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伝笑鳩
＊＊＊＊戌年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊
2 月例会では平昌五輪に関連したジョークでサロン快鳥
が度々登場でした。皆さんに愛されるとはいいですね。
＊日本女子カーリング選手とかけて
ジョークサロン首脳と解く
その心は ソダね （門口泰宣）

今月の一笑
森先生の
『駄洒落節だよ
人生は！』
天才笑刻家
抱腹絶倒
悶絶傑作
東京・森昤二

＊ジョークサロンの 会長さんも どうだ笑顔で 曽田ねー （阿部博）
＊「そだねー」と 言われる度に 目が閉まり 眠たくなって 知らぬ間に寝る （曽田英夫）
さあ、花見も楽しみましょう。「さまざまの事おもひ出す桜かな」（松尾芭蕉）
今月の伝笑鳩もいつもと同様笑いネタ満開です。 「さまざまの笑い溢れる伝笑鳩」（変集鳥）

香川・彌永孝一

冬のオリンピックの頃になると伝笑鳩へ切手を送らねばと想い出します。

今年は大変遅くなって申しわけありません。今年もどうぞよろしくお願いします。

東京・嶋田紀之

そろそろ（or もう）切手がきれている頃と思います。

とりあえず３年分を送らせて頂きます。いつも楽しく読ませて頂いております。

岐阜・古川昭子 切手･･･今年分同封致します。一応今年で一旦お休みさせて下さい。
新潟永林寺住職・佐藤憲雄

何時も楽しく拝しています。“伝笑鳩”三月号心待ちしていました。

篤く御礼申し上げます。 感謝！

神奈川・前田誠

人生で一番大切なときは今なのだ

郵送代が遅れきって相済みません。息咳切って切手シート２年分を送ります。

切って貼って使って下さい。切手遅れの経緯は兎も角、伝笑鳩の快鳥ぶりにこそ敬意を表すべきでしょう。
各誌面そ～かと膝を打つ上矩が土筆の如く顔を出しており、笑いすぎないようにしております!！

東京・高栄子

蒲田駅すぐそばの日本工科大学卒業制作展に出席。

3D の世界やメディアの参加作、大田区との連携とかを参観。NHK が迫力画面のスーパーハ
イビジョン上映。着物の刺繍もはっきり見えるのに驚きました。･･･大田区の外国人に対しての
多言語防災（通訳）ボランティアの講習･･･私も英語・英語会話習いながらおもてなしマインド
でやってますよ。

東京・瀧口庸行

最近、後輩が続けて旅立ちまして心が沈んでいます

先輩を亡くすことより やはり気落ちするものです 伝笑鳩益々の発展を祈念します 合掌

陽耕 拝

＊No.339 で照会しました氏名不詳の方、ご連絡下さい。リニアモーターカーに乗りたいと書いて切手を送った方です。
＊No.341 京都・久保三郎さんは久保三德さんの間違いでした。訂正させて頂きます。

春一番 吹き暖かい 春となる 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 206 回ものは付け
「やめてほしいものとは」
秀逸笑

期限切れを俺に食わせ様子見る家族

埼玉

北沢 正嗣

【評】毒見かもしれないが、ちょっと臭いを嗅げば問題ない

金笑
銀笑
銅笑

さして効果のない高額な育毛剤、美容器具
体力 脳力の減退
高台から布団をたたく

小笑

着信履歴の盗み見
働き方改革と云う働かせ方酷使法
肛門科に美人（イケメン）看護師
某権力者への忖度
芸能人や政治家の不倫報道
４回転半ジャンプ（脚がもたないよ～）

静岡 野末 紳二
神奈川 藤倉 由紀子
神奈川 山中 静代
東京
埼玉
埼玉
熊本
東京
神奈川

阿部博
高木正明
酒井典子
松野信夫
柏谷達雄
中川克己

質が低下した議員・官僚
国会質問が下手で売名を目的（浜田頓坊・石原義三）無能な大臣（稲葉浅治）
突然認知症や記憶喪失になる政治家や官僚（野末紳二・阿部博）
森友問題関連（こ百合・阿部博・樋口七郎）
政治家の姿・言動
トランプの存在（大鳥羽祐太郎・稲葉浅治・志賀明）政治家の嘘の答弁（高橋満子）
当選時及び国会解散時の「ばんざ～い」（湊志朗・松山カオリ）
世相関連
○○ハラスメント（藤倉由紀子・藤野哲康・高木正明）外づらの良さ（北沢正嗣）
つくり笑顔（こ百合）心にもないお世辞（岡部千代松）かかあ天下（志賀明）
週刊誌のあおり見出し（酒井典子）どや顔での自慢話（加畑高治）お心遣い（浜田頓坊）
次回（第 207 回）の題

「そだねといってしまう時とは」
（出題：カーリング女子）
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
4 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。

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

＊変集の都合で伝笑鳩次号では 208 回、209 回のお題を案内する予定です。受付期限は 208 回は
5 月 10 日ですが、209 回は 5 月 20 日頃を予定しています。ご承知おき下さい。
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東京・菅谷信雄 （^ω^）
埼玉・越生梅林・・・梅見でジョーク
こちらにはペット連れが多数来ています。ペット連れは飼主同士が直ぐに仲良くなるのですね。
こういうのを「犬縁の仲」と言います（^ω^）
又、外国人も多数来ていました。
外国人と英会話を楽しんでいる女の子をここではバイリンギャルと言います（^ω^）
東京・稲葉浅治

川柳「転」

四回転怪我を乗り越え金メダル

雪道に品良く転ぶ藤間流
転ぶなと言ってる親が先にこけ

転ぶなと背負った孫に念押され
煩悩に負けて人生よく転ぶ

鎌倉極楽寺・浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド
〈カズオ・イシグロ いろいろ読んで〉
◇人は誰でも 孤独な旅人 それでいいんだ 喜楽節
◇良くも悪くも 人生一人 好きに生きるが 自分流
◇人の生き様 艱難辛苦 みんないずれも 過去の事
◇女性口説ける 齢ではないが ドヌーブさんらに する拍手
◇ダイナマイトが ノーベル賞を 生んだ契機に なったとか
◇核はいったい 賞など生むか 地球滅ぼす 賞御免
◇政治経済 文化のセット 三点揃って こそ力

〈時の流れの中で 今を楽しむ楽天家〉
◇過去も未来も 時間が支配 今は楽しみ 繋ぐ時
◇今の自分を 認めてやって 未来・期待も 自然体
◇有るがまんまの 自分を認め 楽しみながらの 生きる快
◇楽しみは ほっと緩める 心の縛り そんな一首に 出合う時
◇なあるほど 神話持たない 部族は無いと 確り答える 専門家
◇あの源氏 多神教邦 だったがために 生まれ育った 物語
◇神に決められ 一神教じゃ ロマンなんぞは 書けんわな

京都・大石脩

ダジャ連発！！！

「なぁ、睾丸癌ってあるかな？」
「大丈夫！あなたは対象外よ」
「なんで？ ホンマかいな？」
「それって、紅顔の美少年ぐらいよ」
「ハハハハ・・・嘘つけ～～そんなウソは
裸足で逃げてくぜ～」
藤井六段の挑戦者
「どうした『王将』何故にそんなにビビる？」
「富士サンには負けそうです」

「見てみィ、あの角のとこはやばいぜ！」
「本当だ！ 曲がるとこには魔ガールが居るぜ！」
「きっと、怖ガールも居そうだ」

「温室効果ガスって、問題になって久しいけ
ど？」
「そうよね」
「そんなの簡単よ。世界中の温室を無くしてし
まえばさぁ」

「恋人たちにとっては、国際宇宙ステーションと、しめやかに降る雨の中に居る時とは同
じです。何故？」
「？？？」
「宇宙＝雨中＝うチュウ！」
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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
（焼津の異能 天才笑刻家
岩崎 祐司） 抱腹絶倒 悶絶傑作選－１０
（選者 兼 コメンテイタ― ：森 昤二
編集 ：鈴木 登）

香野好勇（こうの好太）
好太川柳

フォト川柳

荷物持つあなた無理よで又もめる
八十路越え最終章はケセラセラ
俺は内我が家の鬼嫁いつも外
どか雪が少し休めと通せんぼ
人生の余韻かローン付いて来る
問い詰めて襟のマークに妻の乱
ついて来い言ってた俺が今や後
忍ぶ恋マナーモードが明かしてる
夜の海のたりヨットが夢ごこち
若狹芳生

■食に関わる創作漢字「１０食のメニュー」

■食偏に定で、定食
■食偏に肉で、肉食
■食偏に肉離れ（旁の肉の２字の人を離すで、草食系男子）
■食偏に菜で、ベジタリアン
■食偏に走で、食い逃げ
■食の３字重ねで、朝昼晩の三食
■食偏に卓で、食卓を１字に集約
以下３点は食偏でないメニューです。
□氷に菓子の菓で、アイスクリーム
□皿の上に串刺しした△○□を乗せれば、おでん
□魚の２字を向き合わせると、干ものの開き
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阿呆リズム＆パロディ
１）人事有働であさイチ降板
２）ハキハキと答えていると佐川喚問拒否
３）緩和及第と黒田日銀総裁続投
４）米朝一夕には実現しそうにない対話路線
５）データらめなデータ比較の裁量労働法案
６）シミジミと 日米協定 不平等
７）倉庫かしこに重要書類保管の官庁
８）金メダルの羽生、金星配給の羽生
９）♪さいた さいた チュウリップの花が
オランダ オランダ 金銀銅が
どの競技見ても 手ごわいな♪
10）奈那なんと女子で金メダル二個
門口泰宣

中川克己
□ Junk-Senryu ■
□栃ノ心 やった！グルジア ジョージアか
■どう呼ぶの？ 本家のジョージア これからは
□何のため 仮想通貨は あるのかね？
■大儲け 仮想現実 なんじゃない？
□羽生名人 はにゅうと呼ばれ 苦笑い
■AI や 若手も台頭 大変だ
□頼まぬに DM 次々 送られる
■まだ早い！ やすらぎの郷 捜すのは
□この寒さ 冷や水するのは 止めとくが
■頑張るぞ！ ゾロ目の前期 高齢者
野本浩一
お写落日記 【金メダル誰にもゆづる気はないと 堪えた羽生に涙とまらず】
平昌五輪で達成された羽生結弦の涙の連覇は涙
なくしては見ることが出来なかった。
16 日（金）のショートプログラムの出だし、4 回
転を見事にこなした瞬間を見て何故か分からない
が涙が出た。その後は祈るようにテレビ画面に釘付
けとなった。
17 日（土）のフリー演技も祈りながら見た。羽生
の友人ハビちゃんと宇野昌磨の演技が終り、金メダ
ルが決まった時もまた涙が流れる。縁戚関係も交友
関係もなにもかにもないけれど、涙が出てとまらないのは何故なのだろう。ショートとフリーの演
技を最初から最後まで見たのは今回が初めてだったが痺れてしまった。テレビしびれて。涙だ皆。
人気は金に。18 日（日）スポーツ新聞 6 紙を買う。東京中日スポーツだけが 130 円。他は 140 円。
コンビニでこんな大きな買物をしたのは久し振りだ。18 日はテレビと新聞で羽生漬けの一日だった。
氷上で表情ゆるむ羽生見て 羽生の宿は氷上と知る
金文字で一面飾るスポーツ紙 買い占めひたる今宵千金
金銀銅取れば嬉しや朝昼晩 テレビ新聞ネット三昧
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大鳥羽裕太郎

＜幸 裕 (=交友) 録＞

頓珍漢な会話

＜ペダルが皆アクセルの車＞

(裕) 平昌(ピョンチャン)でペダルが皆アクセルの車を見たで。
(幸) 何やそれ。昔は自動車学校で「右から A,B,C の順や。」と習ったもんや。
アクセル、ブレーキ、クラッチやとな。
(裕) 今どき自家用車でクラッチのある車なんてないで。
(幸) 確かに。そいでもアクセルとブレーキはあるやろ。
(裕) ブレーキもありまへん。
(幸) ブレーキもないって？そんならエンジンブレーキだけで止まるんか？
(裕) 違いま。アクセルペダルばかり３つあって、ペダルを踏むとクルクル回るんや。
(幸) その車何て言うねん？
(裕) 「トリプルアクセル」
＜京浜急行電鉄、2 月 25 日(日) に創立１２０周年！＞

(幸) わてらの地元を走る京浜急行電鉄が 2 月 25 日(日)に創立 120 周年を迎えてんて？
(裕) そうや。1898 年 2 月 25 日、川崎大師の参詣用に関東初の電気鉄道として開業した
大師電気鐵道(株)(=今の京急大師線)が発祥やで。
(幸) 他でも京急は＜120＞に縁があるなぁ。
(裕) はいな。京浜間の本線等で快特・特急は 120Km/H で走るし、
京急の看板「新 1000 形」のうち、最新編成は 2017 年製の
＜120＞1～<120>8 の 8 両やで。
(幸) 他にも京急に乗るとええことあんのとちゃうか？
(裕) そうや。＜1＞番好きな人と＜2＞人で乗ると結果は＜0=Good＞と言われてま。
(幸) 京急の話になると止まらんな。ほんま、好きなこと言うて、お前は二重人格か？
(裕) 二重(20)人格が 6 両編成の＜120＞人格ですわ。‼？

曽田英夫

狂歌 NEW 門

● 今日は何だか 充実してる
この狂歌 爆笑起こる 迷作に 今日は何だか 充実してる
珍しく 仕事片付き ５時となる 今日は何だか 充実している
一駅分 歩いてタイ焼き ほおばって 今日はなんだか 充実している
● 笑って済まそう その様なこと
コンビニで 金渡したが まだ足りぬ 笑って済まそう その様なこと
飲み会で 隣の美女の 手を握る 笑って済まそう その様なこと
電車揺れ もたれ避けられ 倒れ込む 笑って済まそう その様なこと
写真撮る ピンぼけの顔 妻怒る 笑って済まそう その様なこと
● 世間は一体どないなってまんねん
金銀銅 １３取った 頑張った 男は５つ あとは女性が
藤井五段 羽生に勝って 六段へ 五段の時は １６日と
選抜で 我が母校の名 新聞に 何故かはやばや 寄付金依頼
(京都府立乙訓高校 小生１期生 「おとくに」と読む。)
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吉永こ百合（尾垣聡子）

はめ字 「梅の花」

♥こ百合のひとりごと♥

―領収書の珍宛名―
「『上』でいいです」 ⇒ 「ウェディ様」
増田さんが「増える田の増田」と伝えたら、「フエル
タム増田」と書かれたそう。
小沢さんが、「小さい沢で小沢です」と名前をいった
ら、何故か「チェイサー」に。
きわめつけは、カインズからきた荷物の領収書の宛名
は「無記名で結構です」様に。
言われた通りにしたのかな？

信用亭 駒公（佐藤忠恕）

○ 同音異義川柳 no.8

◎ たたかいすぎて

◎ こうしんちたい

女房と 戦い過ぎて 白旗を
女房と 多々、買いすぎて 金足らず
◎ すいせんといれ

契約の 更新遅滞 仕事来ぬ
わが村は 後進地帯 人が来ぬ
◎ ろうばいみせて

山茶花と 水洗トイレ なぜか合う
山茶花と 水仙と入れ 飾る春
◎ さけとなみだと

わが父は 蝋梅見せて 満足げ
わが父は 狼狽見せて 逃げ支度
◎ ぞうににていて

別れでは 酒と涙と 溜息と
浜辺では 鮭と波だと 叫び声
阿部博

妻は今 雑煮煮ていて 惚れ直す
妻は今 象に似ていて 良く食べる

池上梅園で【DODOITSU】★ 【SENRYU】☆

★ 愛を信じた 私が馬鹿ね 義理と忖託 チョコふたつ
★ 義理がすたれば この世は闇だ ゴディバもらえる 人はなし
★ 浮いた同志と 言われるはずよ 万景峰号 美女を乗せ
(→ 浮いた同士と 言われるはずよ 涼み舟から できた仲)
★ 戒厳零下 突風ジャンプ ピョンとチャンと 跳べたかな
★ やってみたいよ 裁量仕事 おいら仕事の 材料さ
☆
☆
☆
☆

肝だめし 日馬白鵬 前に酒
国会の もぐもぐタイム 煙だらけ
盤揺れる 羽生が勝って 羽生が負け
栄養士 済まなさそうに 先ず野菜
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高木正明

コミックどどいつ瓦版 No.319 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

五輪競技や 将棋の勝負 若いエースが 踊る記事
捏造資料が 次々暴露 これが最良？ 裁量制
薬害・年金・裁量制も どれもズサンな 厚労省
嘘が巧みで 忖度上手 適材適所の 国税庁
廃棄したから 出す物無いと 言った矢先に 出た書類
確定申告 「書類が足りぬ」 言われりゃ廃棄と 言ってみる
カブの暴落 急いで八百屋 何だやっぱり 野菜高
銀座通学 子はアルマーニ 親はユニクロ 特売品
仮想通貨の 騒ぎを聞いて 仮装通過と 勘違い
ビットコインで 億万長者 片や昼めし ワンコイン
乱射事件で トランプぼやく 教師も拳銃 持てばいい
し だ ら
東京マラソン 3 万有余 日本記録に 1 億円（設楽悠太 26）
ほほ笑み外交 五輪で融和 そうはいかない 拉致や核
金だ銀だと
騒いでいるが 取れりゃ銅でも いいメダル
はにう
羽生選手の名前は結弦（ゆづる） 賭けた勝負は ゆづれない
高木一家に ゴールドラッシュ メダル稼いだ 菜那と美帆
柴本 和夫

言葉の研究

１.雑駄洒落 ●スポーツ選手は、張本の喝（かつ）を恐れてはいけない！
美空ひばりの言葉・・・・喝（勝つ）と思うな、思えば負けよ
●近所に新しくお店が出来た。 そこで「お店を見せてください」と頼んだ。
その断りの言葉は・・・・・・・お見せ（お店）できません
●仕分作業が一段落した。 そこで「もう仕分作業は無いのか」と聞いた。
その謝罪の言葉は・・・申し訳（もう仕分け）ありまん。
２．冬期オリンピック特集
①羽生選手関連
・羽生は両刀使い？ （大谷の場合は二刀流と言われるが・・・）
銀盤上 ⇒【はにゅう】と呼ばれる
棋盤上⇒【はぶ】と呼ばれる
・金メダル獲得の【はにゅう】が英語でコメント・・・・アイ 【はぶ】 金メダル！
・羽生の名前は、結弦（ゆずる）と読む ⇒ でも！金メダルは【ゆずる】でなかった。
②パシュ－トでの韓国選手の「おいてけぼり」事件発生
・二人が先にゴールしてしまう出来事・・・・・いったい、「コリャ-なんだ！」と唖然
・先にゴールした選手のコメント内容・・・・・・これが、「コリア（韓国）なんだ！」と納得
・なぜ TO-ｇｅｔｈｅｒ（一緒）でないのかと非難の嵐・・・・土下座（DO-gether）して謝罪
③女子カーリングの聖地（北見）
・聖地は北見のどんなところにありますか？・・・常呂（ところ）というところです
・カーリングで笑顔に・・・笑顔の聖地北見（氷上だけに表情が良くなる）
・ルンバの前を掃除する姿にひと言・・・事前にちゃんと掃除しておけばいいのに
④高木美帆が、三色メダルセットを獲得
・金＝うれしいメダル、銀＝悔しいメダル 銅＝ホッとするメダル
・金銀銅の三色そろったので、次に狙うのは、パールです（金銀＋パール）
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平井幸雄

平成の百人一首（ヒライ流）その②

百人一首にはいくつかの謎や暗号があるといわれています。100 首の歌と歌をつなぐ合せ言葉 を
絵におきかえると、美しい景色が浮きあがり「歌織物」となるとか、歌に使われる言い回しに 注目
し、関係のある歌をつなげて「クロスワードパズル」「魔法陣」が作られるとか・・・？

印南博之
大誤解 上の空組
・ぴょんちゃん五輪てウサギさんの運動会のことなの・・
・ネコヤナギってネコがお昼寝する木のことでしょう
・ウグイスはお寺が好きなのね 法法華経って鳴くもんねえ
・雪はコンコン 電車も来ん来ん 今朝も電車はストップね
・エートラック用の釣り床はいりませんか
お安くしておきますよ
・うっそう氏神様でハングル文字のお札をいただいたって
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★2018 年 2 月 28 日例会参加者 １０名参加

中川克己、高木正明、曽田英夫、野本浩一、森昤二、大鳥羽裕太郎、平井幸雄、佐藤忠恕、
柴本和夫、門口泰宣
＊例会の始まり。
挨拶から始まり
伝笑鳩の封筒詰め。
共同作業です。

＊第 205 回ものは付け
秀逸笑の高木さんへ
選者（しばっち）から
賞品図書カード贈呈。
＊二次会はいつもの
「はなの舞い」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 ）
4 月 25 日（水）
千代田スポーツセンター
７階第２集会室
5 月 23 日（水）
千代田スポーツセンター
予定
6 月 27 日（水）、7 月 25 日（水）千代田スポーツセンター（℡03-3256-8444） 予定
切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2018 年 2 月 20 日～3 月 19 日

切手：瀧口庸行、前田誠、古川昭子、彌永孝一、嶋田紀之
カンパ：大石脩、曽田英夫、森昤二、伏見利明、浜田頓坊、彌永孝一
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.342 発行 2018.3.28
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・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。
- 10 -

