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今月の一笑

伝笑鳩
＊＊令和元年ジョークも新規 心機一転笑稼働 ＊＊
令和初の年末年始です。どうぞ皆様体調管理に留意
の上、笑い溢れる日々をお過ごし下さい。

やまとたけ の ちょっとだけ
★美しくも、はかない「女の一生」
モウ バーサン（モウパッサン）
★近い将来、田舎の行政を担うのは
痴呆じじい隊（地方自治体）
東京・山田武彦

さて、年明け早々に「新年会」を開催します。 2020 年 1 月 4 日（土）12：00～15：00、会場はい
つも二次会で利用している神田駅西口の居酒屋「はなの舞」です。
関東地区の方には会場の地図入の案内を同封してますので、奮ってご参加下さい。会費 4500 円です。
（ものは付けコーナー下段にミニ案内あります）
また、今号には「2019 年の一笑」投票用紙を同封しています。1 月号から 12 月号までの笑品 12 点か
ら、お気に入りを 3 点選んで○をして、変集鳥宛に送付して下さい。ファックス、メールでも応募を受け
付けています。投票は記名式です。1 月 3 日までに到着するようにお願い致します。
それでは、今年最後の伝笑鳩をどうぞご笑味下さい。そして良い年越しをお迎え下さい。
なお、新年最初の例会は会場の都合により、1 月 29 日（水）となります。
広島・香川信子

いつも楽しく読ませて戴いてます。今回十二月の伝笑鳩届いてすぐに

阿呆リズム・・・替歌（せんせい）を大声で歌い上げました。ヨシッ!! 会の益々の御発展お祈り致します。

愛知・気晴亭：加藤勝彦 今年一年毎号笑いを届けて下さり誠にありがとうございます。
入院中の猫大好きの友人の奥さんに 60 枚入りハガキ入れにネットから取り出した笑い猫写真を作製中。
中々面白くて自分でも笑ってしまいます。

神奈川・亜郁こと木暮郁雄 「伝笑鳩」の送料お送りします。いつもお世話さまです。
神奈川・山中静代 いつも楽しい伝笑鳩をありがとうございます。引き続きご郵送をお願いいたします。
東京・高栄子

私の先輩 82 歳・・・先輩は余生を 1 人で過ごしたくない・・・というのですが

（介護だけを求めてられないと）悲愴でした。麗しい愛（情）を求めるのは難しいのか？
自分を魅力的に磨くことと話題におしゃれなセンスを持たないと人はすぐに老いるのですよ。

東京・藤野哲康

これからもよろしくお願い致します。健康でがんばっていきましょう!!

埼玉・石原義三

令和二年分会費送ります、残り、些少ですすみませんが印刷代対応同封致します。

東京・樋口七郎

相変わらず映画三枚（？）で今年も今日（１２月３日）現在 226 本観ております。

印象に残っている映画は「橋のない川」「三丁目の夕日」「阿修羅のごとく」です。
作品をお送りします。またハトのエサ代もお送りします。

師走来て クリスマスあり 紅白も 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

秀逸笑

ものは付け

第 227 回の題 「反省してますと思うものは」

朝寝坊して朝食抜きの主人の送り出し
千 葉

皆合 かず子

（私の趣味は朝寝坊。毎日が朝食抜き）
金笑

全英で優勝の快挙ながら、最終戦のミスで賞金女王を逸したシブコ

銀笑
銅笑

麻生さんの曲がった口が、まともに直った時 （曲がったことが嫌いなんです）
カレーの無理強いをした先生が、ハヤシライスの御馳走でお詫び

神奈川 大鳥羽 裕太郎

（流行語になった「笑う女」はシブコ」～「笑う女のシブコ」の活躍に、ジョークサロンから金笑）

埼 玉
熊 本

高木 正明
松野 信夫

（カレー事件は、ハヤシ真須美。「ハヤシもあるでよ」は南利明。 「私のカレーは左利き」は麻丘めぐみ）

小笑
夫のハンカチを便座カバーと足拭きマットと一緒に洗いたくなる気持ち
おねえさんの「おとなになれば、あなたにもわかる」に迷わされちゃた
ズバリ子育て！プラス亭主育ても （この亭主にしてこの子あり）
スマホに替えたら、手も足も出ず （スマホなんてガラ系にもないことを）
ダイエット中の食べ過ぎ
（甘い誘惑に弱い妙齢の私です）
見栄を張り過ぎて、ガマ口が空に （三重に生まれ、見栄で育った私です）
もっと甘口で、色気や香りの漂うジョーク作品を （脱加齢臭をめざす）
食器洗いが雑だと言われた時（年金で食洗器を買ったので大丈夫）
飲み放題と思って、割高な酒ばかり飲んじゃった （私の名は重よく剛を制す）
毎度断念する断捨離 （何度も、毎度も、変集鳥のトライです）
重複・類似の作品

埼 玉
東 京
埼 玉
神奈川
千 葉
埼 玉
神奈川
東 京
埼 玉
東 京

北沢 正嗣
阿部 博
酒井 典子
藤倉 由紀子
吉永 こ百合
石原 義三
浜田 頓坊
稲葉 浅治
佐藤 重剛
野本 浩一

①反省するは猿なり：日光江戸村の猿（吉永こ百合・志賀明） 猿回しの猿（樋口七郎）
②親子孝行の後悔： 親孝行したい時に親はなし（岡部千代松） 親への感謝と先祖供養（藤野哲康）
いつまでもあると思っていた親と金（酒井典子） 親の命日に忘れた墓参り（海郷達人）

③桜を見る会：見に行かせた人、見に行った人（阿部博‣樋口七郎） 案内状を破棄したこと（野本浩一）
④酒飲みの弁明：三日続きの午前様（海郷達人）ひどい二日酔い（稲葉浅治）

第 228 回の題 「セクシーと感じるものは」 （出題：小泉進次郎）
今回の締切は、1 月 5 日とします。前日の 4 日は新年会です。お待ちしてます。
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
新年会のご案内
＊関東圏の方には別紙同封の上、新年会のご案内を送っています。
2020 年 1 月 4 日（土）12：00～ 4500 円
はなの舞 神田駅前店
住所・千代田区鍛治町１-２-７神田駅高架下電話
０３－３２５４－９７８８
飛び入りも大歓迎です。是非ご予定下さい。
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鎌倉極楽寺・浜田頓坊

甘辛都々逸ほのぼのランド〈127〉

《「おめでとう」新年号らしい都々逸知恵袋をぎゅうと絞って特別版》
美事・魅せるよ みんなに見せて 道を極める 巳の年に （弥勒菩薩？）「み」が６。
パッと明るい 気分を乗せて 話上手の よい会話
長寿者は ヨーグルト・チーズに 納豆玉子 リンゴ・バナナに トマト好き
粋な神様 お願いポンと ホール・インワン もう一度
仮にだが 株価上昇 年率 26％ 10 年続けば 10 倍だ
電卓片手に 叩いてみると 6 年 4 倍 ウン確か
（だけどなあ－）
オシャマは可愛いい おじゃまはヤダネ 濁点一つで 真逆とは・・・
円楽師（匠） 「不倫とかけて出航の船と」（解く） で、その心は「航海（後悔）」とな
そうなんだ 「気持いい」には 自然の意味が 子孫繁栄 欠かせない（頑張って）
すそのより まくりあげたる 富士山は 甲斐でみるより 駿河いちばん （狂歌・詠み人しらず）
新年らしく「富士山」と「甲斐」と「駿河」だけを漢字で強調、書き替えてあります。
今年も良い年でありますようにー。編集の皆さんありがとうございます。感謝・感謝・・・。 極楽頓坊

東京・樋口七郎

イラン～アメリカ ばなし：

イランの大統領がアメリカの大統領に
「ウラン」を買わないかともちかけました。アメリカの大統領は「ウラン」は「イラン」と言いました。イラ
ンの大統領はそれでは「ウラン」は「ウラン（売らん）」と言いました。

東京・稲葉浅治

川柳「溜め込む」

笑われてストレス溜まる国訛り
忙しい貯金貯めるが趣味となり
溜め息を貯めてまとめて海に捨て

腰にひざ痛み溜め込む八十路過ぎ
夢のかけら溜め込む捨てるゴミ袋

長野・松原伸伍

ほんわか短歌

高齢者 はげまし合いの 旅楽し ガナリ節でも 元気いただく （筑北村一日旅行会）
人間は 話したい人 数多いる 話聞く人 ごくわずかなり
愚痴話 うなづき聞くの 疲れるが 自慢話は 更にしんどい
妻去りて 感謝のことば 言い足りず 花を供えて 静かに拝む
話し方 一つで運命 変わるもの 生涯かけて 学ぶ価値ある
夜中には 幾度か起きて トイレ行き 押さえ切れずに あくび出る日々
足弱き 我を想いて さわやかに 重荷を負いて 去り逝きし妻
太り気味 体重計に 驚いて 一食抜いたが すぐに無茶食い
家族には 余命わずかを 言訳に 食べたい欲を 押し通す我
情報を もったいないと 集め過ぎ 手狭の部屋は いつもごみ箱
日毎寒さがつのっているこの頃ですが如何おすごしですか。伝笑鳩 362 号をお送りいただき楽しく読ませて
いただきました。又皆様の投稿で大変元気を頂き有難うございました。今回又短歌をお送りしますので、よろ
しくお願いします。スタッフの皆様の御尽力に敬意と感謝をささげ御健康と一層のご活躍を祈念しています。

若狹芳生＠鎌倉
① 三角

■ またまた大相撲の創作漢字
②四角

③国技館

④ウォシュレット（温水便座） ⑤牛若丸
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山田武彦
やまとたけ の
ちょっとだけ
ひ弱な体にコンプレックス。徴兵逃れてみじめ由紀夫（三島由紀夫）
油壺で心中失敗、自分だけ生き残ったださい治（太宰治）
花でちらかしてもルンバにおまかせ掃除機じーさん（正直爺さん）
名曲「イパネマの娘」を演奏する印旛沼の娘（?）
榊原金市

男子トイレの張り紙
女性のおしとやかさに比べて、男は元来「やんちゃ坊主」です。こんなところにも「やんちゃ坊主」振りが
あらわれるものです。それを「和歌」の美しい音律に乗せて文学的な表現を試みてみました。

[品格版]

急ぐとも
急ぐとも
急ぐとも
急ぐとも
[品格ロスト版]
急ぐとも
急ぐとも
急ぐとも

心静かに 手を添えて 外に漏らすな 松茸の露
外に漏らすな 吉野山 桜の花も 散れば見苦し
慌てず騒がず 今一歩 前に進めば 花も散らずに
太極拳の 技ごとく 雅にたおやか 呼吸を整え

香野好勇（こうの好太）

好太川柳

（会社トイレ）
（公衆トイレ）

あれやこれやが 目に浮かび 思い出しては 中々終わらず
寒さでしっかり 厚着して 引けども押せども 出ては来ぬかな
チャックが噛んで 悲鳴上げ 足踏みしながら 天井を見る
フォト川柳 「猛台風去って一息台場門」

医者に行きうっかり病名聞き忘れ
ダイエット下がらぬ計りソッと蹴る
食べたいな負けるな痩せたいダイエット
人生の百がシルバー走らせる
ＩＯＣ小池飛ばしてオフロード
新外相言葉のシッポつままれる
エネルギー不足カバーの酒ビール

門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）米のカンコクを受け入れた GSOMIA
２）寄り道したって別荘もないよ 森田知事
３）花を見る会招待者名簿の破棄違い 内閣府
４）鳩山首相当時 J サロンも招かれたが 批判は免れたっけ
５）不規則発言はお野次ギャグか 安倍総理
６）インドアで過ごして下さい ニューデリー
７）進退検査に不合格の辞任大臣
海郷達人
ショートジョーク クビの差
行きつけの飲み屋のカウンターで独り飲んでいると、隣に座った中年の男、ちょっと不景気なその顔が
気になって、「どーしたんですか」と聞いてみると 「実はさー」と始まった話は、次のとおり。
こないだ会社をサボって菊花賞を見に京都まで行ってさー、ウマ買ったんだ。駆けたのは、大穴狙いでサ
トノルークス。勝ったのは武豊のワールドプレミア。でもね、惜しかったよ。だってクビの差なのよ。
その上、後が悪かった。どういうわけか、京都に行ってたのが上司にばれて、今度やったらクビだって、
えらくどやされちゃったのよ。おーい、ねーちゃん、もう一杯。
クビの皮一枚で助かった男の話でした。
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片岡 隆 古々米のどんぶり飯（古くて臭いし、かさが張りすぎとの苦情多し）
■コント（「いきなり」があぶない）
ア ところで、いきなりステーキって行ったことある？最近は、低迷してるようだけど。
ホ なんや、イキナリ。うまい立ち食い洋牛屋だな。アンガスビーフや。
ア 日本人だったらやっぱ柔らかい黒毛和牛だろ。おれは、柳生一刀流（菊池秀行の野
獣王の剣）のファンだし、野牛一頭食いたい。
ホ おれは、日頃から「噛むほどに味の出る人間になれ」と言っている。だから、
ビーフジャーキーでしょ、するめでしょ、鮭とばとか、だし昆布とか、鰹節とか・・・。
ア 人間は、マンジャーキーか？勝手にさらせ！話を戻すけど、イキナリっていう言葉
は、ハラハラ、ドキドキするよね。イキナリ「くび」とか「網走支店」とかさ。
ホ イキナリ人前で「セッ○○」は、すごいよ。セップンとかセットウだけどさ。
ア また戻るけど、「いきなりしゃぶしゃぶ」はありかなぁ？
ホ 肉の取り合いで、お湯をかけ合ったりしたら危ないぞ。
ア それじゃぁ、「いきなり稲荷」はどうだ。まいったか。
■漏水事故

父がロウスイで死亡した。相当なお歳だからしょうがないよね。
いや、浴槽でうとうとしていたところ、上階の風呂から漏れた湯で湯舟が
いっぱいになり、溺れたらしい。
■さいとは何か 「お降りの犀は、ドアに挟まれぬようご注意ください。」だってさ。
犀も電車に乗るようになったのかなぁ？

吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「風の音 ～ 雲の様」 こ百合のひとりごと～ 秋の色 ～

～秋 の 色～
あきのいろ、いろいろ
赤、青、きいろ
みかんの色、りんごの色、栗の色
にぎやか。
木へんに赤は、もみじ
木へんに紫は、桔梗
木へんに黄色は、 な～に？
曽田英夫
狂 歌 Ｎ Ｅ Ｗ 門
● いつの間にやら 残りわずかに
この間 新年会を したばかり いつの間にやら 残りわずかに
カレンダー めくりめくって 一枚に いつの間にやら 残りわずかに
５月には 令和元年 はじまった いつの間にやら 残りわずかに
退職し 身辺整理 するはずに いつの間にやら 残りわずかに
● うれしくなって お酒もすすむ
今日も又 大いに笑い 二次会へ うれしくなって お酒もすすむ
忘れてた 懸賞当たり 届けられ うれしくなって お酒もすすむ
知人から 原稿依頼 電話あり うれしくなって お酒もすすむ
目覚ましが 要らず寝坊の 毎日で うれしくなって お酒もすすむ
● 軽いつもりが 大事に至る
人増やし 桜見る会 政治の具 軽いつもりが 大事に至る
犯人が 少女をつれて 自宅へと 軽いつもりが 大事に至る
馬鹿あほと 上司は部下に 言い続け 軽いつもりが 大事に至る
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大鳥羽裕太郎

＜幸 裕 (=交友) 録＞ ＜頓珍漢な会話＞

1. 「今日はめでたい３０号！！！」
(裕)おかげ様で、ジョークサロンへ入れてもろて、＜幸裕=(交友)録＞始めて 30 回になったで。この夏、
ジョークサロン結成 30 周年をお祝いしたように、ワテもささやかに 30 回を寿ぐで。
(幸)おめでたいやんけ。昔から「30 年の道も 30 号から言うやろう。」？？？
(裕)ワテ今 68 才やさかい、これから 30 年はチョットきついけど、まずはおめでとうや。
(幸) ジョークサロンは個性豊かなメンバーが集う＜ONE TEAM＞やなあ。
(裕) そやなあ、ワテもジョークサロンへ入れてもろて＜後悔などあろうはずがありません。＞
(幸) しかつめらしい顔した＜笑わない男＞もジョークサロンに来たら大笑いやで。
(裕) ジョークサロンの例会にも＜にわかファン＞にようけ来て欲しいもんやな。
. ２ 「シブコ(渋野日向子(ひなこ)選手)」大王製紙エリエールレデイースオープン大会で優勝！
(裕)お父ちゃん、またわてらのシブコが逆転優勝したで。国内 4 勝目やで。
(幸)ほんまや。4 週連続優勝に挑んだ鈴木愛選手と最終組の 2 つ前で回り、
鈴木選手の前に立ちはだかった感じやな。
(裕)いけいけの気持ちからか、17 番パー5 のティーショットを池にいれた鈴木選手に
対しわてらのシブコは池のそばまで行きながら踏みとどまってんで。
(幸)シブコ曰く「技量の面では全然差があるけれど、気持ちは負けないようにしたつもり」
(裕) そやな。スマイルシンデレラは今季最終戦で賞金女王に夢をつないだわけや。シブコはほんまにどえら
い選手やで。

平井幸雄

創作感字（そうさくかんじ）

大阪日本橋の「カジュアル割烹 shun」
にある「魚偏の珍漢字の謎解きテーブ
ルマット」が話題 になています。料
理を待つ間、そして食事中にも楽しめ
るこの漢字クイズ、オープン当初に料
理長 が考案したようです。

これに習って、私も魚偏の創作漢字
に挑戦してみました。魚は新鮮さが
大切です。今までにない 新しい感
じの漢字を作ってみました。ヒライ
流の旬な「魚偏の創作漢字」をご笑
味ください。
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魚偏の創作感字（魚ッチング）

芝崎満夫

笑いの笑解(紹介)

親戚篇 ：中学時代における従弟との思い出

彼の家に遊びに行った時
彼の家の周りは田んぼで、小さな小川があり、従弟とその小川に魚が泳いでいたので、
眺めていたところ、彼が頭から小川に落ちた。すぐ、引き上げたけど、同時に彼は他の子よりも
頭が重い（探究心が強い）のだろうとちょっと思った。
叔母（彼の母親）にそばにいながら落ちちゃった後免と言ったら、叔母からはいつもの
事だから気にしなくてもいいよとの事だった。この時彼の頭は重いのだと確信した。（笑）
現在彼の仕事は「大学教授」
今度は頭に知識を詰まって、やはり頭が重いと再び子供の時の重かった頭の事を再び
思い出し笑ってしまった。
笑いのポイント（笑点）
お：大（オ）人（知識の広さ＋重さ）になっても子供のとき（探究心の強さ+重さ）と変わらない共通点
も：も（モ）ともと重いことは変わらないけど、今は知識の重さに耐えているのであろうか
い：以（イ）前から彼の変わらない姿をみて微笑ましい。

阿部博
★桜を見る会

れいわ 川柳 ア・ラ・カルト
毒まわるサクラ咲くらん（錯乱）花の宴
テロリスト証拠隠滅ほくそ笑む
新しき御代寿て散る桜
★沢尻エリカ逮捕
立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は芥子の花
★祝賀御列（おんれつ）の儀
パレードや向かって右に人多し
＊妻は言った。「雅子さまを見るついでに天皇陛下を見るのよ」
スマホ手に押すな押すなの茶の間席
★庶民の「お言葉」
◆「なんてこった、肩こった。なんつったって、足つった。トホホ」（K さん）
◆「ローマは 1 日にしてならず。老婆もまた 1 日にしてならず」（N さん）
◆S さんが孫に聞いた。
「上野動物園、よかったね。つぎはどこへ行きたい？」
「したのどうぶつえん！」
「えッ？」 ＊「したのどうぶつえん」（あき びんご）は、駄洒落オンパレードの傑作絵本。
りんごりら、れいぞうこぞう、きりんご、わらいおん、かばなな、もしもしかもしか……。

佐藤忠恕 （きょうか あしたか）なんでも狂歌 no.3

◎ タピオカ人気沸騰に寄せて
● なんなのタピオカ
ブラジルで 生まれ育った キャッサバが 台湾に行き タピオカに化け
見た目では カエルの卵 タピオカが 何故に持てるの 世界のギャルに
タピオカと 渾名付けられ 浮かれたら 色が黒くて プヨプヨだとさ
●なんでかなのタピオカ
旨いのか 不思議な味の タピオカに ギャルが惹かれりゃ 男もなびく
タピるとは 流行語にも 選ばれた 今更ながら タピオカって何
沸騰の タピオカ人気に あやかった コンニャク飲料 じゃが澱粉も
◎ オリンピックに寄せて
●なんなの、なんでかのオリンピック
オリンピック 華と言われる マラソンが 北へ移った 謎は深まり
突然に 会場変わり 泣く人も 笑う人たち 選手に居らず
何故夏に 無理して開く オリンピック これもひとえに 稼ぎ優先
大金が 動く大会 オリンピック 金ではなくて 身体動かせ
オリンピック 創設以来 金権だ 旗から判る 金（かね）の輪五つ
●最後にお定まりのこの一首
タピオカは 東京だけじゃない 札幌にも それにつけても 金の欲しさよ
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こじままじこ (小島裕子)

マジックルクル回文：

冬支度に忙しくなる季節がやってきました。11 月は私の誕生月。毎年、誕生日に薔薇の花を贈ってくれる友
達がいます。薔薇の花を眺めつつ、今回のお題は「薔薇」、そして「地名-その 3」

薔薇・
ばら

地名その 3
」
小宮三千夫

ばらさるさらば
ばらあきすすきあらば
ばらゆしまでのでましゆらば
ばらさおにさしおおしさにおさらば
ばらなくいとせずせといくならば

(薔薇去る、さらば)
(薔薇、あ、キス、隙あらば)
(薔薇、湯島でのデマ、修羅場)
(薔薇、竿に挿し、雄々しさにオサラバ)
(薔薇泣く、意図せず瀬戸行くならば)

ちばつみなみつばち
ねりまのははのまりね
あさくさにきてびてきにさくさあ

(千葉、罪なミツバチ)
(練馬の母のマリネ)
(浅草に来て美的に咲くさぁ)

あいだみつお｢にんげんだもの｣より-4
どっちもやわらかいと混じってしまう
かたちをなすためには、
焼きを入れてかたくすることが必要
やわらかいことだけが
いいんじゃないんだよ みちお

勝てるやつがいるから
負けちゃうんだよな
みちお

１番はお金 ２番目は悟り
みちお
どんなぐちでも気持ちよく聞いてくれ
る人 その人はもしかして寝てるかも
しれない
みちお

柴本和夫

言葉の研究 ★能登旅行～北陸新幹線の不通・開通のアクシデントに遭遇～

①鉄道・温泉宿の変更が、都合 3 回余儀なくされた～その詳細とは
・鉄道の変更
北陸新幹線 ⇒ 米原経由北陸線 ⇒ 北陸新幹線
・温泉宿の変更
【富山】の温泉 2 泊 ⇒ 【福井】の温泉 2 泊
この都合 3 回の変更が、北陸の珍しい味を導く・・・3 回（山海）の珍味を味わう
②東尋坊での発見！帽子姿の中国人観光客が多い理由・・・そこは、唐人帽だった
③北陸新幹線の延長 （金沢⇒敦賀：2023 年春）により～北陸 3 県にそれぞれ温泉名の駅
・富山県＝黒部宇奈月温泉（既存） 石川県＝加賀温泉（新駅） 福井県＝芦原温泉（新駅）
④長生きしましょう！あなたの目標は、27 年後の北陸新幹線？ それとも 18 年後のリニア？
・北陸新幹線の最終延長計画 （敦賀⇒新大阪）は 2046 年（令和 28 年～27 年後）
・リニアの開業スケジュール
先行開業 （品川⇒名古屋）は 令和 9 年～8 年後
終わり（尾張）は名古屋でない！ 全線開業 （品川⇒大阪）は、令和 19 年～18 年後

★雑の世相事象に関して
○沢尻エリカ逮捕に関する諸説登場
・鳩山元首相の衝撃発言（事実です）～芸能人スキャンダルによる、政府のスキャンダル隠し
・N 国党首の内部告発（フェイクです）～次回の NHK 大河ドラマの番組宣伝。プロモーション
○身から出るものは、昔はサビだった。 今は、サビではなく、クスリの陽性反応が出る
○笑う女と笑わない男 ゴルフ～笑う女 ラクビー～笑わない男 ジョークサロン～笑う女と男
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高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.342《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

さくら見る会 飲み食い公費 ポチやサクラや お友達
ボスの悪知恵 血税使い 己が名を売る 花見会
招待名簿や 領収書でも ヤバイと思えば シュレッダー
ローマ教皇 核廃絶で 長崎・広島 ミサの旅
核の廃絶 出来ればいいが 疑心暗鬼の 舞う世界
禁止条約 批准はしない 世にも不思議な 被爆国
香港政府や チャイナにパンチ 民主派大勝した選挙
夕焼け空見て 孫氏が嘆く 投資損して 真っ赤っか
親が知らない SNS で 怖い世界に はまる子等
手抜き工事か ずさんな作業 ビルの上から 落下物
ヤクに溺れた 沢尻エリカ 大河ドラマに 空けた穴
競歩・マラソン 札幌移転 急の準備や 冬支度
佐藤重剛 （蓮田市の シュガー）

ば か ば な し （馬鹿噺）

ばか話をします。 なんでばか話かって言うと、バカが喋るからです。
何で ワシがバカかって言うと 、ワシの親父は馬太郎、お袋はシカ（鹿）。そんで、馬と鹿のかけ合せでワシ
が生まれた。そんで ワシが馬鹿なんよ ! ワシが生まれたのは、長野県 これホント。これホントと言うこと
はこれ以外は本当ではない。ワシの故郷は長野県、これホント、草刈郡稲刈村大字田植字干草、310-15 番地
ある時、兄貴から「お前、棚を作れ」と言われ、木の棚を作った。一週間ほどたったら兄貴が
お前の棚が落ちたと言うのだ。そこでワシは大声で文句を言ってやった。「兄貴 ❕ 棚に何か
乗っけたんだろう！？」って。
次にチョット 内緒の話、つまり 内輪の話なんだけど、アンタはセンスが悪いネエって言われて、扇子を団
扇にしたんですヨ。それに ワシはグループでの雰囲気に馴染めず、ワシが居ると白けちゃうんですよ。White
Kick ホワイト キック て言うんですかネエ ？ ワシは時々マグネチックの真似事を、あっ いけねえ また
間違えた、Magic と Magnetic を又間違えちゃって。皆さん ゴメンナサイ。
ところで、アンタ バカンスなどで、海外など行ったことないだろうだって ！
あるよ 在る 有る。 バカンス、バカンスって 馬鹿んすんなョ
海外って言えァ
熱海沖の初島とか、小笠原諸島の兄島、弟島、姉島、妹島とかね。だって、海の外でしょ。
でも、父島では、犬、猫が日本語で泣いていたネ。 ワンワン、ニヤオー って。

野本浩一 お写落日記

【楽しみは定年本の後書きで 独楽吟と巡り会うとき】

お気に入りの勢古浩爾氏の新著「続 定年バカ」（SB 新書）の広告が
新聞に載ったので早速購入熟読玩味迅速読了。読みつつクスッと笑える
文章に出会って、読後満足。電車の中で読んでいて笑ったので、前の人
が怪訝そうな顔だった。
なんとなんと最後の、あとがき---- 橘曙覧の「独楽吟」がいい、に
出会って嬉しさが倍増。小生のクスクス笑いは止まらなくなった。
勢古氏も読んだ新井満の自由訳・編・著「楽しみは」が手元にあるの
で、久し振りに引っぱり出して、その橘曙覧がしたためた５２首を再読
鑑笑。
あとがきには勢古氏が好きだという８首が記載されていたが、その中
の１首には納得の同感。
＊たのしみはそぞろよみゆく書の中に我と
ひとしき人をみし時
ということで勢古氏のエールに答えて、今日もまた良い一日を、元気に楽しむことにする。それだけでいい。
楽しみは気に入り作家の本読みて 得たりと感じ笑い出るとき
楽しみは気力体力財力が ほどほどありて元気でるとき
楽しみは安い居酒屋見つけては 友と出会いて酌み交わすとき
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★2019 年 11 月 27 日例会参加者

17 名参加

大鳥羽裕太郎、榊原金市、芝崎満夫、海郷達人、平井幸雄、高木正明、曽田英夫、野本浩一、阿部博
小島裕子、山田武彦、佐藤忠恕、佐藤重剛、小宮三千夫、柴本和夫、片岡隆、尾垣聡子
金鳥持参の
マスであり
ます。平成
22 年のもの

こ百合さん
まじこさん
11 月生れで
お祝い乾杯

今後の予定：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）
2020 年 1 月 4 日（土）
新年会
はなの舞
会費 4500 円
2020 年 1 月 29 日（水）
新年初例会
千代田スポーツセンター ７階第 2 集会室
＊第 5 週です
以降 2 月 26 日、3 月２５日、4 月 22 日・・・
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）2019 年 11 月 16 日～12 月 9 日
切手： 高栄子、藤野哲康、樋口七郎、石原義三、山中静代、松原伸伍、木暮郁雄、香川信子

カンパ： 片岡隆、浜田頓坊、石原義三、木暮郁雄
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、84 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.363 発行 2019.12.18
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・大鳥羽裕太郎・尾垣聡子・海郷達人・片岡隆・神代京子・桑原妙子・香野好勇・小島裕子
小宮三千夫・佐藤重剛・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
カンパ（会場代、印刷代対応）お願いします。鳩が喜び、
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（はーと）が感謝です。

