坊

小笑
次のものは付けの問題
東京 樋口七郎
マドンナの酒乱姿
東京 高橋道男
ゴルフのＯＢボールの行方
埼玉 石原義三
あちらの世での指定席
埼玉 酒井典子
死んだあとの相続争い
東京 稲葉浅治
貧乏神や疫病神が宿る神社
静岡 野末紳二
大学時代の「優」の数
東京 柏谷達雄
女房の姿
妻の最新の体重（松野信夫）
女房の腹の虫（阿部博） 女房の初恋（粕谷達雄）
元彼・元彼女への各種未練
別れた人の行末（藤倉由紀子）
振られた彼女の玉の輿（稲葉浅治）
振った彼女と振られた彼女の今（野末紳二） 元彼の居所（北沢正嗣）
寿命・健康関連
自分の寿命（松野信夫・野本浩一・浜田頓坊） 我が人生の結末（野末紳二）
死ぬ日までの運命（山中静代）
死後の世界（岡部千代松・樋口七郎）
人間ドックの結果（中川克己）血液検査の結果（高橋満子）診断書の病名（藤倉由紀子）
資産・財産関連
株の暴落・変動（柏谷達雄・高橋満子）
財布の中身（吉永こ百合）
次回（第 206 号）の題 「やめてほしいものとは」 （出題：辺見マリ）
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
3 月 10 日まで 郵便・ハガキ又はメールでお願いします。
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。
秀逸笑・金笑・銀笑・銅笑には図書カードを進呈します。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

埼玉・佐藤重剛 「ジョークサロン伝笑鳩」を拝読いたしたく、ここに 82 円切手 15 枚を添えて
申し込みます。お手数をお掛け致しますが、何分よろしくお願いします。
蛇足）貴方の情報は、埼玉の北沢正嗣氏に教えて頂きました。
← ありがとうございます。
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東京・瀧口庸行

酉から戌へ

鳥が飛び立つ 青空へ
光を浴びて つばさを広げ
明日のしあわせ 追い求め
往く路来る道 走馬灯
落葉も散って 錦路
きれいに清めた 明日の道
明日はしあわせ 来る予感
犬も歩けば 行く道拓く
未来を開く 戌の歳
バトンしっかり受け取って
忠犬未来へ 走り出す。

菅谷信雄
衝撃的笑劇
★ファーストキッチンで窓口の女の子に
「スイカは使える？」と聞いたところ、
女の子：
「スイカは売っていません」
僕
：
「食べるスイカじゃないけど」
女の子：
「ああそうですか」

甘辛都々逸ほのぼのランド〈105〉
〈今年も何か良いこと有りそうなー〉

鎌倉極楽寺・浜田頓坊

◇「浜田軍」 甥の年賀は 元気な男女 う～んなかなか 遣るわいな
◇気くばり 目配り 欠かさぬ方の いつも優しい 年賀状
◇ガンやリュウーマチ 笑いが効くと 専門グループ よい話
◇玉石混淆 思想や理論 時の篩で 残る価値

〈やはり落語や寄席が好き〉
◇落語界 力が無ければ オドシが利かぬ ナニの世界も みな同じ
◇肝が据わった 言葉の重み プロだからこそ 染みる芸
◇「ハラで喋れよ」 師匠の一語 やっと今ごろ 解る言
◇落語とは 形があっても 無いよなものよ 無くて七癖 寄席の味
◇頭で分かるか 心で解る ハラでわかるは 違う味
◇嘘は本気で 本当はさらり 噺す師匠の 芸の粋
◇若者に 「太鼓持ち」とか 「幇間」う～ん 「男芸者」で やっとこさ
◇仲間うち 「芸がガサツだ」 なあんて声で いつの間にやら 寄席の隅

東京・稲葉浅治

川柳「犬」

電柱が無くなり犬の迷子増え

忖度で吠えぬも犬の処世術
ここ掘れと言ってくれない犬を飼う
美人の犬会いたくなって散歩する
猛犬と書かれた頃が懐かしい
京都・大石脩
ダジャ連発
「世界中の人々から注目の的は、一体誰でしょう？」 「ハイ、私･･････鏡です。ミラーれてます」
「全ての女性に望みます。お化粧しましょう。そう心にこそメークしましょうね。彼も OK 笑ねこちゃんよ」
「何故、君ってそんなに重いん？君ってさあ、愛情いっぱいにふくらんでるやん」
「エヘヘ･･･、何故あなたそんなにスリムなん？」
「誰かさんのヒップの下で、日々つましく暮らしてるからさ」
「西芳寺行ったことある？所謂、苔寺ね」
「ううん、全然でもここの庭にも威勢のいい苔ちゃん有るじゃん」
「何処にぃ～？」
「ハッハッハッ･･･。コケコッコ～～てさ」
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香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳

朝もやに抱かれまどろむヨット達

背中押す親の温もり道開く
口滑り大事（おおごと）になり首竦め
松とれて通院連ちゃん初詣
寿命伸び幕間で踊る夢芝居
適当に忘れる力 ロボに勝つ
カラオケで情け切なさ呻き上げ
北・米韓五輪持ち込み話し合い
地震初（ぞ）め 一揺れ足して緊急化
若狹芳生
■意味英語になる創作漢字
●羽を３つ書いて、サンバ。サンバカーニバルのダンサーが付ける羽根。
●電の右隣りに箒を書いて、ルンバ。掃除機を無理やり読ませる。
●人を３つ書いて、トリオ。漫画トリオやてんぷくトリオなど。
●雨冠に棒と書いて、レインボー。
●門の中に球を書いて、ゲートボール。
●門の中に番を書いて、門番や守衛でなくガードマン。
上の空組：印南博之

雪が来た来た ＪＳにも来た来た！（コンとまちがえぬように）

◆ 「園長！ゾウさんたちが夕べから固まって、動かないんです！」
「そうか、ゾウ煮にされるのを怖がっているんだ、慰めて、ごちそうしてあげなさい」
◆ 飛行船は大正５年に初飛行しました、今はもう飛ばないので「飛行せん！」
◆ サギッチョ！ 大サギ・中サギ・小サギ「どのサギに逢ったの？」
◆ 「カガミ開き」用のお餅は四角に切っちゃダメ！鏡は円いのよ。
◆ オムスビコロコロ、合格ムスビあまり丸くて、コロゲ落ちちゃった！
◆ 小正月って運が悪かったね、「故障車がツー（２台）も続けばね！」
◆ 福神様は揃って洋装ね！さすがは「７服人」イヨッ！

阿呆リズム＆パロディ
１）フェークには不平句で応酬 ﾄ大統領
２）エルサレムがユルサレムなら援助会釈しない
３）南北合同アイスオッケーチーム
４）ICAN NOT 面会
安倍総理
５）「四年ぶりの大雪」あなたはもう忘れたかしら
南降雪（1 月 25 日 朝日新聞“かたえくぼ”掲載）
６）UK 無形の原発輸出融資保証を出す日本政府
７）汚い手使ってウカヌー顔の選手
８）ない振袖は振れない新成人
９）酒癖が悪いのは年中行司の式守伊之助
10）事故防止に新陳台車が不可欠
JR 東日本
11）小室なる口上のほとり 引退宣言
12）サリン事件とかけて √５と解く
その心は 富士山麓にオーム無く
門口泰宣
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中川克己
□ Junk-Senryu ■
□百合子さん トランプ占い してみたら？
■どうなるか ファースト仲間の 2 年目が
□ハネムーン スーパームーン フルムーン
■ン十年 大きな顔に なるわけさ
□世のために 大盤振る舞い してみるか
■予算枠 ドーンと広げて ウナギ喰う
□ジジ問題 身につまされる 聞いていて
■逆走や ブレーキアクセル 踏み違え
□パスワード またパスワード パスワード
■なつかしい 住所とハンコで 済んだ頃
大鳥羽裕太郎
＜幸 裕 (=交友) 録＞
頓珍漢な会話
＜大晦日のＮＨＫ紅白歌合戦＞
(幸) 大晦日の紅白歌合戦は、オープニングの出場者の紹介画面が凝ってたな。古い歌手の往年のヒット曲
は知ってるからええねんけど、新しい歌手やグループは、紅白で初めて見る顔ばっかりや。
(裕) 確かに。そやけどそん中でも＜Superfly（スーパーフライ）＞は抜群に良かったわ。
「愛をこめて花束を」を歌いはった。
(幸) どう良かってん？
(裕) はいな。高音域は綺麗やし、リズム感は鋭いし、声に張りがある。
ポジティブで元気の出る曲やった。
(幸) 横浜市が生んだスター＜ゆず＞も出世したな。
(裕) ほんまに。100M 9 秒 98 を出した桐生選手はレース前に＜ゆず＞の「栄光の架橋」を聞いててんて。
(幸) ほんまか。京急の上大岡駅の電車到着案内曲は確か＜ゆず＞の「夏色」やったな。
(裕) 地元の磯子区岡村天神には路上ライブをする＜ゆず＞の二人の大きな絵が飾ってあるで。
そやけど今回の＜幸 裕 (=交友) 録＞、ここまでダジャレもなく、面白くも何ともないやんけ。何か
入れなあきまへんか？
(幸) 別にええんちゃうか。相変らず＜ゆーずー＞のきかんやっちゃ。

野本浩一

お写落日記

【楽しみは澄み渡る空スカイツリー 冠雪の富士眺め観るとき】
1 月 15 日（月）スカイツリー詣で。晴れ女を自称する家内が計画したので
見事な快晴。遠くに富士もブジ見えた。がっつり満足、がっつり満喫。
富士山が見えて嬉しやスカイツリー 高さと高値気にならぬとき
【富士を観て湯島神田でくじ引けば 大吉と吉日本晴れ哉】
午後は湯島天満宮と神田明神巡り。大盤振る舞いはできないが、手持ち
の小銭でささやかな願いをかけるのは、構わないだろう。
「神様お願いです。本日は手持ちがあまりません。ほんの少しだけですが、
なにとぞよろしくお願いします」と祈願した。
「家内安全でありますように」「健康で長生き出来ますように」「家内と
仲むつまじく無事にすごせますように」「故郷の母が元気でいますように」
「子供達にゲームを教える仕事が又来ますように」「無事に旅行出来ますよ
うに」「世界に平和が来ますように」・・・まだまだ願った気がするが、覚
えていない。認知症で無ければいいのだが・・・。
年金をブジに頂き富士を観て 体もブジで嬉しかりけり
学業と商売繁昌願わずに ひたすら願う健康ファースト
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海郷達人
ショートジョーク 人生最悪の日 （laugh factory.com より）
とあるバーに、自分の飲み物をじっと見つめているこの男がいた。30 分間、ずっとそのままだ。
そのときだった。でっかいトラブルメーカーのトラック野郎が男の隣に滑り込み、その男から飲み
物を取り上げてみんな飲み干してしまった。その哀れな男は声を上げて泣き始めた。トラック野郎
が「おいおい、冗談だよ。ここでドリンクを買ってやるよ。お前の泣くわけが分かんねーよ。
」と言
った。
「いや、違うんだ。
」その男は、涙を拭きながら応えた。
「今日は、オレの人生最悪の日だ。ま
ず、朝寝坊しちまって会社に出るのが遅くなっちっまった。怒った上司がオレを首にしたんだ。そ
れで、会社にはおさらばしてオレの車の所まで行ったら、車が盗まれていたんだ。警察を呼んだけ
ど、警察ではどうしようもないって言うんだ。オレは家に帰ろうと、タクシーを止めたんだが、そ
のとき、オレは財布を置いてきたのを思い出したんだ。タクシーは、行っちまったさ。オレがよう
やく家に着いて部屋に入ったらね、ワイフがベッドで庭師とつるんでるのを見ちまったんだよ。オ
レは、家を出て、このバーに来てね、オレの人生をもう終わりにしてしまおうと考えていたんだ。
そしたら、お前が現れて、オレの毒入りジュースを飲んじまったってわけ・・・。
」

狂歌 NEW 門

曽田英夫

● 歳を忘れて 笑って暮らす
ジョークサロン 一月一度 集まって 歳を忘れて 笑って暮らす
年毎に 体にガタが 来ようとも 歳を忘れて 笑って暮らす
酒二合 笑い上戸にゃ たまらない 歳を忘れて 笑って暮らす
寄席へ行き 前座と話し 面白い 歳を忘れて 笑って暮らす
● どうにかなると 心に止めず
通帳に 残金がない 金がいる どうにかなると 心に止めず
朝寝坊 遅刻回避と 走ってる どうにかなると 心に止めず
調子乗り 呑み過ぎ足が ふらついて どうにかなるさ 心に止めず
● 世間は一体どないなってまんねん
大相撲 ごたごたするも 客減らず 根強いファンで ナンとかなって
白鵬は 無給の場所は けがのケア 稀勢より先に 休場決める
吉永こ百合（尾垣聡子）

はめ字

♥こ百合のひとりごと♥

「招福、笑福、来福、幸福」 笑う門には福がきます。
さて、今年の「福」は 来てるかな～（笑）久しぶりに買った、年末ジャンボ宝くじ１０枚
その中に、壱万円と三千円の当たり番号。めでたい。額は少なくても大当たり。
では
ふくわらいゲーム、しようかな？

凜として 水仙意志を 曲げず立ち
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阿部博
◆
◆
◇
◇
◇
◇
◇
◇

都々逸＆川柳 盛り合わせ～ア・ラ・カ・ル・ト

鍋を殺すにゃ 葉物入らぬ 高値三月も 続きゃいい
漢字ドリルの 例文見たら 大統領は うんこ{ 好 }き
犬吠えるスーパームーン近々と
◇ 凜としてもやしカイワレ棚の下
人並みの暮らしにもまた格差あり
◇ 土俵外酔ってキスって突き出され
クラス会いつとはなしに女子会に
◇ ティーバッグ三杯目は振って淹れ
また出たかモリかけスパの麺づくし
◇ ビックリシタナモー大外いっき初勝利
平成のカウントダウン不敬かな
◇ 朝ドラの前半いつも嫁いびり
ピョンチャンの中にあるあるピョンヤンが ◇ 獅子舞に頭噛ませてケガなしや

信用亭 駒公（佐藤忠恕）○ お惚け百人一首（小倉百人一首もじりで諸々を謡う）
（本歌 あひみての のちのこころに くらぶれば 昔は物を 思はざりけり
権中納言敦忠）
酒呑んだ のちの酔いっぷり 比ぶれば 昔、悪酔い せざりけるかも
（本歌 奥山に もみじふみわけ なく鹿の 声聞くときぞ 秋はかなしき 藤原 道信朝臣）
腹減ると 地団太踏んで 泣く子らの 声聞くときぞ 貧はかなしき
（本歌 秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ 天智天皇）
飽きたのね かりそめの恋 戸惑うばかり 私の心は 涙濡れつつ
（本歌 これやこの 行くも帰るも わかれては 知るも知らぬも あふ坂の関 蝉丸）
これやあれ 行ったり来たりと 我妻は 何か知らぬも 福袋買う
（本歌 山里は 冬ぞさびしさ 勝りける 人めも草も かれぬと思へば 源宗干朝臣）
懐は 冬ぞ厳しさ 勝りける 人目もあって 借れぬと思えば
（本歌 山川に 風のかけたる しがらみは ながれもあへぬ もみじなりける 春道列樹）
山を張り 俺が賭けたる 競争馬 流れに乗れず ビリとなりける
（本歌 ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれないに 水くくるとは 在原業平朝臣）
最近の 離婚動機を 聞いたなら 金呉れないに 腹くくる妻
（本歌 あけぬれば くるるものとは 知りながら なほうらめしき 朝ぼらけかな 藤原道信朝臣）
飲み過ぎりゃ 二日酔いとは 知りながら なお嬉しきは 二次・三次会

高木正明

コミックどどいつ瓦版 No.318 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

サロン仲間が 大勢集い 洒落やジョークで 初笑い
インフルエンザの 呪縛に罹り お笑月より 寝正月
闇が晴れない もり・かけ疑惑 犬も食わない そば・うどん
大発会での 戌年相場 干支で占う 犬笑い？
爆売り・爆買い 下火になって 戌年景気の 見えぬ先
米軍事故機の トラブル多発 基地の沖縄 とばっちり
ヘリは落ちるが 物価は上がる 葉物・根菜 高い鍋
袖にする詐欺 新成人を 「はれのひ」業者は 雲隠れ
星野仙一 打倒が闘志 燃える男が 燃え尽きる
日本列島 大雪降らす 襲う南岸低気圧
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佐藤俊一
どこの・ど・どいつ 返歌球
■逃げた「はれのひ」
着れぬ振袖 ない袖振れぬ 切れた成人 「はれのひ」に
■カヌー選手：禁止薬物事件
五輪出たくて 一服盛った!? 笑えませんな クスリとも
■京のわらべ唄：
♪姉三六角蛸錦‥雪駄ちゃらちゃら魚の棚
――これは京都の通りの名を読み込んだわらべ唄。「六角」は、日本のいけばな発祥の地、紫
雲山頂法寺「六角堂」があることから六角通りと呼ばれているわけですが。最近の池坊さんの
夫人の言動はいただけない。
♪姉さん六角 でくのぼうだよ 雪駄ちゃらちゃら 嘘八角（発覚）
――「相撲」は「角力」ともいう。いずれも当て字なんだそうですが。いかつい力自慢の大
男のイメージが喚起される字ですよね。
八角ごり押し たくらみ発覚 姉さん六角 でくのぼう
角力だもの 土俵は八角 丸くおさまる わけがない
■「もとうた」への返歌球
夜くらい しっかりしてよと 言われるけれど そうそう燃えない 粗大ゴミ
そうそう燃えない 粗大ゴミでも 分別忘れて 燃えあがる
今はもう 粗大ゴミでも 分別捨てりゃ 燃える大ゴミ（醍醐味）ありかもよ
お尻に惹かれて 女房にしたが 今じゃお尻に 敷かれてる
お尻に敷かれて いるうちゃいいよ 今じゃお尻に 轢かれてる
一回させろと 言ったは昔 一回きりねと 今言われ
わたし１かい（階） あんたは２かい 夫婦別床 あたりまえ～
とつぜん女房に 三くだり半を 出された私は 三こすり半
女房に出された 三くだり半は 三こすり半への あてこすり
平井幸雄

平成の百人一首（ヒライ流）その①

落語「千早ふる」を稽古している。隠居が百人一首の短歌にいい加減な解釈を加える噺である。 百
人一首を題材としたパロディや珍解釈は江戸中期に盛んに行われた。そこで、百人一首をヒラ イ流
に現代版に替え歌（パロディー・もじり・語呂合わせ）してみた。
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南亭琴内（米岡泰）

南亭琴内氏の携帯電話にまつわる波乱万丈の顛末書

小学生時代：腕力・握力・腹筋が最低で走力なし。青白い顔をして三重苦の学童。
中学生時代：担任教師が体育担当になって地獄。鉄棒の授業で逆上がり✕なら、体操は１と言わ
れ愕然！進学に支障、高校も無理と言われ愕然！毎日鉄棒～学年末には大車輪！
高校生時代：バレー部に入りアタッカーに。クラス代表でサッカーやバスケットの選手に。
大学生時代：文科系志望から工学部電気工学科へ。トンツー電信から、
もしもし電話の世界へ。
「まさか歌好きの米ちゃんがエレキの世界で電話や無線をやるの？」
電電公社へ：
「嘘だろう？米ちゃんて能天気に女の子達と歌をやってたじゃない？
多分、電話交換手にモテてるんじゃないの？イケメンぶって！」
電電研究所：
「携帯電話なんてアマ無線で電電がやるような技術かい？米ちゃん
干されてるな？早く電電なんか辞めて商社に転身しなよ」
電電技術局：携帯電話の本格導入が決まりメーカーの尻を叩き開発を急がせ、郵政や大蔵
トップに無線機をもって説明する立場に。
「みんなアマ無線と思ってバカにしてるから説明をしくじるな！」だと。
電電本社勤：郵政省幹部も本腰を入れ始め、各省の大臣クラスに説明するので、引回され、
携帯電話より自動車電話として説明がややこしかった。
電電研究所：船舶電話や自動車電話や航空機電話など全て携帯電話の範疇に組込み、エリアも
日本全国をカバーし国際通信等との連携も強化した。
柴本 和夫

言葉の研究

１.相手の気持ちを考慮過剰が原因となる病気・・・・・ソンタクロース症候群
①疲労感の変化
長時間勤務の肉体疲労・・・勤続疲労 ⇒ 過剰配慮の心労疲労・・・忖度疲労
②行動基準の変化
自分の損得勘定が行動基準 ⇒ 相手の気持ちの忖度感情が行動基準
２．広辞苑に登録された新語・・・その意味を高齢者に聞いたところ
・スピン・オフ・・・・・オフは、スッピンで過ごす ⇒スッピン・オフ
・ビック・マウス・・・・浦安に生息している奴 ⇒ ミッキイ・マウス
・立ち位置を考える・・・集合写真の撮影時 ⇒ 自分が立つべき位置はここ！
・勝負服を着る・・・・・・練習ではジャージ姿で試合ではユニフォーム姿になる事
・ツイッター・・・・・本音をぽろりと言ってしまう ⇒「つい言った」
こんな高齢者に対して、禁句な言葉
タクシーが到着した時・・・お迎えが参りました
枕元で、春が近いと告げる時・・・・（春は）もうすぐですよ
孫がねだる時・・・・・早くたかいたかい（他界他界）してね
３．犬年の到来！
・昨年トリ逃がしたチャンスをトリ戻す・・・それはワンチャンス
・犬年の酒・・・・・ワン・コインでワン・カップが飲めれば、ワン・ダフル
・今年活躍する芸人・・志村けん・緒方けん・渡辺けん
・西郷隆盛が愛したケンとは・・・・鹿児島県と薩摩犬のツン（メス）
愛知・加藤勝彦

ダジャレ大好き朝日俳壇入選の友が夫婦でやってきました。

本人はオシャレのおの字もないのに奥様はとても美しい。お肌が一段と輝いて「肉桂（ニッキ）食べてるの
ヨ！」と。友が「日記に書いとけ！」私は「葉酸もいゝヨ。葉酸の方がヨウサン（沢山）取れるヨ」
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★2018 年 1 月 24 日例会参加者 １７名参加 太字は例会に初参加の方です。

尾垣聡子、高木正明、佐藤忠恕、野本浩一、門口泰宣、中川克己、幸崎雅弥、大鳥羽裕太郎、
平井幸雄、曽田英夫、海郷達人、佐藤俊一、阿部博、柴本和夫、高村仁幸、米岡泰、橋本康平
＊幸崎雅弥さんは変集鳥と高校時代の同級生です。例会には初参加です。
＊女性の参加が少ない例会になってますが、若い男性陣の参加が続きます。嬉しいですね。

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 ）
3 月 28 日（水）
千代田スポーツセンター
７階第２集会室
4 月 25 日（水）
千代田スポーツセンター
予定
5 月 23 日（水）、6 月 27 日（水）、7 月 25 日（水）千代田スポーツセンター 予定
＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2018 年 1 月 16 日～2 月 19 日

切手：大鳥羽裕太郎、高村仁幸、 小松崎文夫、山口栄子、久保三徳、瀬川裕志、前嶋昭夫
佐藤重剛
カンパ：高木正明、高村仁幸、曽田英夫、大石脩、浜田頓坊、久保三徳、瀬川裕志
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.341 発行 2018.2.28
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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