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今月の一笑

伝笑鳩

こ百合の
ひとりごと

ブツブツ
＊＊＊＊戌年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊
世界最高齢男性に北海道在住の男性が認定されたと、ニュ
千葉・
ース報道がありました。1905 年（明治 38 年）７月の生まれ
吉永こ百合
で、現在 112 歳だそうです。その方は、毎朝７時に起きて新
聞を読み、テレビで相撲中継やオペラを楽しむ。甘い物が好物-------とのこと。
寝たきりではないというのが、凄いですね。
伝笑鳩を読んで笑うことが出来る人は、楽観的な方で長生きが出来るだろうと勝手に思っています。
「長い人生、笑って生きる」・・・出来ればそうありたいものです。もっと楽しみましょう。
さあ、今日も元気に生きましょう。
元気・英気・精気が湧いてきましたら、是非ジョークサロンへもお越し下さい。

新潟・永林寺/佐藤憲雄

御報愛感謝申上げます。伝笑鳩 342 号嬉しく拝し御厚礼申上げます。

時節柄御尊体切にお大事に

合掌

千葉・田中清咊 切手送付遅れ申し訳有りません。お詫びにカンパ少々。
加齢し、華麗には程遠いですが、枯れいな味が出せればと。
東京・中野正能
福島・松山カオリ

切手送付遅くなり大変申訳なく思っています。お許し下さい。
桜前線も福島を通り過ぎようとしております。

夏のような気温の高さに何となく気持が落ち着きません。
二年間上京してないので、かかりつけのお医者さんが心配されて
「東京に出掛けた方が体に良いですよ」と言われました。
メンバーの作品は毎号毎に変化に富んでいて勉強になります。
アイディアに富んだ作品が増えて楽しいですね。私も出さなくては・・・。

東京・高栄子

お彼岸の日に雪が降って大層驚いた後、桜満開～二度の花見

3/31 はジョークサロン前変集鳥・門口泰宣さんの「駄ジャレは文化だ」講演会に京急能見台（地区センター）
迄、遠出をしてきましたよ･･･。門口さんは「私のダジャレリスト」で八十作品を解説、先ず笑わせて、その後
は替え歌二十六作品を歌い慣れてる風に歌ってくれました。
「ダジャレとオヤジギャグのちがい」、「言葉に敏感に、センスをみがく」などと話があり参加の皆さんに
は、「ああ、今回は出席して良かった」と余韻を与えてお開き。
私も午前中の英語をサボって能見台に行って良かったと思います。
考えてみれば門口さんをお見かけして二十年、つかず離れずきてたんですねエ。

暖風に いろいろな花 咲き乱れ ジョーサロンで おおいに笑おう 【快鳥 曽田英夫】
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しば選 第 207 回ものは付け
「そだねと言ってしまう時とは」
秀逸笑

今年の流行語大賞の予想を聞かれた時

千葉

海郷 達人

【評】他作品は同意を想定。この作品は唯一、予想回答の内容そのもの。
金笑
銀笑
銀と同笑

人生、七十、八十花ならツボミだよね
ドレミファの次は？
ドレミファのつぎは？

埼玉 石原 義三
東京 藤野 哲康
千葉 吉永 こ百合

小笑

秀逸笑の選者のコメントを見た時
静岡
野末 紳二
孫の「おいしいね」のひと言を聞いた時
神奈川 浜田 頓坊
美人のする失敗は許せるよねと言われた時
神奈川 田中 茂美
美容整形後にこれが限界ですと言われた時
埼玉
酒井 典子
惜しい人を亡くしましたねえと言われた時
東京
植竹 団扇
藤井六段に連勝が止まったネと言われた時
神奈川 藤倉 由紀子
黙って悩みを聞いたところで、すかさずのひと言。
神奈川 中川 克巳
妻に言われた言葉を聞いた時
妻とケンカして自分が悪くないのに「謝れ」と言われた時（樋口七郎）
妻に、へそくりを見つけられ「これ頂いていいわね」と言われた時（松野信夫）
妻に、来世も結婚しようネと言われた時（酒井典子）
飲兵衛
一杯やりたいね（志賀明） 初めはビールで（藤野哲康） 神田でいっぱいやろうか（浜田頓坊）
水割り？ソーダ割り？と訊かれた時（野本浩一）
このソーダうまそーだね（高木正明）
ジョークサロンの姿
ジョークサロンは面白そだね（高木正明） 最近の伝笑鳩は面白いね（稲葉浅治）

次回（第 208 号）の題 「やだねったらやだねと思う時とは」 （出題：氷川きよし）
締切は通常通りの 5 月 10 日
次々回（第 209 号）の題 「幸せだなぁともらす時とは」 （出題 加山雄三）
前号での予告の通り今月は、重複掲示します。締切は 5 月 23 日（例会の日）です。

送付先：〒203-0023
東京都東久留米市南沢 2-7-6
PC メール
kazuo.shibamoto@gmail.com
携帯メール shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp

柴本和夫宛

＊第 208 回の発表は 5 月 23 日です。
＊第 209 回は 6 月 27 日発表ですが、版下の入稿が 6 月 4 日頃になっております。従って、締切が早く
なります。皆様のお便り、投稿も通常よりも一週間程度早めにお願いします。
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東京・稲葉浅治

川柳 「立つ」

腹が立つ文書かいざん財務省

面子立て忖度してる小役人
最近は席譲られる時が増え

鎌倉極楽寺・浜田頓坊

井戸端のどこまで続く立ち話
親離れ飛び立つひなに幸祈る

甘辛都々逸ほのぼのランド 〈107〉

〈久し振り、駅前ハンバガ店「極楽とんぼ」〉
◇桜満開 観光客で ごった返しの 極楽寺
◇数年前から 馴染みの店で ワイン片手に 洒落てみる
◇帰りに一冊 「伝笑鳩」を 親父に手渡す 笑い種
◇笑い転げて 頭も冴えて 詠んだ都々逸 色と艶
◇頓坊は 馬に騎ったり 智者にも添って あちらこちらと 駆け巡る
◇都々逸は 脳を育てる 楽しい遊び 大きな声出し 詠むもよし
◇選評 毎回確り 線引き読んで 味を楽しむ 長寿法
〈歌舞伎の「白浪五人男」調に詠んでみる〉
◇さあて時には 江の島舞台 岩本院とか 稚児上がり
◇平素着慣れし 振袖姿 マゲも島田の 由比ヶ浜
◇打ち込む波浪に しっぽり濡れて 女に化けては 美人局（つつもたせ）
◇油断ならねえ 小娘さえも 今じゃ浮き名の 竜の口
◇土の牢にも 二度とか三度 鎌倉無宿の 肩書だ
◇弁天小僧と その名も知れた 菊の助タア～ 俺のこと
◇歌舞伎調子で 大声出して 手足も役者に なってみる

京都・大石脩

ダジャ連発

「ねぇ豹が最高の位についてるが、それが何処でか分かる？」
「ふ～ん、分かった。寒さ冷たさがめっちゃなとこね」
「うん。氷点下（豹天下）なの」
「動物で、人間ぐらいね笑うのはさ」
「うん。でも鳥類にも有るわ」
「ホントに？」
「うふふ、滑稽コッコウね」

東京・菅谷信雄

老爺・老女に「桜を愛でる桜人になろうよ」と言うも、
「ここには、互いにお鼻見にお歯並見に、サークーラー
の花有りよ。こういうのは、ラクサー」とつれない返事。

頭の体操でぼけ防止

人は歳をとるにつれ、頭を使うことがおっくうになってきます。
楽しみながらぼけ防止するとして外人名や外国の地名を漢字に
当てはめて、ゲーム感覚で楽しんでいます。
問題：次の人名は誰でしょう？
１．踊・別府晩
２．便・軽視
３．怒鳴土・虎府

オードリー・ヘップバーン
ベン・ケーシー
ドナルド・トランプ
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吉永こ百合（尾垣聡子）

高木正明

はめ字 「キンセンカ」「なのはなの」

コミックどどいつ瓦版 No.320 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

公文書でさえ 書き換えといて 辻褄合わせの 怪文書
適材適所と 言ってた筈の そんな佐川を 斬る麻生
佐川ひとりが 悪いと麻生 上司のアンタは なんなのさ
嘘や隠ぺい 改ざん廃棄 何でもござれの 財務省
妻や私に 関与があれば 総理も議員も 辞めるウソ
官僚人事を 政府が握る これが忖度 事始め
仮定の話に 答弁できぬ 仮定の国難 よく喋り
証人喚問 記憶に残る 「それは記憶にございません」
北と韓国 満足合意 アベは圧力 どうする気
またも年金 ずさんな管理 中国業者に 任す無茶
自動運転 死亡の事故で 実験中止の アメリカ版
保育施設に 入れぬ児童 今年も言いたい 日本死ね
人事異動や 転勤移動 引っ越し難民 春の乱
ウォーキングは 体に無理で 夢は宇宙に ホーキング
伊調担いで はしゃいだ人が パワハラ事件で 担がれる
香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳 「荒波を越えてヨット等一休み」

古テープ青い日日達愛おしい
定年後ちょっと油断し認知症
同じ文字勝敗分けたハニュー・ハブ
恋敵出来たか化粧凄くなる
入れ歯増え残る歯哀しせめぎ合い
一言が夫婦喧嘩の種になる
古女房ア・ウンの曲の名奏者
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柴本 和夫
１.政治関連

言葉の研究
★政治家は、

・選挙違反すると、公職追放される。
・セクハラすると、好色追放される。
★参考人招致
・虚偽答弁するなら、招致（承知）しないぞ
★働き方改革の挫折の理由
その 1・・・実態が、働かせ方改革だったことを隠していたから
その 2・・・そして働かせ方改革ではなく、休みさせ方改革が必要だから

２.○○いろいろ
★コインもいろいろ
・仮想通貨で、申し込むと貰えるコイン・・・・・・・・・・ビットコイン
・野球で、ヒットを打つと貰えるコイン・・・・・・・・・・ヒットコイン
・ものは付けで、名作がピット浮ぶと貰えるコイン・・・・・ピットコイン
★麺類もいろいろ
・薩摩では、うどんを食事の締めに食べる ⇒ 最後うどん（西郷どん）
・南ベトナムでは、フォーが珍味として有名 ⇒ フォ－珍味（フォ-チンミン）
３.世相の話題
★渋谷の忠犬ハチ公前からの中継放送 ⇒ 中継ハチコウ
★栄監督（レスリング）の体調不良の内容・・・脱毛症と胃腸不良
★一般庶民の場合・・・花より団子
建設会社の場合・・・花より談合
★セクハラやパワハラ等の各種の○○ハラの登場⇒ ハラハラする時代
高齢者（高齢・老人・年寄り）へのハラスメントが、今後用語として登場すると想定
高齢者への○○ハラとは ⇒高（コウ）ハラ・老（ロウ）ハラ・老（オイ）ハラ・年（トシ）ハラ

鎌倉市＠若狹芳生
■家電品類に関わる創作漢字
★電の右隣りに箒を書いて、掃除機 ＊以下同様に電に適当な漢字を付けて・・・
★電に洗で、洗濯機
★電に画で、テレビ
★電に聞で、ラジオ
★電に筆で、ワープロ
★電に￥で、電子マネー
★電に風で、扇風機
★脳のにくづき（月）を電にすると、電脳とか AI ロボットでしょうか。
中川克己

□ Junk-Senryu ■

□ 何でだろ 金ある人ほど ケチをする
■ プリンタに 広告・裏紙 紙詰まり
□ 次々と 噴火始まる 恐ろしさ
■ ヘルメット スキー・登山の 必需品
□ 頑張るね 五輪・パラリン だけじゃなく
■ 若人よ 聡太・悠太の 後続け
□ 腑に落ちぬ ２パーセントの 目標は
■ ３パーの ベースアップが ありゃいいが
□ 地下鉄を 乗り換え損ねて 遅刻した
■ その昔 乗り換え簡単 だったのに
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平井幸雄

平成の百人一首（ヒライ流）その③

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）第 3 弾です。
今回４１～６０首です。相も変わらずの愚作ですが、飽きずにご笑覧下さい。
先日、ある市民センターで落語をやりました所、控室の隣で百人一首をやっている団体があり
ました。また電車のつり広告に『ちはやふる』という、 末次由紀による日本の少女漫画、それを
原作としたテレビアニメ、映画のＰＲ広告を見ました。
現代でも百人一首がブームになっていることを実感しました。
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野本浩一

お写落日記 【百人を前に張り切るパネラーは 時間管理が大切と知る】

3 月 7 日（水）新宿文化センターでパネラーデビュー。
参加したシンポジウムのテーマは、
「人生 100 年時代を豊かに生き
る｣である。
30 年近く楽しんでいるゲームサークルとジョークサロンについて
一言二言の笑介。見事に仕事。
自己紹介に与えられた時間は 5 分。三番手で登場。先輩二人が少々
時間超過したので、手短に話を終えると拍手喝采（のような雰囲気）。
1 時間ほどのパネルディスカッションだったが、余計なことは言わず
控えめにしていたら聴講していた卒寿を越えた大先輩から一言。
「君がもっと話せばもう少し盛り上がったのになぁ」・・・。
「ありがとうございます」と苦笑。
自己紹介 5 分でお願いしますよと 言われ守れば拍手喝采
声おさえゆっくり話せば聴きやすく 5 分と言えば龍角散なり
大鳥羽裕太郎

＜幸 裕 (=交友) 録＞

頓珍漢な会話

1. ＜沙羅ちゃん、５５勝目おめでとう！＞

(裕) 高梨沙羅ちゃんがドイツで行われた、ノルディックスキーのワールドカップで 2 連勝して
今シーズンを締めはったな。
(幸) ほんま、良かったわ。自身の不調に加えライバルの台頭で
今シーズンはしんどかったわな。平昌五輪で苦しい中、
銅メダル取ったのもえらかったけど。これで男女を通じて
歴代単独最多のＷ杯５４勝目に到達、連勝で５５勝までいったわけや。
(裕) まさに＜Ｇｏ！Ｇｏ！＞沙羅ちゃんやな。
(幸) そやけど、来季は競争が一層激しくなりそうやで。
沙羅ちゃんだけに＜さら＞に頑張って欲しいやんけ。
(裕) ほんま。高梨だけに＜高＞い目標を＜梨＞とげて欲しいもんやな。
2. ＜豆腐の成分は？＞
(幸) ＜豆腐＞は健康食品で、湯豆腐でも冷や奴でもおいしいな。
(裕) ほんまに。そやけど仮に 100 円の＜豆腐＞があるとして、
その成分の 92％は水分やねんてな。
(幸) ほんなら残りの成分は何やね？
(裕) 消費税 8％。
3. ＜高級ブランド品大安売り！＞
(裕) ねぇねぇ、あの店、ほんまの高級ブランド品なのに、スーツ上着、
ズボン各 1,000 円、ネクタイ 500 円、Ｙシャツ 300 円やねんて。
(幸) ほんまにそんなに安いんか。わて、すぐ買うわ、行こう！
(裕) お父ちゃん、すんまへん。あの店＜クリーニング店＞やったわ。
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米岡泰・南亭琴内氏のどんでん返し No.110

時事川柳 ＆ どんでん返し人生

◎時事川柳
相棒や 科捜研でも ホシ見えず
禁制なら 男の医者を 呼んでおけ

モンゴルに 綱を取られて 国技消え
貴方とは 桜の下で 散りたいわ

◎南亭琴内氏のどんでん返し人生
①満州国奉天市で昭和 18 年に生まれ終戦後命からがら引き揚げ、栄養失調で
瀕死、中国人になっていたかも知れない。
②横浜に引き揚げ、猿や狸と隣り暮らし、動物園児として一生を送ったかも
知れない。
③横浜愛隣幼稚園の１期生で直ぐに転園して野毛山幼稚園の１期生となる。
④本町小学校の屋上から本邦初の電車火災を目撃する→桜木町事件 150 名死亡
⑤中学校で桂歌丸の先輩。高校で石原慎太郎の後輩。大学で秋山勝行の同学部。
⑥NTT で全国を 16 回転勤。電話局長 4 回就任。
⑦移動無線関係などの国際会議で欧米諸国十数カ国に出張。
⑧災害被災国救援で東南アジア諸国へ出張。
⑨男声合唱演奏会のためドイツ・韓国・台湾などに演奏旅行

信用亭 駒公（佐藤忠恕）

○ 同音異義川柳 no.9

◎ おもしろかった
◎ たいぼうすれば

愛犬は 面白かった 癖がある

希望とは 待望すれば 叶うもの

愛犬は 尾も白かった 耳も白

希望とは 耐乏すれば 叶うかな

◎ はんせいのうち

◎ さいえんだから

失敗は 反省のうち 活かすもの

あの女優 才媛だから 文も立つ

失敗は 半生のうち 数知れず

あの女優 再演だから 自信持つ

◎ きぶんをこめて

◎ じかくがあって

記念誌に 気分を込めて 書き上げる

永年の 自覚があって 独り立ち

記念誌に 奇聞を籠めて 書きなぐる

永年の 痔核があって 良く泣いた
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狂歌 NEW 門

曽田英夫
●うれしい時は すぐに過ぎ去る

このサロン 笑い合えれば 血が騒ぎ
寄席へ行き 落語が続き 爆笑で
居酒屋で 皆ほろ酔いで 盛り上がり
祭日で 三連休の 三日間

うれしい時は
うれしい時は
うれしい時は
うれしい時は

すぐに過ぎ去る
すぐに過ぎ去る
すぐに過ぎ去る
すぐに過ぎ去る

こだわりはない
こだわりはない
こだわりはない
こだわりはない

気にもとめない
気にもとめない
気にもとめない
気にもとめない

●こだわりはない 気にもとめない
四時間を かけて通勤 しているが
最近は 休肝日無く でも元気
電車揺れ 若い女性の 胸に触れ
投稿し ぼつぼつぼつで 次目指す
●世間は一体 どないなってまんねん
ニュースでは 佐川、前川 川がつき 池田、赤池 池は池ない
出てきたよ 改ざん前と その後が 省内だけの 事と思えず
レスリング 学長が何故 現れる 週刊誌では 過去をつつかれ

門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）昭恵夫人の学園のすすめ
２）森友問題で妻びらかにしない安倍総理
３）自由理財に発言しない佐川証人
４）日の下改ざん級の公文書書き換え
５）アメリカファーストの貿益戦争
６）銃をとるか自由をとるかのアメリカ社会
７）スパイ殺人未遂事件はおそロシヤ
８）肩車も口車も得意な栄監督

９）♪汽車の窓には ブラインド下ろし
車内の客は 金正恩委員長
明るい表情 関係改善へ
国越え障害越え はるばると
ララララ ララララララ 訪中列車は
ラララララ 行くよ♪（高原列車は行く）
10）鶴竜優勝を喜ぶのは贔屓の引き落とし
11）中国に処理を任せた価年金の記録
12）官違いした前川講座への文句省
13）シェアハウスにならぬ融資スルガ融資
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★2018 年 3 月 28 日例会参加者

９名参加

野本浩一、門口泰宣、高木正明、中川克己、平井幸雄、佐藤忠恕、曽田英夫、柴本和夫、米岡泰
＊3 月は参加常連の方に急用・所要が発生したりで一桁参加となりました。
＊女性陣も欠席の余波で華やかさも欠けましてこぢんまりとした例会となりました。

少しゆったり

高木・佐藤忠恕

座れました。

コンビは元気です。

米岡・中川・
平井トリオ。

前変集鳥・

「はなの舞」の

金鳥・快鳥・

二次会は４人。

現変集鳥は

余人を以て

そろい踏み。

代えがたいもの。

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 ）
5 月 23 日（水）
千代田スポーツセンター
７階第２集会室
6 月 27 日（水）
千代田スポーツセンター
予定
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
住所 千代田区内神田 2-1-8 ℡03-3256-8444
切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2018 年 3 月 20 日～4 月 16 日

切手：田中清咊、中野正能、田中茂美
カンパ：田中清咊、大石脩、曽田英夫、柴本和夫、野本浩一、中川克己、浜田頓坊
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.343 発行 2018.4.25
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・
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。
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