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伝笑鳩

今月の一笑
川柳【危険すぎる暑さ】

＊＊＊＊戌年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊
ジョークサロン同人も暑さに負けずジョーク作りに
励んでおります。さて、みなさまは何に励んでますか。

ピンポーン出るに出られぬ酷暑かな
大暑なり最高気温更新す
蛇口から春夏熱冬ほとばしる

東京・阿部博

暑さ争い 熊谷・多治見 高知・山形 甲府・他市

高木正明

連続真夏日 命の危険 猛暑・酷暑で 熱中症
京都・大石脩

常夏に負けるな！

暑中お見舞い申し上げます

鎌倉極楽寺・浜田頓坊
米岡泰
森昤二

蹴るなぁー サッカーイレブン いい気分
笑宙お蝉舞いにぎやカニ食す

暑いけど 涼しい顔して 思い出話 おのおの方にも 宝物

10 時から混声合唱、14 時から 17 時まで男声合唱のレッスン・・・😅😄…

海外行き・・・帰国しましたが・・・猛暑にも弱く、自宅で自閉です。

『年金をもらわずに死ねるか！？』の心構えで復調します。（＊復調すると→な顔かな？）

橋本康平

なかなか都合が合わず、参加できず・・・・申し訳ございません。
会報・・・いつも・・・楽しく拝読しています。

東京・樋口七郎

伝笑鳩毎月楽しく読んで・・・・映画鑑賞励んでます。

７月は有馬稲子特集 15 本のうち 9 本を観て、7 月は全部で 28 本観ました。今年は今日現在（7 月 31 日）
144 本観ました。 印象に残っている映画は昭和 26 年製作、豊田四郎監督、有馬稲子、轟夕紀子、山村聡、斉
藤達雄出演の「せきれいの曲」とオーストリア出身のフリッツ・ラング監督の映画でエドワード・G・ロビン
ソン、ジョーン・ベネット出演の「飾窓の女」、アーサー・ケネディ、マレーネ・ディートリッヒ、メル・フ
ァーラー出演んｐ「無頼の谷」、エドワード・G・ロビンソン、ジョーン・ベネット出演の「スカーレット・ス
トリート」です。8 月はこの監督の映画を 10 本くらい観る予定です。

東京・高栄子
「生命に危険だからクーラーのスイッチを入れるよう・・・」
テレビやラジオは朝夕放送していますが、我が家はクーラー未使用。
七月中旬茨城県の牛久大仏参拝にファミリーで出かけた処、車内の冷気にやられ、咳が止まらず耳鼻科に受
診。英会話も三度も休んでしまったのです。日中 36 度あるわが家の室温の中、八時間ぶっ倒れて休養。一日で
回復しましたが、シニアの友人には、恐るべき体力と恐れられました。

愛知（気晴亭）・加藤勝彦

伝笑鳩 346 ありがとうございます。掲載して頂き恐縮です。

某市の商工会議所副会頭の友人はダジャレ大好き。接待の席で使う前に私に試して、反応をみます。伝笑鳩
のネットから色々プリントアウトして送ることにしました。会員になる様勧めてます。
＊先月号で紹介：「No,サン！」と言って「讃」と書いた。 ⇒
暑すぎる いつかは気温 下がるはず

讃

ではなく

讚

です。

ジョークサロンで 大いに笑おう【快鳥 曽田英夫】
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しば選 第 211 回ものは付け
「ボーと生きてんじゃないよと言いたくなる時とは」
（出題 NHK：チコちゃん 5 歳）

秀逸笑
ついアクセルとブレーキを踏み間違えてしまう人に

東 京

稲葉 浅治

【評】一番危ない読者の皆さん！ボーとした運転でなく没頭した運転を

金笑
銀笑
銅笑

退職後、週の後半から曜日が解からなくなってしまう人に
買物に自転車で出かけ徒歩で帰ってきてしまった時
朝寝・朝酒の小原庄助さんが息子の朝湯を見た時

小笑
惚（ボ）けたと惚（ホ）れたの読み方の違いがわからずにいる人に
あまりの暑さに、真昼間ごそごそ這い出して来たゴキブリにひと言
間違って洗顔クリームで歯磨きしてしまったことに気づいた時
ニッポンが崩れて行くのを唯見ているだけの自分自身に
柳の下に、ボーと現れた幽霊に対してひと言
三代目・金持ち・ボンボンに
集合場所の地図を付けたのに、道に迷ったという人がいた時

神奈川
静 岡
熊 本

埼 玉
埼 玉
静 岡
神奈川
千 葉
千 葉
東 京

藤倉 由紀子
野末 紳二
松野 信夫

北沢
酒井
野末
志賀
海郷
吉永
野本

正嗣
典子
紳二
明
達人
こ百合
浩一

NHK のチコちゃん（5 歳）
チコちゃんにボーと生きてんじゃないよと言われた人にあった時（皆合かず子）
台風が来るにゴロンと横になって、朝から NHK のチコちゃんを見ている妻に（大鳥羽裕太郎）
暑さ・猛暑がひき起こす事件・珍事等
猛暑の散歩で犬が棒に当たった時（北沢正嗣）
熱中症の一歩手前の時（岡部千代松）
猛暑とはいえ、男湯と女湯を間違えるなんて（酒井典子）
退職後の自分の姿に
自分にいい聞かせる（高橋満子） 趣味のない姿（藤野哲康）メタボの腹を眺めて（野末紳二）
政治家の情けない姿を見て
野党議員の国際感覚欠如（浜田頓坊） 新聞を読まずマンガばかり読んでいる姿（高木正明）
効果が出ていない少子化対策大臣（中川克巳）記憶にございませんと答弁する姿（稲葉浅治）
第 212 回の題 「大目にみてよ言いたい時とは」
今回の締切は 9 月 10 日です。
送付先：〒203-0023

（出題：ヒロシ＆キーボー 3 年目の浮気 ）

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
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柴本和夫宛

鎌倉極楽寺・浜田頓坊

甘辛都々逸ほのぼのランド〈111〉

〈便利な社会もよいのだけれど、ちと怖いなー〉
◇ハイテクの 便利な社会じゃ 脳など退化
◇実験で なんと笑いが 前頭前野 脳の中でも 司令塔
◇脳によい まじめ過ぎない バランス程度 心の平穏 そう決め手
◇癒しだけでは なかったペット 飼主脳など 柔軟化
◇ただの一回 人生・世界 どんと一興 化ける快
◇「存在者」 金子兜太の そのまま生きる 生の人間 その魅力
◇熱いハートに クールなヘッド 歳をとる分 赤を着る

〈真夏に元気な花や応援、高校野球甲子園〉
◇カンナ・ひまわり ノオゼン・カズラ 真夏に輝く サルスベリ
◇ひりひりと 焼けつく猛暑に 熊ゼミの声 今年一番 花火の日
◇「ウン」と一声 鋭い叫び しがみついてた あの温み
◇笑い転げて ばかりでよいか 時に考え 哲学者
◇ブタ・べスト 「アリア・フオン G」 G 線上の あのアリア
◇その昔 王さん早実 決勝相手 高知商業 応援団長 わしが弟

東京・稲葉浅治

川柳「絵画」

首を右左に曲げて見る絵画
絵を褒めず額縁褒めるイヤな奴

東京・樋口七郎
暑い暑いネ伝笑鳩
分かるかなぁ・・・・？

絵手紙でお国訛りの母が来る
絵日記で夫婦ゲンカが張り出され
好きな色いつも使ってごまかす絵

人生イロイロ色色追加

鼈甲（べっこう）色、漆喰色、灰汁（あく）色、粘土色、群青色、緑青色、飴色、褐色、黒褐色、
淡紅色、淡黄色、淡墨色、濃墨色、薄墨色、漆色、橙色、真綿色、林檎色、蜜柑色
！？・・・・・・ 番外
色町

香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳「夏が来た豪雨と熱波供につけ」

藤井君見せてよ頭の中の中
高齢期増えた知り合い医者ばかり
ラストランボケ防止だとジャンボ買う
知る人ぞ知ってる安倍のモリとカケ
父の歳越えて偲ぶや薄い背
男でも入浴叶うお茶ノ水
元締めがやってる不正医科入試
最晩年味わい尽くし倍に生き
ノンマスク看護婦お久晴れ笑顔
佳境入る人生ドラマエピローグ
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阿部博

川柳【危険すぎる・・】

あーんして大きく開けて裏口を

さんさ時雨か 洋酒の雨か
伊達の殿様 上機嫌

国会のカジノの悲劇ロスタイム
二刀流二足の草鞋二兎を追う
平成の記憶悲しや災害禍

←記念にいただいた3Ｄプリンター
で制作したミニチュア

一天に火木金土の星集う

★54 字の物語
9×6 の54 文字で超短編小説を書く
「54 字の物語」
がTwitter
で盛り上がっています。
「54 字の物語」の流行は、今年 2 月に刊行された書籍『意
味がわかるとゾクゾクする超短編小説 54 字の物語』（PHP
研究所）が発端。企画作家、氏くん（⽒⽥雄介、@ujiqn）さ
んが創案。
投稿コンテスト「５４字の文学賞」も２回開催されています。
■54 字の物語 基本ルール
1.文字数を 54 字ぴったりに収めること
2.句読点やカギ括弧も 1 文字にカウントすること
＊⇒ 阿部博作 「そして七人が消えた」

小宮三千夫

キャッチフレーズの名作

おいしい生活。
くうねるあそぶ
男は黙ってサッポロビール
そうだ京都、行こう
はやい やすい うまい
ヱビスビールあります。
愛は食卓にある。
インテル 入ってる
東京 銀座 資生堂

・・・西武百貨店
・・・日産自動車 セフィーロ
・・・サッポロビール
・・・JR 東海
・・・吉野家
・・・ヱビスビール
・・・キューピー
・・・インテル
・・・資生堂

きょうのわたしのキャッチフレーズ
今日も元気だ、ビールが旨い
７月 25 日は大変楽しい時間をありがとうございました。
新参者ではございますが皆様の足を引っ張らぬよう注意して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。
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片岡隆

暴笑老人のよれよろよたよせの話
梅雨の晴れ間、山転びの顛末、都都逸にてご報告

2018 年 6 月 17 日（日）、南高尾の山中にて転倒、6 月 18（月）～26 日（火）入院
1.ぬかった坂道 両足ともに 滑って体が 宙に浮く
（両足が同時に滑るとはお珍し）
2.取った杵柄 尻もちいやと 体ひねった Ａ難度
（さすがは元体操部）
3.気付く間もなし 切り株立ちぬ 落ちてぶつけた 右の胸（着地の失敗だろ。へた！）
4.息もできぬと 呆然しばし 胸は痛みて 息苦し
（１分位は起き上がれなかったのだ）
5.歩くだけでも 息切れつらい 老人並みの 緩歩行
（てめえはもう老人だろうが！）
6.声も出づらく 息すりゃ痛い ワハハの後は 涙出る （骨のひび割れに響くと思った）
7.翌朝車で 佼成病院 肋骨折れるわ 血溜まると（即、ＪＲ東京総合病院へ救急車で転院）
8.ＣＴ、Ｘ線 血液検査 肋骨折れて 血が溜まる
（第５肋骨骨折と血気胸。肺に血が溜まり、空気も皮膚の下に漏れプニュプニュする）
9.血抜きパイプを 突き刺し痛し ５日掛かりて ５００ＣＣ（貧血になりそう）
10.打ち身のあざは 半身にひろむ 花の入れ墨 記念撮り（入浴お断りになるかも）
11.若き医師団 看護も素敵 痛み苦しさ 軽くなり
12.読書三昧 １０冊読んだ 本のタイトル 何だっけ
13.骨が付くまで ひと月掛かる ゴルフも山も 一休み
14.八日休肝 心身オッケイ アルの中毒 おそれなし

（みんな若い。触診がすてき）
（ボケという別の問題）
（酒は毎日飲むぞ！）
（自己判断。手も震えなかったぞ）

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.324 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

梅雨の早明け 豪雨の見舞い 西日本では 大被害
被害さ中に 自民が酒宴 ツイッターする 無神経
後手の救援 言い訳しては 酒宴の赤恥 はぐらかす
襲う猛暑に 断水祟り ボランティアまで 熱中症
大災害でも 審議はカジノ 舵の取り方 大間違い
アベとトランプ 密約したか やたらこだわる カジノ法
カジノ以前に 競輪・競馬 競艇・パチンコ 依存症
身を斬る改革 人口減も 忘れて６増 議員数
偽装・改ざん 政府に倣い 企業が真似たら すぐ捜査
裏口入学 倅を頼む 親バカ官僚・文科省（逮捕）
海の底まで プラゴミ汚染 クジラが回収して死亡
狂祖・麻原 七狂人を 纏めて地獄へ 死刑台
おんたけ笑点束ね 桂歌丸 昇天す み た け うみ
話芸一筋
木曾の御嶽 生まれの力士 初優勝した 御嶽海（25 歳）
蝉が鳴かない？蚊が出てこない？暑さ狂いの 生態系
芝崎満夫
残念ですが、7 月は参加でき・・・ません。
８月は参加したいと思っています。
相撲でたとえると、序の口が横綱級に挑むようなもの・・・
レベル差がありすぎですけど、助言はいただける（ジョーク、笑いのヒント等）と
思い、笑いを求めてチャレンジしたいと思います。
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曽田英夫
狂歌 NEW 門
● 笑ってごまかす いつものことと
腹痛く 腸閉塞で 病院へ 笑ってごまかす いつものことと
狂歌にも 面白くない 作もある 笑ってごまかす いつものことと
酔っ払い 酒を机に こぼしたが 笑ってごまかす いつものことと
コピー取り 原稿忘れ 取りに行く 笑ってごまかす いつものことと
● 変に関心 持っても困る
異常気象 何で起こるか 追究を 変に関心 持っても困る
食品の 添加物には 論争が 変に関心 持っても困る
ＡＫＢ １度はしたい 投票を 変に関心 持っても困る
● 世間は一体どないなってまんねん
ロシアでは フランスが勝ち 優勝し 寝不足続き 仏キレた朝
横綱が いない場所でも 御嶽海 優勝見たけ 次は大関
オールスター 松坂のあと 上原が なつかしい顔 オールドスター
門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）♪木曽の御嶽海さんはナンジャラホイ
夏でも強いよいよいよい♪（木曽節）
２）増反しました
船田議員棄権
３）自民亭の宴会とかけて あてのスルメと解く
その心は いつだってアタリメーだ
４）盛夏リレーランナーも熱中症が心配
５）マラソンの暑さ対策で舗装舗装と補修
６）プロ野球参入に ZOZO よろしく
７）トランプとプーチンの剛性写真 タイム誌
８）内閣不信任案は腐心の甲斐なく否決
９）国交大臣は災害対策よりカジノ依存性
10）世の中ママならない 尾木さん詐欺にあう
11）VW のゴルフは除外するか 自動車関税
12）採点の霹靂
東京医科大学
13）♪ああ柳瀬の 首に助けられ♪ （柳ケ瀬ブルース）
14）総務に知恵がまわりかね
野田大臣
鎌倉市＠若狹芳生

■風にまつわる創作漢字

①

さんずいに風

「涼風」

②

にすいに風

「冷凍風」

③

雨に風

「台風」

④

手ヘンに風

「団扇」

⑤

電気の電に風

「扇風機」
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大鳥羽裕太郎
＜幸 裕 (=交友) 録＞
頓珍漢な会話
1. 桂歌丸さん逝去
(幸・裕)「 永く笑点のメンバー・司会を努めた桂歌丸さんが 7 月 2 日逝去。」落語界、
笑点への貢献は誠に大きなものがあり、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
(裕)
7/8(日)放送の笑点の歌丸さん追悼特番で円楽さんが
「じじー、早すぎるんだよ」
と言って泣いてたね。
(幸)
円楽さんは歌丸さんの車椅子をよく押してたっていうから、
歌丸さんの背中を見て感じることが多かったんちゃうか。
2. 「中高年からの婚活」
(裕) 中高年の婚活(40 歳からの出会い・ビジネスマン向け)の会があると聞いて覗いてみたで。
(幸) どうやった？
(裕) 覗いた会が悪かった。＜茜会＞いうてな、アカンネー。
3. 「俳句は冗句しかできず、ジョークはなかなか上手とはいきません！」
(裕) 毎月月始めに俳句の句会があるねん。上旬やから上手な句ができるかと思たら、
冗句しかでけへん。
(幸) ジョークサロンは下旬やな？
(裕) 毎月下旬やから、なかなか上出来の笑品がでけへんのや。「いいジョークができた、
サー、ロン！」というふうに上れんかな？
中川克己
□ Junk-Senryu ■

□ 七月の 一日から はや この暑さ！
■七月も ロシアでやるなら いいけどさ
□ 特殊詐欺 何故か娘を 騙(かた)らない
■よく来ては 娘はたかる それがいい
□ 先日の 検査の結果 言ってみて
■大病院 まずは主治医に テストする
□ 怖い物 地震大雨 火事噴火
■近頃は 雷親父 怖くない
□ ネット言う 札幌の宿 空きはない
■暇人は 休日避けろと 叱られた
札幌 幌見峠のラベンダー園
海郷達人

ショートジョーク

１．ヒアリ対策
ヒアリが国内に持ち込まれないように、「ヒアリ対策会議」で対応策が検討された。
第一回会議では、まず専門家を呼んで意見を聞くこととなった。これをヒアリングという。
２．呆けない本
おじいさんが「呆けない本」というのを買ってきて熱心に読んでいた。
数日後、また同じ本を買ってきた。
３．読経
坊さんがやくざの家に呼ばれた。坊さんは、怖いながらも腹を据えて
仏壇に向かい、朗々と読経した。「観自在菩薩、行深般若波羅蜜多時、～～～」
やくざが言った。「おい坊主、ええどきょうしてるじゃねーか」
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吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「夏の朝、朝顔の」

こ百合のひとりごと

未知との遭遇
某ファミリーレストランにて、隣の夫婦の会話が聞こえた。
「地球人の格好しているのも結構疲れる・・・」空耳？
5/9 ネットより
きゃぁ、地球侵略始まってるの？
そう言えば、少し前？ 30 代の頃、私、ボタン電池製の UFO を 頭上近くでみました。
夕焼け空にサッと現れ、瞬間的に消え、三度ほどくりかえし、離れながら消えました。
宇宙人、勿論 信じています。

信用亭 駒公（佐藤忠恕）

○ 同音異義川柳 no.13

◎ くるまでまつと
トラックが 来るまで待つと 10 時間
運んだぜ 車で松と ヒイラギも
◎ てんぽがよいと
◎ こうかいちゅうで

この曲は テンポが良いと 評判だ
長生きは 店舗通いと カラオケで

あの資料 公開中で 安堵した
あの彼も 後悔中で 安堵した

◎ せきとめるまで

◎ たんかすすめば

洪水を 堰き止めるまで 頑張ろう
喘息の 咳き止めるまで 苦労した

火事原因 炭化進めば 困難に
火事現場 担架進めば 困難に
◎ はこんだけれど
裏切って 運んだけれど 恋破れ
裏切りは 破婚だけれど 恋選ぶ
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野本浩一 お写落日記 【だまし絵で知る人ぞ知るエッシャーに だまされまいと眺め続ける】

７月 21 日（土）猛暑の中、午前 11 時半頃から長い行列に加わ
った。上野の森美術館・「ミラクルエッシャ―――展」である。
だまし絵・錯視絵・平面分割で知られたエッシャーの生誕 120
年記念の展示会だ。平日に来ればそれほ
ど並ばずともよかったのかも知れない
が、夏休みになって最初の土曜日という
子供たちも多く、入場までに 40 分以上
かかった。中に入ってもエッシャー初めてという人達も多いようで皆さ
ん食い入るように眺めるので、見終わるまで 2 時間ほどかかった。
今まで見たこともない作品も多く、終ればヨッシャーだった。
土曜午後上野の森に人だかり ミラクルエッシャー皆来る見に来る
よくもまあ頑張って画くエッシャーよ ミラクルの技皆来る見に来る
猛暑だがエッシャー見る人長蛇なり もうしょうがない並ぶしかない
平井幸雄

この夏は猛暑日が続き、何もやる気が起こらない。東京でも 40℃を超え、連日 35℃以上の真
夏日、スーパー熱帯夜に閉口している。地球の温暖化により異常気象が続く。 土用の丑の日に
は、夏バテを防ぐため「鰻」を食べる「食い養生」の風習がある。本来、春夏 秋冬それぞれに土
用の日がある。夏の土用の日は丑の日なので「う」のつく食べ物ということで 「鰻」となった。
しかし鰻の値段もうなぎ上りに高騰しているので、他の「う」のつく「うめ」 「牛・馬の肉（牛
肉・馬肉）」「うどん」「うり」「うに」などに代用したい。 猛暑の日
には「言うまいと思えど今日の暑さかな」というから魚偏に「暑」 の
「鱪（しいら）」を食べたらどうか？・・・そんなさかなし～らない。
なお、春の土用は、戌にちなんで イのつく食べもの。 白い食べ物。
秋の土用は。辰にちなんで タのつく食べもの。青い食べ物。 冬の土
用は、未（ひつじ）にちなんで「ヒ」のつくもの。赤い食べ物。
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★2018 年 7 月 25 日例会参加者

14 名参加

高木正明、大鳥羽裕太郎、野本浩一、中川克己、海郷達人、片岡隆、曽田英夫、阿部博、尾垣聡子、
佐藤忠恕、平井幸雄、高村仁幸、小宮三千夫、門口泰宣
＊片岡隆さん、怪我から復帰何よりです。
＊阿部博さん、高村仁幸さん
お久しぶりです。ありがとうございます。
＊小宮三千夫さん 嬉しいなぁ、先月に引続き２回目です。もうなれて貰いました。

＊＊＊ビールのむ今日も元気ではなの舞（阿部博）＊＊＊

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）
9 月 26 日（水）
千代田スポーツセンター
７階第２集会室
10 月 24 日（水）、11 月 28 日（水）
千代田スポーツセンター予定
12 月 19 日（水）
忘年例会
年末は第３水曜に開催します。
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 7 月 13 日～8 月 9 日
切手： 鈴木章一

カンパ：佐藤忠恕、野本浩一、曽田英夫、大石脩、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.347 発行 2018.8.22
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
阿部博・印南博之・大鳥羽裕太郎・尾垣聡子・海郷達人・片岡隆・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・中川克己・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・小宮三千夫
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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