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＊＊＊＊２０１９年６月 No.３５６＊＊＊＊＊＊ 

            
＊＊さらば平成ようこそ令和 伝笑鳩は今日も飛ぶ ＊＊     

 ジョークサロンは本年7月に30周年を迎えます。 
 その30周年記念パーティー：～30年をふり返って～
を8月3日（土）12：00から、神田のレストランで開催
予定です。（現在会場調整中です） 
 ジョークサロンの発足当初から関係の深い方々や、読者の皆様でまだ例会に来られていない方々
そして現在サロンに集う皆様とのお祝い会にするべく準備中です。 
伝笑鳩第1号から最新号までの中から、100号、200号、300号他をふり返り、更には10周年、

20周年の頃を語り合ったりしたいと思います。 
また、読者の皆様からのお祝いの言葉なども頂きたいと思います。 
 
記念パーティーの案内は6月以降の伝笑鳩にチラシを入れて送り、出欠の確認をさ

せて頂きます。是非、是非多数ご参加下さいますよう願っております。 
 
さて時代は平成から令和に代り、昭和は遠くなりました。 

 
平井幸雄  4月例会で「平成」と書かれた文字が逆さまにすると、アレレ、アララ･･･「昭和」と
「令和」に読めますねぇ・・・と、さかさ文字（アンビグラム）が披露されました。 

 

 
石井志津夫（メッセ貝） ツアーバスで、群馬と長野の満開の桜を満喫してきました。 

群馬は赤義山南面千本桜、長野は上田城千本桜でした。メンバー40 名の中に、6人の伝笑鳩読者

がいて、感動しました。私が、奨めた人達ですが、その中の東京都の嶋田ご夫妻は 20 年にも及び

全頁を楽しみ、面白いものは、メモに残し活用しているそうです。うれしいですね。  

ご主人は、目下、世界の巡礼地を走破中で、多くの外国人とコミュニケイトの際、ユーモアを活

用していると。機会があったら、お話を伺いたいですね。 

 （★是非、是非嶋田さんのお話を30周年記念パーティーでお聞きしたいものです） 

新潟永林寺・佐藤憲雄    “伝笑鳩5月号”嬉しく拝しました。感謝感謝 合掌合掌 

東京・高栄子        ハロー！ 私は大忙しで･･･外資企業のためGWない私です。 

東京・樋口七郎       4月に印象に残っている映画は「嘆きの天使」です。 

キャバレーの歌姫マレーネ・ディートリッヒ・・・脚線美のシーンは心に残ります。 

（皆様いつもお便りありがとうございます。是非30周年記念パーティーに是非お越し下さい） 

 

 五月晴れ 鯉が泳いで 青い空 おおいに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】 

伝笑鳩 

今月の一笑 

誤変換：パソコンしょっちゅう 
・連休後の繁忙期は、暫く短気のア
ルバイトを入れます。 
  ひとはよく選んでくれ。 

・それによりM社との新取引につい
て狂獣に変身するそうです。 

あの連中は、みな狂ってる。      
     千葉・海郷達人 

この伝笑鳩をひっくり

返して、書かれた文字を

見て下さい。「平成」「平

成」と「令和」「昭和」 

と読めませんか？ 
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 しば選  ものは付け  第 220回の題 

 「ご苦労様と頭が下がるものは」  

 

 
 30年お勤めになられたあのお方（恐れ多くてお名前は控えます）    

 千 葉 海郷 達人  
【評】月光仮面のおじさんではないが、どこの誰だか、誰もが知っている。 

 
金笑  バッキンガム宮殿で微動だにしない近衛兵に     熊 本     松野  信夫  

銀笑  ゴーン捜査の警視庁猛者（もさ）の皆々様      神奈川     浜田  頓坊                       

銅笑  惜しまれもせずに散る桜田大臣に           千 葉    岡部  千代松 

小笑 

地下に7年潜伏、地上に出て7日の命の蝉         埼 玉   酒井 典子            

渋滞中のドライバーの皆様                神奈川   藤倉 由紀子 

日本に働きに来る外国人の熱意              東 京   野本 浩一 

こうべを垂れる稲穂                  高知 高橋満子／神奈川 志賀明  

   早朝一人で道路のゴミ拾いをしている人          神奈川   山中 静代                                         

    国や人の為に日々従事している人達            東 京   藤野 哲康 

    日本の守りの要 自衛隊（陸・空・海）警察 保安庁    埼 玉   石原 義三  

    夜中に3度もトイレに行く自分                     埼 玉   北沢 正嗣 

 肉体は借り物。今日まで永らえさせてもらった我が身に   埼 玉   酒井 典子 

     校長先生を支え実質的に＜学校＞を仕切っている副校長先生 神奈川   大鳥羽 裕太郎 

 

 上皇・上皇后になられたお二人～多数 

平成天皇・皇后両陛下 （藤倉由紀子・樋口七郎・藤野哲康・石原義三） 

上皇様ありがとう   （高橋満子・岡部千代松） 

ジョークサロン・ものは付け関連 

  伝笑鳩編集作業・笑品投稿の皆様 （吉永こ百合・志賀明・樋口七郎・石原義三・浜田頓坊） 

奥方・妻・女性・旦那様 

料理を用意してくれる妻（野本浩一・北沢正嗣）結婚50年の妻（樋口七郎） 

迷惑をかけている女房（藤野哲康）ご主人に付き合わされる奥方様（加畑高治） 

我が家の山の神（浜田頓坊） 

産みの苦しみに耐える女性（酒井典子・稲葉浅治）コツコツ働く旦那様（皆合かずこ） 

公共サービス 

郵便・宅配の再配達（吉永こ百合・藤倉由紀子）ゴミ収集や配達（高木正明） 

介護の皆様（高木正明）渋谷ｽｸｴｱの警察（稲葉浅冶）連休中に働くお巡さん（野本浩一） 

第 221回の題 「待ちどうしいものは」  （出題：夏休み～弘田三枝子）  

 今回の締切は、編集の都合で5月31日とします。 

今後は締切日を少し早めますので何卒ご理解をお願いいたします。 

 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 

秀逸笑 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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長野・松原伸伍     人生ほんわかほん和歌 

 

★スーパーに忘れた上衣戻ったが どこに逃げたか財布の金子 

★デパートの子供の遊び場ユートピア 見守るシニア昼寝の時間 

★トイプードルはしっぽふりふりお出迎え ひとり勝ちする床屋の人気 

 

東京・稲葉浅治   川柳   「我慢」    公僕はじっと我慢で出世する 

我慢する忖度するも宮仕え      オレ我慢ワタシも我慢五十年 

石の上三年持たず三ヶ月        おしゃべりが我慢できないバス旅行 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊 甘辛都々逸ほのぼのランド 120 

《「平成」お疲れ様。私しゃ、もう少し頑張りますよ》 

☆ 平成30年は バブルの始末 株は上がらず 事故多発 
☆ 「令話」時代に 期待をこめて まずは平和で あって欲し 
☆ スウェーデン スイスの小国 ピカリと光る 日本の未来を 想う国 
☆ 若い世代 どうだろ今は 引き潮時代に 細る夢 
☆ その昔 オッスその他の 若者ドラマ この頃テレビで 再人気 
☆ 笑顔・笑顔が 笑顔を呼んで 笑顔だらけの 極楽寺 
☆ 人生は 一度だけだよ 一瞬いつも 時間限定 笑い得 
☆ ちょい盛り マジック 話のテンポ うまく噛み合い 受ける快 

 

《「ヘノコ」辺野古と、騒いでいるが チト照れるなあー》 

☆ 「嬬恋（村）の土地を買いたい」 突然電話 中国人らし ほう来たか 
☆ 外人爆買い 日本の土地が 極めてあぶない 恐ろしい 
☆ 北海道 釧路・帯広 札幌・伊達や 小樽などなど 買い占める      
☆ 日本海側 港湾近く 中・韓買い増す 佐渡・対馬 
☆ 昔から 地目宅地で 現況道路 すったもんだで 裁判所 
☆ 町のため 相手弁護士 凹（へこ）ます理論 久し振りだが エイエイオ!! 
☆ 「和歌」に対して 沖縄「琉歌」 八・八・八・六 音四句 
☆ 「ヘノコ」辺野古と よくまあ騒ぐ 今じゃワシ等は むず痒い 
   （「ヘノコ」は広辞苑にもありますね。ヘツヘツ・ヘノコ） 
今回で120回。10年です。高木さんの334回には、あと20年近く頑張らなきゃあ。たいした記録です。よ

ろしくお伝え下さい。頓坊 

 

菅谷信雄       マンション長屋のアレ・コレ・ソレ・ナニ談義 
 
ジョンレノンの名曲「Come together」を聞いていたら妻が話しかけてきました。 
昨日、妻は認知症の母を訪ねました。 
認知症の母は、介護士から噛むことの大切さを指導され、妻が訪ねたとき、盛んに

口を開いて噛む噛むをやっていました。 
そして、妻にも一緒に噛む噛むやろうと言ってきました。 
妻：「まるで子供みたいで笑っちゃう」 
私：「これぞジョンレノンが歌っているカムtogetherだよ！」 
妻： ( ^)o(^ )  
 

大石脩            ダジャレ 一発！ 

「今日のランチは、大石シェフのスペシャルオムレツで～～す！」   

 「わぁー、おおいし・・・そう！」 
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海郷達人     誤変換：パソコンしょっちゅう変換誤り、とんちんかん・・・ 

 

営業部が出してきた資料を見ました。欲で汚いようです。 
     出し直させろ。 
正式の資料は、中村さんが明日自讃するようです。 
     あいつのことだからな。 
明日の営業会議、鈴木さんは結石なんだそうです。 
     そりゃ出られんだろう。 
その席上、成績査定で石川さんには社長の症状が出ます。 
     あの成績じゃあ、社長も頭が痛かろう。 

門口泰宣          阿呆リズム＆パロディ 

１）桜田”・ファミリア聖堂は大丈夫かな 

２）オーマンじゅう恐い  ゴーン夫人 

３）日産は中傷企業だ ゴーン前会長 

４）人の上に人を刷るのかね 福沢諭吉     

５）大阪はもともと水の都  維新の会 

６）自民党候補とかけて吉本新喜劇と解く 

その心は 極め付きがずっこけ 

７）読む人知らずが万葉集を買いに殺到 

８）♪あれよゴランと口出すトランプ♪  （大利根月夜） 

９）１億円もらって陸運に苦情  おおセコ選手 

10）セブン 言い分 嫌な気分 

11）日本との関係改善は悲韓的 文大統領 

 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.334 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

政治利用は まっぴら御免 イチロー断る 栄誉賞  
元号変えたら 支持率上がり ときどき変えたい 政権党  
栄誉賞から 元号・紙幣 何でも利用の アベ政治  
花見時でも 失言桜 ばっさり斬られた 桜田（義孝）氏  
馬が合わない アベ・プーチンじゃ 領土問題 闇の中  
真摯・丁寧・寄り添うなどや アポ電信じちゃ 救われず  
廃炉作業も 外国人に 徴用問題 起こりそう  
こども食堂 各地に出来て 高齢食堂 待つ孤老  
古い暖簾の スズキのクルマ ブレーキ不良じゃ もう乗れん  
手抜きだらけで 補修も利かぬ 賃貸アパート レオパレス  
高齢運転 やたらに事故が 病気・パニック・操作ミス  
春のムシャクシャ 遮断機壊し バスや列車に 当たるワル  
商標登録 チャイナに「令和」 日本酒まがいの 中国酒  
シャッター通りも 改元祝い 「令和」セールで 立て直し   
お色気まぶした 医事漫談の ケーシー高峰 黄泉の旅  
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松山カオリ  カオリエッセイ    夜更けの長唄 

 

 しばらく前の夜遅くNHKの「にっぽんの芸能」という番組で、20年位前に亡 くなられている人間国宝の

女流名人の長唄を聴く機会がありました。 

 長唄は日本に長く続く伝統芸能ですが、その中でも古い演奏には今の時代にない良さがあって素晴らしい演

奏が深く心に入り込んできました。 

 解説の先生も、かくしゃくとされた素敵な女性の先生でしたが、なんと私より４歳も年上のとのこと。これ

から本を書くとおっしゃられていて私もまだがんばらなければと思いました。 

 ところでその放送の中で、作家のカズオ・イシグロさんの名前と写真が 

忽然と映し出されました。 

 「本当だ、野本さんに似ているわ」 

 かつて伝笑鳩に野本さんが高校の同級生だった美女に同窓会で 

カズオ・イシグロに似ていると言われたと書かれていたことをふいと想い出したのです。 

 さすがは変集鳥、長唄をバックに映し出されカズオ・イシグロさんの姿がもう野本さんにしか見えなくなっ

てきてそうだ何でもいいから久しぶりに伝笑鳩に原稿を送らなければ、と思い立った次第です。 

 大分長い間、ごぶさたしてしまいましたが今後共よろしくお願い致します。 

 
桑原 妙子         【１０回クイズ】   おためしください   

10 回クイズは、あるフレーズを10回言った後に問題を出して、相手の「勘違い」や「間違え」
を誘う遊び。似たような言葉、言い間違え、勘違い、イタズラ、ひっかけ問題などがあります。 
【遊び方】 
「ピザって10回言って。」 
「ピザ、ピザ、ピザ、ピザ・・・ピザ！」 
肘（ひじ）を指差して「ここの部分をなんて言う？」 
「ひざ！」         「ブッブー、膝（ひざ）はここだよ。正解は肘（ひじ）でした。」 
本来は「ひじ」と答える簡単な問題です。 
始めに「ピザ」と10回言った為に、相手は「ピザ」と「ひざ」の「 
言い間違えを誘う問題」と思い込んでしまい、答えを間違えてしまいます。 
 
 「みりん」と10 回言って！ 
10 回言った後に   鼻の長い動物は？   キリン！ ブブー、正解は「ゾウ」 
 「わらび」と10 回言って！ 
10 回言った後に   おでんにつけるのは  わさび！ ブブー、正解は「からし」 

 

吉永こ百合（尾垣聡子）  はめ字「咲き誇る」    こ百合のひとりごと～石巻市～   

 
 
 
 
 

 
 
 

～石巻市～ 

石巻市を、いしのまき市と読めなくて、３回、

いしまき市と読んだ某大臣が、 

辞任されました。 

内田裕也さんだったら、ロックン ロール ！ 

と、叫ぶかなぁ ？ 
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米岡泰・南亭琴内      □どんでん返し備忘録  ■時事川柳 

 

ＮＴＴの無線専門家として我が国初の携帯電話を開発、マスコミの脚光を浴びる。その後、松

山、仙台、鳥取、大阪等の電話局長を歴任。その間に、船舶電話や災対電話や航空機電話の開発、

東南アジア諸国の移動電話導入にも携わる。国際会議では CCIR中心に移動通信技術の周知普及に

尽力し、国際規格等の統一にも携わった。 

  スポーツはボーリングでハイゲーム270、ゴルフで90、他にビリヤードなど、麻雀、ブリッジな

ど一通り。  日本笑い学会、ジョークサロンに所属し、月例会出席。 

 
 ★時事川柳いつの間にやら300句     ☆楽園は偽りのないサ高住 
★行く末は徘徊症？幻覚症？認知症？   ★要介護は 1 ｰ 17､3 ｰ 27､5 ｰ 36万になるんだが… 
★行先は 天国？地獄？後は朧(おぼろ)？  ☆散髪で頭は冴えてはっきりスッキリマッタリ～ 
☆断捨離は諦めではなく色気十分な岡目八目と～ 

 
野本浩一  お写落日記 【懐かしきGSソング流れれば 想い出す人失恋の時】 

 

 中旬某日夕刻、銀座・ケネディハウス前で学生時代の級友と

待ち合わせて、その彼の高校時代の同級生にして社会学者・稲

増龍夫氏と合流。同氏の著書「グループサウウンズ文化論 な

ぜビートルズになれなかったのか」を読んで面談を申し込んだ

のだった。（左写真：中央が稲増龍夫氏） 

 稲増氏が指定した会合場所は、かつて小生も何度となく出向

いたライブハウスだった。 

 現在その店の社長はワイルドワンズのリーダーだった故加瀬邦彦さんの息子さ

ん。お店はオールディーズの曲やGSの名曲のバンド演奏で、名前通りに今以てし

っかり加瀬ぎに加瀬ぎまくっているようである。 

稲増氏との初めての出会いで、懐かしい名曲の数々に再会し、青春の日々に遭遇

して忘れられない辛く苦い日々を残してくれたマドンナたちを想い出した。 

アー、アアア。僕のマリー、忘れ得ぬ君、亜麻色の髪の乙女、長い髪の少女、 

青い瞳、好きさ好きさ好きさ、君に会いたい、想い出の渚、愛のリメンバー、 

いつまでもいつまでも、夕陽が泣いている、真冬の帰り道・・・。 

青春の苦い想い出かみしめて 声あげ歌うGSソングよ  

五十年経っても歌う曲ありて 想い出してる涙の日々よ 

 

鎌倉市＠若狹芳生     ■４月の風物詩にまつわる創作漢字 

 

花筏         花見       花冷え       ハナマル      入学    

    
 
 
 

  先日は      に、見舞われた。 今日の      は、花びらが散りすぎて      を見る次第。 

   何ともついていないなぁ。なかなか     とは行きませんねぇ。 

    

   今年の      式は一年生７人を迎えました。復興の兆しが出て嬉しいです。 



- 7 - 

 

曽田英夫             狂 歌 Ｎ Ｅ Ｗ 門 
 
● 最後頑張り 力は尽きず 

あと２日 引退する日は 迫り来て 最後頑張り 力は尽きず   《祝 定年 祝 引退》 

このサロン ３０周年 近づいて 最後頑張り 力は尽きず 

宴会で 眠り始めた やつもいる 最後頑張り 力は尽きず 

● 気合を入れて 気持ちで勝負 

ラッシュでは 乗れそうにない 満員も 気合いを入れて 気持ちで勝負    

あの地震 帰宅するには 歩くしか 気合いを入れて 気持ちで勝負 

狂歌では 書いては直し 又直し 気合いをいれて  気持ちで勝負  

● 明るい明日 楽しい未来  

サロン来て 大いに笑って 盛り上がり 明るい明日 楽しい未来    

５時になり 仕事をやめて 家路つく 明るい明日 楽しい未来    

平成が 終わって令和 ５月から 明るい明日 楽しい未来   

寝不足に ならないように 早く寝る 明るい明日 楽しい未来  

 

萩原高行   福沢諭吉の開口笑話（英和対訳ジョーク集）飯沢匡現代語訳 

 

●護身用 

裁判長  被告は危険物たるダイナマイトを所持した故に捕縛されたものである 

ことを知っているね？ 

被告   裁判長！ これは私の仕事に必要なんです。私は本のセールスマンなんですが、 

これを持っている限り、人は私を二階から投げ飛ばさないんでして･･････ 

●それは無理 

セールスマン  奥様！ これはエンサイクロペディアと申しまして、何でも説明してあります。あなた様 

がお知りになりたいことについては、すべておわかりになるように書いてございます。 

犠牲者     私が知りたいことは何でもわからないことはないのね？ 

セールスマン  さようでございます。 

犠牲者     じゃ、うちの人が今朝の三時半までどこにいたか調べてよ。わかったら買うわ。 

 
元号が令和になり、新聞、テレビは毎日同じような番組･･･いささか食傷気味･･･そこで川柳 

「マスコミは令和令和でもうエイワ」     「平成が過ぎても気持ちは平静に」 
 
香野好勇（こうの好太）   好太川柳     フォト川柳 「茜空焦がれて令和明ける朝」 

春嵐吹いて桜の残花道          
痴話喧嘩いつもウヤムヤ仲が良い 
一ひらの桜お猪口で平泳ぎ        
病床の母の涙に月の影 
名月を愛でて桜が大クシャミ       
のんびりがやっと身に付きゃ百に伸び 
化け損ねゴンゴン狐観念し       
だからって人生百で御の字か 
社員さえ恥じ入るゴーン逮捕四度   

 天駆けた若き日青き波しぶき  
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平井幸雄             万葉仮名（真名仮名） 

新元号が「令和」と決まった。万葉集の「梅花の歌 32 首」の序文の「初春令月、気淑風和」 の

文言が出典とのこと。万葉集の和歌（約 4500 首）はすべて漢字(万葉仮 名を含め）で書かれてい

る。万葉仮名とは、日本語を表記するために漢字の音を借用して用いられた文字のことである。当 

時は、まだひらがなやカタカナがなく、すべて漢字で表記していた。真仮名（まがな）、 真名仮名 

（まながな）、男仮名（ひらがなを女仮名という）ともいう。 

  

 

 

柴本和夫          言葉の研究  新年号雑学特集 

248個の元号に使用されたは漢字は、わずかに「73」文字 

①使用回数の頻度が高い漢字～上位 6位 

 1位＝29回（永）、２位＝27回（元・天：2文字）、3位＝21回（治）、 

4位＝20回（和・応：2文字）、5位＝19回（正・長・文：3文字）、6位＝17回（安倍の安） 

②頻度6位の安倍の【安】を忖度した幻の年号案 

・安心・安全 etc ⇒ 究極の案は、「安晋（安倍晋三）」と「安恵（安倍昭恵）」 

・結局、「安」の字を使われず、選考は難航した。 

⇒ 令和、「安」ない、名は難航 （姓はオロナイ・名は軟膏♪のメロデイでどうぞ） 

③使用回数が一度だけの漢字＝31文字 （３１文字÷73文字＝42．5％） 

和銅の「銅」、建武の「武」、昭和の「昭」、平成の「成」、令和の「令」（3連続）etc。 

④和の頻度は 4 位の 20 回  次の和を、私待つ和、いつまでも待つ和（岡村孝子復帰も待つわ） 

⑤最長は昭和 64年、2位明治 45年、 ３位応永 35年、４位平成31年 

⑥最短は74日 鎌倉時代の「暦仁（りゃくにん）」～略人を連想させて不吉 

 ⑦令和と西暦と平成の計算式 

・令和から西暦へ  数字【018れいわ】・・・ 令和2年+【018】＝西暦2020年 

・令和から平成へ  数字【30】・・・・ 令和 2年+【30】＝平成32年  

オリンピックの開催は、令和2年で、西暦2020年、平成32年 （2が共通） 

 

    令和は令（れい）で始まり、和（わ）で終わる。ジョークサロンは笑（しょう）で始まり、話（わ）が続く。 

レトロな笑話（しょうわ）を楽しみ、おおいに笑おう～ジョークサロンで 
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大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞ ＜頓珍漢な会話＞  

＜セブンイレブン＞コンビニ営業時間論争！ 

<裕>大臣までしゃしゃり出て、＜セブンイレブン＞の営業時間を「24時間や」、 

「いや、深夜はお店を閉めて休憩時間とらへんともてへんで」と騒々しいなぁ。 

<幸>そやなぁ、そうかてワテ、この論争で何が問題かがようわかれへんねん。 

<裕>ようわかれへんねんていうと。 

<幸>そうかて、＜セブンイレブン＞ちゅうのは7時から23時まで営業して、 

その後8時間休むお店とちゃうの。 

 

＜新元号は「令和」＞！ 

<幸>新元号候補が5つ～6つある中、最後の方で出てきた候補やてな？  

<裕>そやなぁ、「令」は良い、素晴らしいという意味らしいけど、命令の「令」でもあるな。 

<幸>そうや。結婚式に呼ばれて夫婦で出ると、奥さんは夫の「令夫人」て言われるやんけ。 

<裕>確かに。いつもわてに＜命令＞ばっかりする夫人やからかいな？ 

   

小宮三千夫         俵万智｢サラダ記念日｣より６       

 

なんでもない会話なんでもない笑顔なんでもないからふるさとが好き 

⇒ なんでもない会話なんでもない笑顔なんでもないからふるさとが嫌い 

男には首のサイズがあることの何か悲しきワイシャツ売場 

⇒ 女には胴のサイズがあることの何か悲しきスカート売り場 

地ビールの泡（バブル）やさしき秋の夜ひゃくねんたったらだあれもいない 

⇒ 地ビールの泡（バブル）やさしき秋の夜ひゃくまんねんたったらひともいない 

焼き肉とグラタンが好きという少女よ私はあなたのお父さんが好き 

⇒ 焼き肉とグラタンが好きという少女よ私は焼き肉とグラタンが嫌い 

一枚の葉書きを君に書くための旅かもしれぬ旅をつづける 

⇒ 一枚の葉書きを君に書く前にライン３０通送る旅をつづける 

 

佐藤忠恕         ○ 同音異義川柳 no.20 

 

 ◎ いためるあいだ 

腹空くも 炒める間 じっと待つ 

失恋は 痛める愛だ じっと待て 

◎  しらんさいたか 

友人に 紫蘭咲いたか 電話した 

友人は 知らん、裂いたか 疑われ 

◎  てんかしたかと 

食品に 添加したかと 尋ねられ 

責任を 転化したかと 尋ねられ 

◎ もうじゅうみたい 
親分は 猛獣みたい 猛り立ち 
親分に 盲従みたい 諦める 

◎ たいかないから 

あの女優 大過ないから 長持ちし 

あの女優 対価ないから 引き受けぬ 

◎ きとくとなって 

親分の 既得となって 財を成し 

親分は 危篤となって 財なくす 
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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。 

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2019年4月16日～5月13日 

切手： 古賀数範、早川武、中村美紀、松原伸伍、白鳥進   

カンパ：大石脩、浜田頓坊、同巣会 

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。 

★2019年4月24日例会参加者 太字は初参加  16名参加 ＋二次会に初参加者あり  

桑原妙子、大鳥羽裕太郎、野本浩一、佐藤忠恕、萩原高行、曽田英夫、高木正明、平井幸雄、

尾垣聡子、山本雅保、柴本和夫、海郷達人、小宮三千夫、門口泰宣、米岡泰、松戸仁一 

＋高橋祐一郎 

＊ビートルズ大好き仲間の会に参加の山本雅保さんが初参加です。 

＊松戸仁一さんは嬉しい2回目の参加です。 

＊二次会から参加の高橋祐一郎さんは勤務が千代田区とのことなので、是非例会にも参加して

頂けたらと期待しています。宜しくお願いします。 
                                                                                                    

                          

伝笑鳩 No.356発行 2019.5.22             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・小宮三千夫 

佐藤俊一・佐藤忠恕・芝崎満夫・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・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・樋口七郎・若狭芳生 

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 

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） 

6月26日（水） 千代田スポーツセンター ７階第2集会室 

7月24日（水） 千代田スポーツセンター 予定 

8月3日（土）12：00～  30周年記念会合  

おって会場案内予定  

8月28日（水）、9月25日（水）・・・ 

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  

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/

