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伝笑鳩
＊＊ 亥年来て元気溢れる伝笑鳩 飛び立ち始め３０周年 ＊＊
亥年は高木正明さんの都々逸で賑やかに幕開けです。
◆ジョークサロンの新年会はのれんくぐってはなの舞
◆鳩を飛ばしてハートをつなぎ集う神田で初笑い
◆現役若い衆後期の衆も駄洒落や冗句で笑い合い

今月の一笑
ペイペイクレジット決済のシステム
◆ペイペイ決済は、中国の集金のシステ
ム ・・・
集金ペイ（習近平）
◆年の瀬のクレジット決済の自粛 ・・・
暮れはじっとする。（クレジットする）
東京・柴本和夫

新年会につきましては都合がつかない方、急な用事が入った方、体
調不良という方達からの欠席通知が多数ありました。参加できません
が、カンパを送りますという方からの嬉しい手紙もとどきました。本
当にありがとうございました。
本年参加の 20 人（集合写真の 18 人＋所用で早退 2 人）の笑顔と共
に今年の伝笑鳩は飛び立ちます。どうぞ宜しくお願いします。
冬が来た 寒さに負けず 頑張ろう 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】
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しば選 第 216 回の題 「思わず、巨匠！と声を出したくなる時とは」

秀逸笑
夫の隠しごとを、ことごとく暴く恐るべき女房の第六感に・・・これぞ、巨匠！
静 岡 野末紳二
【評】女房には、ＡＩに勝る知能が宿る。無駄な抵抗は止めましょう。
金笑 伝笑鳩で、腹を抱えて笑う作品に、思わず、「笑いの巨匠」との声を
高知 高橋満子
銀笑 「ゴッドハンド」のスリをもあっという間に捕まえる、『神業』のベテラン刑事に 熊本 松野信夫
銅笑 一歳の孫の描いた落書きを見つけた時のひと言・・これぞ、巨匠！
神奈川 加畑高治
特別作品（出題者）
「ア」も「ウ」もなくバターンと倒れてあの世に旅立った主人
後の掛声は、イヨ！死出の旅の巨匠！（12 月 14 日の急逝でした）
神奈川 藤倉由紀子
小笑
「星三つ！」を聞いて、思わず出る条件反射の言葉・・・これぞ、巨匠！
一発の爆笑ネタで大笑わせてくれた時に・・・・・・・・これぞ、巨笑！
クラブのママさんのいらっしゃいの笑顔に・・・・・・・これぞ、虚笑！
上沼恵美子の言動。さすが世界ホラ吹き連盟名誉会長、その凄さに
しば選での「秀逸笑」に選ばれた人の笑品に脱帽して
種も仕掛けもないように振る舞う手品師の姿に
渋谷ハロウィン暴徒の身元を確定した、警視庁捜査一課の姿に
寅さんが逝ったことなど忘れたかのように寅さん新作を撮る山田監督に
糟糠の妻への金婚式プレゼントは、「大人買い」とした人に対して
台所でガシャ！柿右衛門のぐい飲みが・・・

東京
藤野哲康
埼玉
北沢正嗣
神奈川
加畑高治
神奈川
志賀 明
東京
樋口七郎
埼玉
高木正明
静岡
野末紳二
神奈川 大鳥羽裕太郎
埼玉
酒井典子
千葉
皆合かずこ

芸術家・芸術作品
ピカソの絵・ヒッチコックの映画（稲葉浅治）
チェンマイにいる象が描く天才的画（吉永こ百合）
古今亭志ん朝の演目「火焔太鼓」（浜田頓坊） ムンク展のムンクの叫び（岡部千代松）
街の似顔絵描き屋さんが、どんな人でも、すべてかっこ良く描いてくれる事に（松野信夫）
番外・・しば選の選者の妻の投稿作品
狭く曲がりくねった道を、難なく運転する路線バスの運転手の姿に・・・思わず、巨匠！
素早く動く、ゴキブリを、たった一発のスリッパで叩きつぶす姿に・・・思わず、巨匠！

第 217 回の題 「福が来たと思える時とは」
（昨年の漢字「災」転じて、今年は『福』が来る）
今回の締切は通常の、2 月 10 日に戻りますので宜しく。
＊ひとり３作品まで受け付けてます。
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
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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２０１８年の一笑 決定 ！

片岡 隆

「７０歳の所感」

「２０１８年の一笑」開票結果：有効総数 79
1 月 中川克己
11
7 月 平井幸雄
14
2 月 佐藤忠恕
14
8 月 海郷達人
24
3 月 高木正明
25
9 月 阿部博
14
4 月 森昤二
23
10 月 曽田英夫
9
5 月 尾垣聡子
19
11 月 門口泰宣
25
6 月 片岡隆
30
12 月 香野好勇
16
1位

片岡隆

2018 年の一笑

2位

おめでとう
ございます
栄冠に
古希で輝き
にんまりし

高木正明、門口泰宣

「君も 70 か。そろそろ退陣だな」
⇒
「大人（ﾀｲｼﾞﾝ）なんてまだまだ程遠いです」
「やることなき人だろう？」
⇒
「やんごとなき人だなんて照れくさいです」

新年会参加者を各欄左から順にジョークサロン流に笑介させていただきます。（敬称略）
森：相談役だけど誰も相談に来ないよ。
海郷：電車一本逃すと会合に遅れます。
藤野：毎年新年会を楽しむ読者代表です。
東：幾つになっても好奇心薄れませんよ。
曽田：今年もマスコミ登場ねらいます。
奥村：体のあちこちが老化現象。ろうかしたい。
野本：継続は力。軽俗は楽し。係属は大事だよ。
橋本康平：最若手です。ジョークがわかてきた。
小宮：来年の一笑投票が楽しみです。狙います。
阿部博：サロンの歴史は平成の歴史ですよ。

尾垣：今年もこ百合スマイルで参加します。
御手洗：変集鳥と高校１年、３年が同組・・・。
幸崎：同上。長い付き合いになってます。
高木：どどいつは脳活に一番いいのではないか。
佐藤：今年の獅子舞も拍手喝采でしたねぇ。

志賀：初参加。ものは付け楽しんでます。
柴本：新年会で大カンパ頂き一安心でーす。
橋本豊：新年会は演芸、ゲーム良かばい。＊
大鳥羽：親父がサロンのメンバーでした。
芝崎：こんな新年会は初めての体験です。

＊「良かばい」は長崎弁で「良かったと思うよ」の意味です。橋本豊さんは高校の２年先輩です。
今年の新年会の話題は「ジョークサロン 30 周年をどこで祝うか、いつ祝うか」でした。乞うご期待。
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ジョークサロン快鳥
曽田英夫
2019 年のご挨拶
新年明けましておめでとうご
ざいます。ジョークサロン同人・
読者の皆様には良き新年を迎え
られたことと思っています。
今年は平成元年 7 月にジョークサロンが発足してか
ら 30 年を迎えます。今年中に 30 年を記念した行事な
どを企画したいと思っています。
野本変集鳥が一番長く、小生は 10 月に 30 年となり
ます。小生の経験で言わせていただきますと「（ジョークサロンに参加するようになったことで）人間が変わ
った」と思います。ジョークを言うことは人と人との潤滑油と感じるようになりました。
今年からはついに隠居しますが、ジョーク道は引き続き続けていきたいと思っています。
昨年、小生はＮＨＫ大阪放送局の「ぼやき川柳アワー」登場目標を 5 回と宣言しましたが、9 回全国放送を
していただきました。また、「夕刊フジ」のビジネス川柳は 5 回の目標に対して 3 回であったことは残念に思
っています。今年も同じく 5 回ずつを目標にして頑張って行きたいと思います。
最後になりましたが、本年も三役を中心として頑張って行きますので、皆様にはジョークサロンが更に盛り
上がり増すようにお願いして、ご挨拶とします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
それでは、読者の皆様、サロン同人の皆様から頂きました年賀状から抜粋しましてご紹介します。

香野好勇
神奈川・藤野有樹
柴本和夫

福寿無量
謹賀新年

八十路超えかすむ下山の道しるべ
好太
いつも色々と御世話になり有難うございます

昨年は自然災害が多発し「災」の年でした。「災い転じて福となす」を信じ

今年は「福」の年を期待。新年号になれば、とても「平静」でいられません！
「ボーと」生きていると、チコちゃんに叱られますよ。なにかに「没頭した」生き方をめざしましょう！
今年の生活指南・・・ATM の実践
A・・明るいジョークで、笑いを誘う ジョークは笑いの調味料
T・・楽しいお酒で、生活にアクセント お酒は、適量でフェアウェイキープ
M・・前向きで、好奇心を豊かに 好奇心は、脳を活性化させる隠し味

瀧口庸行・孝子

頌春 平成の御代の幕引きが始まります。この先に新しい年号がやってきます。

◇新玉の年こそ迎え日々の好き日を胸に夢はふくらむ
（庸）
◇初春の平成の名残に点てる茶の茶筅の音に思い巡らす （孝）
平成三十一年己亥歳（つちのとゐのとし）元旦

高木正明

イノシシ折り込む 能活遊び 思案あれこれ 絞る字句

いい日旅立ち のどかな遍路 シニアの息抜き 舌鼓
今は平成 のんびり構え 新元号へと 仕切る春
祝い続けば 飲ん兵衛疲れ しけた財布が しぼむ春
佐賀・野田文雄 賀正 ことしも笑顔の多い一年でありますように 元旦
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東京・樋口七郎

あけまして、おめでとうございます 今年もよろしくお願い申し上げます。

節目の年を迎えました。体の節々は 78 年目です。

藤井敬三

鎌倉極楽寺・浜田頓坊 迎春 2019 土佐には「百笑」という街があります。ドメキと発音。
愛知・加藤勝彦

謹賀新年 本年も宜しくお願い申し上げます

印南博之

賀 2019

平井幸雄

あけましておめでとうござ亥ます。

切手・笑い ・・・ いつまでも

猪っとずつ猛進 猪口で猪こっと 猪口猪口酒を呑む 酔い年に･･･
皆様のもとに 亥の一番の 幸せが参りますように 皆様にとって 亥々年でありますように･･･

門口泰宣

謹賀新年

昨年を象徴する漢字は「災」。平成十六年に続く二度目の選定。その年は

過去最多の十個の大型台風の襲来と猛暑、おれおれ詐欺の多様性も挙げられており、正に歴史は繰り返す。
謹賀新年 いつもありがとうございます。

石井志津夫

東京・東省三

恭賀新年 よろしくお願いします。

佐藤忠恕

賀春 本年も宜しくお願いします

東京・高栄子

謹んで新春のお慶びを申上げます

英会話、日中友好中国語会話学習会、短歌、ジョークサロン、中国の歴史と文化を学び大田区民大学、東京
都や大田区のボランティア･･･ジョークサロンへは手書き文字のハガキを毎回投函していました。

東京・青木孝
‘平成“に何を残しますか
健やかな日々をお祈り申し上げます
新潟・佐藤憲雄
新年おめでとうございます 御報愛を感謝申上げ 今年もよろしくお願いします
京都・大石脩 賀春迎春
亥 平成 31 年 元旦
ワ～ライウだ～ライウだ～ 彼女の雷雨だ～ ワ～雷雨（笑い雨）だぁ～
お笑月の笑い雨 喜美

石代強

生（い）かされて野（の）山駆け抜け史（し）を綴る子（し）々孫々と年（とし）重ねゆく

神代京子 あけましておめでとうございます サロンにぎやかになりましたね。よかった！よかった！
海郷達人

今年もバードウォッチングや近場の探訪にでかけて、健康作りに努め、

ジョークサロンで皆さんに笑ってもらえるような作品作りに心がけたいと思います。

野本浩一

2019 年亥年
1 月1日
赤坂豊川稲荷
二十八番 半吉
笑運を願う心に応えあり
二八半吉我はニヤニヤ
初詣二八半吉出たからにゃ
神様そばをご馳走します
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埼玉・酒井典子

大変お世話になりまして有り難うございました。 “ものは付け”の柴本様にも

図書券やら郵送料をおせわになっておりますのでほんの少しですが、
感謝の気持を込めさせていただきました。

埼玉・和久井哲男

皆々様のすばらしいユーモア ウィット ジョークに只々感嘆の思いです。

何か投稿しようかとも思いますが、何か書く腕がちぢむ思いです。‘19 は年男で生れて七巡目となり二度目
のオリンピックを楽しみにしております。「猪突老進」の思いでもう少し先迄楽しみたいと思います。

神奈川・山中静代

ジョークサロン「平成小史」ありがとうございました。

長く続いていることに驚きました。
（変集鳥：平成小史はジョークサロンホームページで読むことが出来ます）

神奈川・高橋久夫
埼玉・石原義三

いつもクスリを有難うございます。餌代を同封しました。宜しくお願いします。
伝笑鳩いつも有難うございます。益々のご繁栄をお喜び申し上げると共に

変集鳥様変集協力様、快発・投稿グループ様皆々様に感謝致しております。
来年一年分郵送希望切手並に、貧者の一灯（印刷対応）同封致しますので、又、宜しくお願い申し上げます。

芝崎満夫

ジョークサロンに参加して初めての新年を迎えようとしています。

おもしろい企画をしているのですね。投票もインターナットにすると、もっと増えるのではと思いますが、
「切手」のことを踏まえると検討する余地はあるのではないでしょうか。

石田貴代司

私は妻の介護が・・・・苦労が続いています。

貴誌の HP 訪問者が 1 万人突破や見学来訪者が来られるなど、発展途上に感じられます。
おめでとうございます。変集鳥の功績が大なのでしょう。

東京・神山徹

小生昨年よりずっと病気勝ちで今に至るも回復しておりません。

週 1 のリハビリに通っております。耳が遠くて人様の言っていることがよく聞きとれません。女房とはケン
カ腰の会話となります。「さっき言ったでしょ！」なんてしょっちゅうです。

東京・佐藤晃一

いつも笑いをとどけてくれる伝笑鳩をありがとうございます。

定例会にも出席させていただきまして、皆様のインテリジェンスとヒューマニティーにあふれた作品群に触
れまして、私の品のないジョークは周囲に笑い強要していただけであったことを深く反省し、もっと格式高い
ユーモアを会得するため、まず心の修行に仏門にでも入ろうかと思案していた矢先、義母が重篤な状態となり
ました。一命はとりとめましたが民間老人ホームで寝たきりでおります。
義父母のなごみのためにユーモアはかかせませんでしたが、今度ばかりは歯を見せて笑える状況ではなくな
ってしまいましたので、しばらくジョークは封印ですが、気持のなかでは修行をつづけさせていただきます。
事情が許せるようになりましたら例会にも復帰させていただき、
また、
投稿もさせていただきたく存じます。

東京・菅谷信雄
伝笑鳩肺笑。投稿ものせて頂きありがとうございました。 来年もよろしく！
神奈川・木暮郁雄 かなざわ会会員の木暮といいます。「伝笑鳩」をお送り頂きたく、切手同封します。
千葉・岡部千代松 伝笑鳩の飛来を心待ちしています。どの作品も労作ばかりで、感心しております。
東京・高野勝江
いつも楽しみにしております。本年も宜しくお願いします。
青森・沼宮内春雄 伝笑鳩を元気に飛来させてください。19 年の作品を楽しみにしております。
宮城・片倉静江 伝笑鳩をお送り頂きましてありがとうございます。又どうぞよろしくお願い致します。
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福島・松山カオリ 作品がバラエティに飛んで面白く、頭の良い高令者の集団だと感心しております。
私も追いつかなくてはと少々心配になって参りました。今年もよろしくお願い申し上げます。

米谷二郎
伝笑鳩を一年間休ませて戴きましたが再読を開始致したく宜しくお願い致します。
宮城・宗田淳
2018 流行語大賞は「そだね」 ～ 伝笑鳩を読むと幸せ気分になるね!!「そだね」
伝笑鳩で腹の底から笑ったな!!「そだね」～!!

東京・石井赳夫

来年も伝笑鳩で笑うぞ!! 「そだね」!!アハハハハ

いつも素晴らしい作品と精力的な活動について、たっぷり記載された「伝笑鳩」

を荻窪まで飛ばして下さり、厚く御禮申し上げます。良い新年を心より祈り上げます。

不一

愛知・小西祥二 北国では、一気に冬となり雪がみるみるうち積ってしまったところもあるようです。
子供たちが、国語で「みるみるうちに・・・」を使った短文づくりをした そうです。
「やくるとみるみるうちにある」 ⇒ 「ヤクルト ミルミル うちにある」
これも○をもらえたのでしょうか。

菅谷信雄
＜夫婦の会話＞
私、バリ島の TV 番組を見始める。
妻「バリ島の人ってベトナム系なのかしら？」と、いろいろと話しかけてきました。
私、
「そういうのをバリ雑言って言うんだよ」
神奈川・浜田頓坊 －甘辛都々逸ほのぼのランドー《116》
《「鎌倉資主義」と「カヤック」という会社の発想法》
◇ 鎌倉小町の 「カヤック」という ネット広告 上場社
◇ 投資する気は まだまだだけど 元気発想 面白さ
◇ どうも哲学 プラグマチズム 人を集める 力持ち
◇ まずは小さな ことから始め 人やアイデア 集め街
◇ スピード社会に 元気を与え チーム作りの よい手際
◇ 多様性あり 輝く個性 特技生かせる 面白さ
◇ 一人独りが 輝く社会 衆人それぞれ 主役張る
◇ もっと楽しく オモロイ会社 無ければさっさと 創る策
神奈川・田中茂美
2018 年流行語大賞「そだねー」もっと国民の善悪共通概念上げたいね。「そだねー」
日本のルールは甘いね、ほんと。「そだねー」
例の東名高速あおり運転よ、「そだねー」

京都・大石脩

ダジャ連発

「2018 年の除夜の鐘はめっちゃ早くからだったね」
「ふ～ん。借る loss ゴ～～～ンてな感じね」

東京・稲葉浅治

川柳「話す」

片言もしゃべれぬ孫と会話する
年老いて猫と会話の日が増える

長野・松原伸伍

新発売『一斤 百万円の食パンです』
これを食べると一生笑いつづけて食べられる
のです。
『破顔一笑食うパン』

親を見て話をしてねお医者さん
他人には気軽に話す悩みごと
み仏と会話を交わす冬の寺

字をかけばへただまづいと恥をかき、やる気ができて今は幸せ
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柴本和夫

言葉の研究

世相と「今年の漢字」の研究～新駅の名前は、カタカナ語がナウイ

・災 ⇒ 様々な「災」が発生の年。 地震・台風・酷暑・豪雨等の自然災害
来年は、災いが転じて、福と為すことを期待。新号には「福」の漢字あれ
・貴 ⇒ 様々な「貴」が登場した年。貴乃花一家の今年は、「災い家族」であった
世間では、これを、タカ（貴）＆トシ（年）と称する
・平 ⇒ 様々な「平」が話題になった年。大谷翔「平」、小「平」奈緒、安田純「平」
来年は「平成」ではいられない・・「平静」ではいられない年となる
・山手線の新駅は、「高輪ゲイトウェイ」で、日比谷線の新駅は、「虎ノ門ヒルズ」
そう言えば、東京テレポート駅・東京スカイツリー駅・越谷レイクタウン駅もある
・ジョークサロンの会場がある、神田に新駅が出来たら、どんな駅名になるでしょう
「神田ジョークヒルズ」 または、「神田ジョークゲイトウェイ」が有力です。
神代京子

はめ字

ことほぎて～ふくわらい

青 あ こ き よ

春 や ふ 明 う

い お と 年 き

の わ く る ふ

て ぎ ほ と こ

い ら わ く ふ

ん 見 ぎ な と

ち か ら 集 皆

空 る て れ 多

日 な い う で

小宮三千夫

俵万智｢サラダ記念日｣より 2
◇まっさきに気がついている君からの手紙いちばん最後にあける

◆まっさきに気がついている JCB からの手紙いちばん最後にあける
（アマゾンでついつい買ってしまったあれやこれ。明細書を見るのが憂鬱）
◇思い出の一つのようでそのままにしておく麦わら帽子のへこみ

◆忘れたい思い出金もなくそのままにしておくクルマのへこみ
（後悔先に立たず）
◇二週間先の約束嬉しくてそれまで会えないことを忘れる

◆二週間先の約束嬉しかったが一月後にもついに思い出せず
（老人の愛）
香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳「青き日々ヨット駆け抜け夢の中」
悪友と何の因果か隣組
寿命伸び冬の景色もピンク色
除夜の鐘日産からの感謝状
イチニッサン一気にゴーン吹き飛ばす
つい過ぎて廻らぬロレツ演歌歌手
力失せ金使い果てラストラン
茜空今日に感謝し明日を待つ
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）元検事 入管法に 黙秘する （１１月２９日朝日川柳掲載）
２）ソンして得とれ
ソフトバンク株上場
３）信任を肝にメイじます
英首相
４）その缶詰は安価で栄養満点
サバリーマン
５）民営化 蛇口ひねれば 蛇が出そう
６）万博開催でまんぷく感の大阪人
７）聞かず添わず答えずの三ずの化けの皮
８）空母と名乗らないデクノボウたち
９）ゲートウエイで議論タｶｹナワ
10）サブ扱いではない北島三郎の紅白出場
吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「卵酒」

こ百合のひとりごと 「発見」
幸 い 、駅 近 に 住 ん で い る の で 、普 段 の 買 い
物 は 駅 前 、 ま た は 駅 ビ ル 内 ス ー パ ーで 済 ま
せる。
先 日 、駅 か ら 少 し 離 れ た 商 店 街 を 散 策 。小
さな八百谷さん、お肉屋さんがチラホラ。
昭和時代に戻ったような感じ。お値段もお
手頃。
スー パー よ りも 安い 。 新 し い 発見 を求 め
て、また散歩してみようかな？

平井幸雄
亥の字亥ろ亥ろ辞典
2019 年の干支は亥である。最近人家に出没するイノシシの話題があった。そこで、「ヒライ 信」の紙
面に亥のつく漢字を集めてみました。まずは、亥の 4×4＝１６文字を集めてみました。

亥年いろは歌 by 平井幸雄

鎌倉＠若狹芳生 ■師走にまつわる創作漢字
① 「師走」
② 「有馬記念」
③ 「樹氷」
④ 「風疹」
⑤ 「湯豆腐」 ⑥ 「流氷」
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片岡 隆
小笑いと昔歌
ファーウェイ（Huawei）か。聞いたことなかったな。
最初は、ゴルフ場のフェアウェイのことかと思ったよ。
ファーラウェイとも聞こえるな。そう言えば、子供の頃流行った曲があったなぁ。
『黄色いリボン』 She Wore a Yellow Ribbon、監督 ジョン・フォード、
主演 ジョン・ウエイン、(米) 1949 年制作 の同名の主題歌。もとは民謡。
♪Around her neck she wore a yellow ribbon
She wore it in the springtime
And in the month of May. hey hey
And if you asked her why the heck she wore it
She wore it for her lover who was far,far away
Far away far away … ※歌詞が若干異なるバージョンもある。
阿部博

川柳

と 超短篇小説

奥付に平成残す日記買う
ホームアローンいつものようにクリスマス
高輪ゲートウェイ丸く描けない山手線
（変集鳥：ジョークサロンのホームページで
「ジョークサロン 平成小史」をご覧下さい）

大鳥羽裕太郎

＜幸 裕 (=交友) 録＞

地球上で最後に残っ
た男が、ただひとり
部屋のなかにすわっ
ていた。すると、ド
アにノックの音が･･･
フレドリック・ブラウン
「ノック」をパクる

＜頓珍漢な会話＞

◆「ＧＡＦＡ」
(幸) ＧＡＦＡって知ってるか？
(裕) 米国のＩＴ大手４社グーグル、アップル、
フェイスブック、アマゾン・ドット・
コムの頭文字を並べた造語やろ。
(幸) そや。でも会社は結構古くからあんねん。最古のアップルは 1976 年、アマゾン 94 年、
グーグル 98 年、フェイスブックは 04 年の誕生や。
アップルは、今年 8 月時価総額が 1 兆ドルを越えたんやて。
(裕)笑いが止まらんやろな。まさに「ガファファ」や！

曽田英夫
狂歌 NEW 門
● 明るい明日 希望の未来
五輪来る 万博も来る 生き抜こう 明るい明日 希望の未来
名古屋まで あっという間に リニア着く 明るい明日 希望の未来
後少し 隠居が出来る ゆっくりと 明るい明日 希望の未来
● 笑う人には 幸せが来る
居酒屋で 笑い上戸が ２人酒 笑う人には 幸せが来る
寄席へ行き 一杯飲んで 大笑い 笑う人には 幸せが来る
職場では おやじギャグでも ついてくる 笑う人には 幸せが来る
● いいと思って 継続をする
狂歌でも 川柳さえも 自己流で 良いと思って 継続をする
携帯も スマホでさえも 興味なし 良いと思って 継続をする
エレペーター 乗らず階段 登ってる 良いと思って 継続をする
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佐藤忠恕

○ お蔵（入り）百人一首（小倉百人一首もじりで今年の出来事を詠う）

銀座にある区立泰明小で新たに決めた制服がアルマーニだったので、賛否両論に一般庶民が詠める

泰明小 決めた制服 アルマーニ 銀座と聞けば 腑に落ちにける
（本歌 かささぎの 渡せる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける 中納言家持）
横浜の振袖レンタル業者が夜逃げしてしまい、成人式で新成人が大泣きして詠める

もろともに あはれと思へ 新成人 晴れの日、他に 着る着物なし
（本歌 もろともに あはれと思へ 山桜 花よりほかに しる人もなし 前大僧正行尊）
歴史的な米・北鮮のトップ会談にも拘らず、ミサイルや核の廃絶交渉は進まない現状に日本国民が詠める。

春すぎて 夏も来たのに 進まない 北鮮の核 ミサイル廃止
本歌 春すぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山 持統天皇）
多くの医科大学で入試不正が明るみに出てしまったことに、入試選考委員の一人が詠める

上げ底は ばれるものとは 知りながら なおうらめしき 入試手加減
（本歌 あけぬれば 暮るるものとは 知りながら なほうらめしき 朝ぼらけかな 藤原道信朝臣）
大阪富田林署から脱出した樋田容疑者が長期にわたり逃亡しており、途中出会った旅行者が詠める

巡り合って 見たがそいつと 分かぬまに 雲隠れした 樋田淳也かな
（本歌 めぐりあひて 見しやそれとも わかぬまに 雲隠れにし 夜半の月かな 紫 式部）

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.329 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》
ややこしいから 質疑は中止 一強勝手な はぐらかし
水に流せぬ 水問題で 民間任せの 水道法
移民ではない 異民を入れて 3Ｋやらせる 実習生
観光だったら 楽しい日本 仕事だったら 地獄かも
アベノミクスも 不作が続き ばら撒き外交 成果なし
土砂も民意も 辺野古の海へ サンゴ・ジュゴンも 泥まみれ
ムンクの叫びや 民苦の叫び 聞く耳持たない 国の耳
ソフトバンクが パンクの騒ぎ 電話探して 要る小銭
コストカットで 手柄を見せて 上がりをポッケに 入れるゴーン
木枯らし吹かない 関東地方 だけど来ました 冬将軍
田町～品川 短い隙に 長～い「高輪ゲートウエイ」
はやり言葉が 今年も湧いて 「ソダネー」できまった 流行語
「災」の付くこと 再三多発 今年の漢字が またも「災」
野本浩一 お写落日記 【楽しみは昔のゲーム掘り起こし 皆で楽しみ盛り上がるとき】
2018 年は温故知新の年となった。と言っても道理や知識の学習とか勉
強といったことではなく、遊びの世界でのことである。もう少し分かり
やすく言えば、かなり昔に遊んで長いこと放置していたゲームを引っぱ
り出して、子供たちに教えて楽しんでもらったということである。
仕事ではあまり使うことがなかった（かもしれない）右脳・左脳を駆使
して、ボランティア活動のゲーム講習に励んだ。今年は年間 15 回のゲーム講習依頼を受けた。有り
難くも新年早々にも声がかかっている。笑得倍増になれと祈願している。
子どもらの「ノモト先生ありがとう」 その一言で元気百倍
ジュニアからシニアの方まで楽しめば

我がボランティア意義有り異議無し

楽しみは年末遊ぶひとときに 笑顔溢れて賑やかなとき
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★2018 年 12 月 19 日例会参加者（到着順）

12 名参加

高木正明、野本浩一、平井幸雄、尾垣聡子、片岡隆、佐藤忠恕、海郷達人、小宮三千夫、
柴本和夫、門口泰宣、阿部博、橋本康平
＊2018 年最後の例会は通常よりも一週間早めての開催でしたので、都合が重なり欠席の方が増えてしまいまし
た。12 月は第 3 週に実施していますので、早めのご予定確認をお願いします。
＊曽田快鳥が休養（急用じゃありません）のため、欠席。平成３年以来の欠席とか・・・・。
快鳥欠席で賑やかさ
に欠けたような気が
しましたねぇ。

★2019 年 1 月 5 日新年会参加者 20 参加（太字は初参加）
阿部博、大鳥羽裕太郎、尾垣聡子、奥村篤史、海郷達人、幸崎雅弥、小宮三千夫、佐藤忠恕、志賀明、芝崎満夫
柴本和夫、曽田英夫、高木正明、野本浩一、橋本康平、橋本豊、東省三、藤野有樹、御手洗克裕、森昤二、
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）
2 月 27 日（水）
千代田スポーツセンター
７階第 2 集会室
3 月 27 日（水）
千代田スポーツセンター
予定
4 月 24 日（水）5 月 23 日（水）、6 月 27 日（水）・・・30 周年記念会合を計画中です
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 12 月 10 日～1 月 7 日
切手： 小西祥二、石田貴代司、米谷二郎、田中茂美、宗田淳、石井赳夫、田中惇介、木暮郁雄、
佐藤晃一、高橋久夫、神山徹、高畑静子、山口栄子、石代強、片倉静江、沼宮内春雄、岡部千代松
稲葉浅治、菅谷信雄、和久井哲男、酒井典子、上脇立哉、大鳥羽裕太郎

カンパ：高畑静子、石代強、浜田頓坊、岡部千代松、大石脩、酒井典子、森昤二
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。
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