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＊＊＊＊２０２０年２月 No.３６４＊＊＊＊＊＊ 

            
＊＊子年にも笑い溢れる伝笑鳩 飛び立ち始め３０年余＊＊     

 ネズミ年、子の年を織り込む都々逸や狂歌が届きました。 

新年早々笑い転げております。  

高木正明   ネズミ年だよ ずいぶん生きた 皆に感謝の 年男（八十四歳） 

波木博信   ねんがじょう ずらりならべて みわたせば どれもこれもが しちふくじん 

浜田頓坊   子年祝って のんびりお屠蘇 桃源郷へと 獅子の舞 

石代強    年頭に 随所に描く 道しるべ どの道いくも 幸せはあり 

さて、年明け４日の新年会には昨年と同数20人の笑品開発担当の面々が 

勢揃いです。欠席の方々からのカンパも頂きまして、無事に終えました。            

 2020年はさてどんな出会いがあるでしょう。楽しみにしています。 

 
               

年明けて 新しい風 期待する 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】 

伝笑鳩 

今月の一笑 

   お写落日記・・・狂歌 
★好きな事すれば楽しい老後だと  

語るお方は生き生きと見ゆ  
★幼き日遊びし事が年を経て  

老年の日々楽しみとなる        
東京・野本浩一 
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しば選 ものは付け 第 228回   「セクシーと感じるものは」 

 

  

高齢者集団（ジョークサロンです）の永遠の青春 

                     埼 玉  酒井 典子 

（ジョーサロンは笑いと永遠の青春に満ち溢れた、セクシー集団。飲み会もセクシー）  

   

金笑  お尻ふりふりした、競歩の動き （競歩の別名はモンローウォークの競技会）  

  埼 玉  北沢 正嗣 

銀笑  犬猫の仰向け寝姿  （犬猫が無防備なのは、人間と思っているから）   

   神奈川  藤倉 由紀子  

銅笑  ジョークサロンの新微少女隊 （ものは付け熟女隊の S、Fさんも声援してます）  

 東 京   野本 浩一 

小笑 

 有名外人女優の名前の響き （名前を聞いただけで感じちゃうんです）   東京 藤野 哲康 

「猫なで声」とはよく言ったもの  （「犬なで声」にも感じましょう！）  埼玉 石原 義三 

縄文土偶のビーナス像   （古代倭人が誘う溢れるエロスの極致）    神奈川 志賀 明 

結婚式の花嫁   （花嫁はいろいろ～船に乗ったり夜汽車に乗ったり）  高知 高橋 満子 

階段を上がる女性  （階段を降りる女性にも注目しましょう）      千葉 海郷 達人 

遠くの湯けむりの奥に見える妻の立ち姿 （夜目・遠目・湯けむりの中）  熊本 松野 信夫 

初夢に登場した、官能的で豊艶な肉感美女（妄想と願望の世界の美女）   千葉 岡部 千代松 

海のような心の広い女優     （その女優の心はヒロインなんです）  埼玉 高木 正明 

≪セクシーが競演してます≫ 

「スマートなギャグ」と「駄ジャレ切り返し」（ジョークサロンの持ち味） 埼玉  酒井 典子 

 「南米のサンバ」と「スペインのフラメンコ」（絶妙な腰とおしりの動き） 神奈川 浜田 頓坊 

「ミロのビーナス」と「観音様」 （英語はスマイル、邦語は微笑）    東京  稲葉 浅治 

「叶姉妹」と「壇蜜」      （キーワードは、でかいとエロイ）   東京  樋口 七郎   

重複・類似の作品 

①芸能人：マリリンモンロー（吉永こ百合・樋口七郎・大鳥羽裕太郎） 美輪明宏（高橋満子） 

②誰々の○○：長谷川一夫の流し眼（藤倉由紀子）松本清張のくちびる（酒井典子）芸者の襟足（皆合かず子） 

氷川きよしの厚化粧（吉永こ百合）滝クリのおもてなし（大鳥羽裕太郎）シブコの笑顔（北沢正嗣） 

ピンクレディーのポーズ（吉永こ百合）布袋さんの太っ腹（志賀明） 短毛の大型犬（山中静代） 

 

第 229回の題 「なんでだろうと思うものは」  （出題：テツ and トモ）  

 今回の締切は、2月 7日とします。1月の例会が遅い為。お待ちしてます。 

   ＊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 

 

秀逸笑 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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２０１９年の一笑 決定 ！    柴本和夫 ＆ 大鳥羽裕太郎 同数一位 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                              左 柴本和夫   右 大鳥羽裕太郎  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            令和２年宜しくお願いしマウス：笑う顔には福来たる 

 

 

 

 

 

 

「２０１９年の一笑」開票結果：有効総数 72 

1月 小宮三千夫 20    7月 曽田英夫     8 

2月 柴本和夫  32     8月  平井幸雄    7 

3月 大鳥羽裕太郎 32  9月 阿部博＆小島裕子  26  

4月 尾垣聡子   16   10月 佐藤重剛      9 

5月 桑原妙子    11   11月  高木正明    22 

6月 海郷達人    13   12月 門口泰宣     19 

1位  柴本和夫、大鳥羽裕太郎 3位  阿部博＆小島裕子 

 

    
 2月  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） 
                柴本和夫 

3月 元気な日本の鉄道会社！ 
こんなん知ってるか？ 

◆全身で乗っても阪神(半身)電車 
◆初めて乗っても南海(何回)電車 
◆一日運休でも阪急(半休)電車 

      大鳥羽裕太郎 

新年会参加の方  々

上右 3位  阿部博・曽田快鳥・小島裕子 

中左：左から橋本・萩原・佐藤重剛・大鳥羽・森 

中右：左から山田・海郷・小島・高木・野本 

下左：左から柴本・小森・芝崎・門口・曽田 

下右：左から東・平井・尾垣・阿部・佐藤俊一 
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ジョークサロン快鳥    曽田英夫 

2020年のご挨拶    令和２年の取組みについて・・・ 

 

 新年明けましておめでとうございます。 
 ジョークサロンの皆様には令和初の良き新年を迎えられたこ
とと思っています。 
 本日は多くの方に集まっていただき、楽しい新年会にしたいと
思っています。 
 さて今年は 31 年目になりますが、益々にぎやかなジョークサ
ロンにしたいと思っています。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ますようにお
願いします。  
 考えてみれば、このようにジョーク好きが集まって毎月毎月作品を作って笑い合う会は日本広し
といえども、ジョークサロンだけであると思っています。 
 最近は笑う事は人間関係の潤滑油であり、なによりも健康に良いと言われるようになりました。
そのために会のみんなは元気です。 
  最後に社会への挑戦です。毎年申しあげていることですが、小生の方はＮＨ
Ｋ大阪放送局の「ぼやき川柳アワー」は目標を5回と宣言しましたが、途中で番
組が変り苦戦をしいられることとなり、結局2回、「夕刊フジ」のビジネス川柳
は 5 回の目標に対して 2 回で、「メンバーが揃い乾杯 6 回目」という結果とな
りました。 
  しかしながら「文芸所沢」に５句、初めて挑戦した「文芸埼玉」には１句掲
載していただきました。今年も NHK も夕刊フジも 5 回をずつと目標にして頑
張って行きたいと思います。 

今年もいい年となることを祈って、ご挨拶といたします。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

高齢、いや失礼・・・、恒例となっております皆様からの年賀のご挨拶笑介やお便りをほんの少し・・・ 

東京・高野まゆみ 「ジョークの宝箱」冊子をお送りいただいて、有難うございます。 

今年は、どこかでご一緒しましょう。よろしくお願い致します。切手同封します。 

 「信州も近くなったな～」     「昔からそばだ」 

  「お姉さん、粋だね」       「かえりです」 

  「お母ちゃ～ん、パンツ破れた」  「またかい」 

 

京都・久保三德  新年おめでとうございます。切手一年分同封・・・今年もよろしくお願い致します。 

面白いこと、ちょっとも頭に浮びません。政治屋のトップが腐っているためか、こちらの頭の老化のためか。 

神奈川・藤野有樹    ジョークサロンの皆様 令和二年の新年おめでとうございます。 

新年会のお誘いのお手紙を頂きましてありがとうございました。 

皆様盛大に楽しまれたことでしょう。皆様のユーモア楽しみです。 

高木正明         子年練る年 頭脳を刺激 見事成就の 年にする 

門口泰宣  バドミントンや卓球でメダルを沢山取る一方、八強の一角を占めただけで、ラグビー 

チームが丸の内を祝賀パレードするなんてはしゃぎ過ぎで笑えない。日向子スマイルが光っています。 

埼玉・石代強  いつもいろいろ有難うございます  まだまだ 暗チュー模索チューです 

長野・松原伸伍      謹んで初春のお慶びを申し上げます 

寒さの折柄如何お過ごしですか  昨年は私の句作をお励ましいただき 本当に楽しい一年となりました 

本年も一層の御指導の程 宜しくお願い申し上げます 

東京・樋口七郎       謹賀新年   伝笑鳩の益々のご発展を 
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愛知・杉浦康司 2019お陰おかげで古来稀なる歳に至る。髪・目・歯は劣化するも、顔だけは依然良好。 

プロゴルファーしぶこの笑顔に、おじさんは溶けてしまった。尋常笑学校は本校・分校大賑わい。ぜっ校長

の洒落も絶好調。病院関係者は静かにわらいます。「クスリ」ってね。 2020筋トレ、ほどほどの摂生、健全

な精神維持。全てはおいしい晩酌のために。 出しまくる。食べ物、知識、声、お金、笑顔。出せば良いもの

が還って来る。笑いの種まきを続けて行くとその内パーッと花が咲きます 

印南博之        ずっとおつきあいを！ 朝日さす・・のように 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  台風やおかしな事件の無い年でありますように。 

永林寺住職・佐藤憲雄  新年おめでとうございます  

 旧年中の御報愛を感謝申し上げ 今年もよろしくお願いします 

愛知・気晴亭・加藤勝彦  “笑” 旧年中は格別のご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます 

 本年も宜しくお願い申し上げます 

大阪・肥田二平  謹賀新年   皆様のご健康と ご多幸をお祈り申し上げます   

本年もどうぞ宜しくお願いいたします 

石井志津夫  謹んで新年のお慶びを申し上げます  「笑いの医力」にかけて・・・ 

東京・青木孝  “令和”に何を託しますか   お元気な日々を お祈りしております 

東京・神代京子   ”ジョークサロン充実しておめでとうございます。”  

介護・仕事に追われ、なかなか笑品も浮かびません。“心のゆとり”は大切と痛感してます。お元気で。 

神奈川・御手洗克裕  鳩のエサ代お送りいたします。引き続き、よろしくお願いいたします。 

埼玉・古澤史水 謹賀新年  いつもよませて頂き ニコニコしております 

千葉・岡部千代松   毎月「伝笑鳩」を楽しみにしております。ますますのご発展をお祈り致します。 

神奈川・阿部浩    ちっちゃなカンパです。 

東京・高野勝江  先日伝笑鳩を送って頂き誠にありがとうございます。大変にうれしく思いました。 

青森・沼宮内春雄 青森はこの時期（12/23）として珍しく積雪も少なくウォーキングは快適です。 

埼玉・酒井典子  いつも大変お世話になっております。本年もよろしくお願い申し上げます。 

宮城・片倉静江  毎月、ありがとうございます。伝笑鳩の飛来をとても楽しみにしています。 

東京・瀧口庸行   頌春 

れ・歴史に残る祝いごと 

い・何時か我が家に訪れる 

わ・我らの家にもそちらにも 

に・庭木の枯れ木に花が咲き 

の・野に咲く花も真っ盛り 

と・隣の家にもお宅にも 

し・信じられない幸せが 

を・おいで頂く客人が 

こ・今年もいっぱい背に荷物 

と・とてつもない宝物 

ほ・ホクホク顔の恵比寿様 

ぐ・グットタイミングで初夢覚めた。 

 

素晴しい宝物が届きますように 

祈念いたします。 

東京・波木博信 
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長野・松原伸伍  私のほんわか短歌を沢山掲載賜りとても元気（やる気）をいただきました。 

皆々様の御健壮と益々の御活躍並びに幸せな越年を心から祈念して御礼と致します。 

高知・高橋満子  毎月四国山脈をこえて笑いを届けて下さいましてありがたく感謝いたしております。 

静岡・野末紳二  いつも「 伝笑鳩」飛ばしていただきありがとうございます。 

令和2年の郵送費分の切手と鳩が冬の寒さに負けないように栄養カンパを少しお送らせていただきます。  

今後も、会報が届くのを楽しみにしています。 

愛知・小西祥二  いつも楽しみに待っています。新しい元号「令和」最初の年末、そして新年。  

2020年新しい笑い、楽しい笑いを飛ばしていけたらと思います。  

東京・高栄子   12月中旬 大田区蒲田駅前で日本テレビの取材受けました。 

蒲田駅は案外テレビ取材が多いですよ。以前ケーブルテレビで「奥さんの生き方が面白いので取材したい」

と言われたことがありますが、いまだに来てませんね。 

東京・一ノ瀬善秋  夜の会は出席出来ません。足首関節症で転んで肋骨を折り、夜間外出禁止です。 

皆さんによろしく   米寿なる峠を杖つき冬に入る 

佐賀・野田文雄  ミチヨレイーダ オレは令和の 弁慶―ダ チャリン子 置きて てくてくと去る 

元唄  金子兜太  水脈の果て、炎天の墓碑を置きて去る。 

東京・石井赳夫  冠省 いつも荻窪まで鳩を飛ばして下さり有難うございます。 

干支ぐるっと回って、スタート地点「子年」が、始まりますね、安全を健康をと、チュウ意して暮らします。 

宮城・宗田淳 今年は子年。ネズミが(落語も含め)チュー目の的である。テレビの前では、チュートロ 

 を食い、焼チュー（酎）を飲みながら～ 金メダルがチューに舞うマウス年だろうと・・夢は膨らむネネネ ! 

私は伝笑鳩で、 「曇る鏡に姿は見えぬ～磨き上げようユーモア精神」 

福島・松山カオリ   皆様の例会の資料を読ませていただき毎月感謝しております。 

 先月など資料を送っていただいた礼状をバッグの中に入れたままでポストに入れなかったり今月はすぐに着

信のお礼を申し上げようと思っておりましたのに又忘れてしまいました。感謝いたしております。 

 

東京・稲葉浅治     川柳 「遠く」     花嫁を遠くから見る父淋し 

初恋は遠くになれりセピア色       日が暮れる故郷の駅はまだ遠い 

津波去り海が遠くに離れ行く       拉致家族近くて遠い北の国 

東京・菅谷信雄      ◇ 或る日の夫婦の会話 ◇ 
コンビニでアイスクリームを買って帰ると、 
妻：「久しぶりにアイスクリームを食べたわ。これまで断アイだったので！」    
夫：「それなら最近しばらく蜂蜜を食べていないので、オレの場合は断蜜だよ！」 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄    お堂守って 雲水龍の 涛は日照りを 救う水 

 桐に鳳凰 牡丹に孔雀 石川雲蝶 技の冴え    旅は越後の魚沼根小屋 永林禅寺は味な寺 

 人も仏も石ころさえも みんな一つの道しるべ    堀工雲蝶堂塔大工 本堂石川流の冴え 

佐藤忠恕  

 

東京・平光庸司   

 

佐賀・野田文雄  

迎春いつもありがと

うございます 

 

藤井敬三 

 笑門来福 

今年もよろしく 

お願い申し上げます。 
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長野・松原伸伍          ほんわか短歌 

人誉める 顔の若さが 60なかば 実はガタガタ 80なかば 

我に来て 将棋を指して 負け続け もう一回と 孫の負けん気 

レストラン おばちゃま達の 昼げどき ムードをこわす 高音（たかね）のトーン    

歩くのに くるしむ我を ほめささえ 笑顔たやさず 永眠（ねむり）し母は 

入社して 下手な文字だと 注意され 習い続けて 今は幸せ 

金もなく 寡欲（かよく）な人は ラッキーだ 詐欺の心配 毛程（ほど）も湧かぬ 

やせたいと 食事減らして サプリ飲む 満足なやせ 見たことがない 

年賀状 数10枚ほど かき終り 楽しくもあり マンネリ気分 

年賀状 添え書きないと 注意され 書く気になって 今あたりまえ 

 

鎌倉＠若狹芳生      ■ 「くにがまえ」の創作漢字 

① 川端康成  ②400字詰め原稿用紙 ③おやすみ   ④福は内    ⑤詰襟    ⑥建国 

 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊    甘辛都々逸ほのぼのランド〈128〉 

 《ドジはじめ 「笑い」の解剖してみるか》 

 ☆ミロクボサツに 笑われましてン 自作自演の ドジはじめ 

 ☆とんだ失敗 笑いに変えて なんとか逃げ切る きみまろ調 （綾小路きみまろ） 

 ☆あの綾小路きみまろ おばさん虚仮に 怒るどころか 大笑い 

 ☆なぜ笑う つまり仲間だ 年頃同じ 親しみやすさと 群集心理 

 ☆いいじゃないのよ 皆んなで笑い 転げ転がす あの話術 

 ☆おじさんは 男性ホルモン まだまだ元気 きみなろ話にゃ 苦笑い 

 ☆役に立つのか 立たないのかは いざとなるまで 判かりゃせぬ 

 ☆笑いとは 心の解放 浄化と決めて そっと取り込み 活かす術 

 ☆女性の口から 際疾（きわど）いジョーク それもいいなあ 大人のね 

 ☆男らしくて 笑わせ上手 受ける笑顔の インテリ女（じょ） 

 ☆噂では 仲間どうしで 結構女性 捌（さば）けたジョークも 盛んだと 

 ☆例えばね 塩野七生氏 「これと思った男達はモノにしてきたのー。私が惚れたくらいの男は“公共財”

ではないかと～」「文藝春秋」新年号より。う～んなるほど、恐れ入りました。達人ですね。 

香野好勇（こうの好太）   好太川柳   フォト川柳 「年の瀬を迎え雲たち急ぎ足」 

切るたびに爪が咽ぶや老齢化       
温暖化ゴメンゴメンと冬将軍 
見つめ合い瞬き一つ恋成就        
木枯らしが吹いて控える雪吹雪 
 
トランプも習金共にどこか似て         
GSOMIA恐れ又打つ北のドン 
国会で胸の桜が下を向く           
令和初平成最後ジャンボくじ 
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野本浩一 お写落日記 【見るだけで登ったことはない富士に 小さな願い掛ける年の瀬】 

都内あちらこちらの高層スポットからでも拝む事が出来る富士山だけど、や

はりより近くから眺めることができれば心は弾む。泊まり掛けのゴルフコンペ

に出て惨憺たる成績に打ち拉がれても、澄み渡る空に浮かぶ日本一の富士の山

を拝めば、きっと来年は良いことがある。 

どうか無事に生きながらえることが出来ますように、と懇願。 

病院に何度も通った年なれど 大病なきは良しと言うべし 

賽銭も出さず願掛け富士の山 無事に願いは届くや否や 

やまとたけ（山田武彦）       小話 ふたつ 
★ある男が、旅の途中で路銀を稼ごうと賭場に行ったが全くつきがなく路銀どころ

か身ぐるみ剥がされ、放り出された。仕方なくふんどし一丁でとぼとぼと夜道を歩い
ているとあぜ道でカエルが鳴き出した。 
「ハダカダハダカダハダカダハダカダハダカダハダカダ」バカにして笑っているよう
に聞こえた。男は 
「お前たちだってはだかじゃねぇか」と大声で怒鳴った。カエルはシーンと静かにな
った。 
 ☆ある男が博打ですっかり負けてしまい田んぼのあぜ道を歩いているとどこまで行
ってもずっと誰かがついてくる気がした。おとこは、取り立てかと思い 
「かんべんしてくれよ、もう何もねえからついてくるな」と振り返ると田んぼに映っ
たまあるい黄色い顔が言った 
「お前がつきがないつきがないと言うからきてやったんだよ」 

 

桑野妙子      妙子のワンダフルワールド：シル エット 名前あてクイズ 〈 恐竜 2 〉   

①            ②          ③          ①～⑥の名前は何？ 

    

④             ⑤             ⑥      

          

 

 

 
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。
賭けたのは、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。 

 アロサウルス 

 ティメトロドン  

アンキロサウルス  

イグアノドン 

 オヴイラプトル 

 ブレシオサウルス 

① イグアノドン 草食 9m  ②アンキロサウルス 草食 9m   ③ティメトロドン 肉食 3. 4m  

④ ブレシオサウルス 首長竜 3.5m  ⑤オヴイラブトル  草・虫・小動物 1.5ｍ ⑥アロサウルス 肉食 11m 
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大鳥羽 裕太郎  ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話) 「今年の漢字は＜渋＞」 

 (裕)お父ちゃん、わてらの今年の漢字は＜渋＞で決まりやな。 

(幸)ほんまや。我らがシブコさん、賞金女王こそ逃しはったけど全英女子オープン優勝をはじめ、スマイル 

シンデレラという愛称までもろて注目度ナンバーワンやったな。賞金女王レースも、最終戦までもつれ込

み、女子ゴルフ人気を盛り上げたで。そやけど、ホンマは＜令＞ちゃうノン 

(裕)わてらいつもお母ちゃんや嫁ハンに命<令>されてたさかいな。 

(幸)ところで、お前の大好物も＜渋＞からできてんのんちゃうの？ 

(裕)実はそうやねん。あの渋い柿が皮むいてぶらさげる手間だけで甘さが口に広がる<干柿>になるさかいな。

早よ欲しいわ。出し渋りしたらあかんで。 

高木正明  コミックどどいつ瓦版 No.344 《子の年話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

年賀挨拶 パソコン・スマホ 指やマウスで 筆不精  
令和元年 ドタバタ仕事 したが暮らしは チューのチュー  
家
う ち

は門なし 文無しだから ネズミも寄らない キャッシュ・レス  
子宝増えずに 年寄り増えて 先が読めない ネズミ算      
免許返納 八十過ぎて 縁が切れたよ ネズミ捕り   
うまい話や 怪しい電話 詐欺の電話に 要チュー意  
愛は無いのに I R

アイアール

とか カジノはマルチの ネズミ講  
カジノ鳴動 子

こ

ネズミ逮捕 後に続くか 大ネズミ  
正月気分の 隙間を突いた ゴーン・ネズミの 脱走記  
令和二年で 八十四に わたしゃ子

ね

年の 年男  

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.343《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

ジャパンライフも 森友・加計も 抜き差しならない 腐れ縁  
例え反社と 言われていても 招待したなら お友達  
問いに答えず 資料は出さず 会議は欠席 雲隠れ  
辞任大臣 雲隠れでも 歳費・ボーナス 出る仕組み  
男女格差は 最低ランク 改ざん政治は 世界一  
思考能力 判断力も 狂ってしまった 文科省  
COP25 コップの嵐 押し付け合ってる 化石賞  
反日コリアと 嫌韓ジャパン 突つき合ってる 粗探し  
拉致のことなど しらばっくれて ほくそ笑んでる 北の国  
大河ドラマは 麻薬が祟り 「麒麟がくる」のか 来ないのか  

 

曽田英夫              狂歌NEW門    
● こんな程度で くじけはしない 

バスが来ず 歩いてみたら １時間  こんな程度で くじけはしない 

川柳は ボツがつづいて スランプか こんな程度で くじけはしない 

● 深く悩んで 腕組みをする 

そう言えば 桜見る会 行ったっけ  深く悩んで 腕組みをする    

   年取れば 脳がとろけて ぼけるのか 深く悩んで 腕組みをする   

  あの世では お金どれほど 必要か  深く悩んで 腕組みをする  

● そっと差し込む 希望の光  

検診で 数値まずまず 安定し    そっと差し込む 希望の光  

３月で 自治会の長 終わるので   そっと差し込む 希望の光 
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榊原金市         「ちさんち
・ ・ ・ ・

しょう
・ ・ ・

」いろいろ 
A「近年『地産地消

・ ・ ・ ・

』という活動が活発になっているね」 
B「その土地で採れたものを、そこで味わう、楽しむと言うことだね」 
A「その通り、その土地の独特の気候風土が、たとえ同じ野菜でも独自の味や栄養になるんだ。 

そして、その土地に住んでいる人が食べると、又、格別な味を楽しく味わうことができるんだ」 
B「確かにそうだね。素晴らしい！」 
A「でも、最近のTVのバラエティ番組は『痴賛痴笑

・ ・ ・ ・

』だと思うけど」 
B「う～ん、厳しいけどそうだね」 
A「文化的、知的、センシブル、ウイットに富んだ、未来を担う     

子供たちのためになる番組にして欲しいと思うんだけど」 
B「う～ん、その通り」 
A「ところで、『ジョークサロン』って、『地産地消

・ ・ ・ ・

』だろ？」 
B「え～、どうして？」 
A「関東で作った知的ジョークを、関東（スポーツセンター）で消費する。まさに『地産地消

・ ・ ・ ・

』だろ？」 
B「そう言うことか、なるほど」 
A「そして、もう一つ。『知産知消

・ ・ ・ ・

』とも言えるね」 
B「う～ん、なるほど、なるほど。年末サービスで座布団２枚！！」 
A「では、今年も終わりだからそろそろ（二字違いですが）『雲散霧消

・ ・ ・ ・

』と行きますか」 

柴本和夫   言葉の研究  ★ 2019年の世相  ＆ ☆駄洒落的発想の雑作品 

★今年の世相漢字、「桜」は、菅長官の「見たくも聞きたくもない」発言で却下 

★今年の巨人の打順表になんと「坂本九」の名が～よく見たら、「坂本」と「丸」だった。 

★桜を見る会の「前夜祭」の5千円の料理の秘密～「全野菜」。寿司も肉もなかった！ 

★理不尽な隣国への警告。条約の「有効期限」が近づく～「友好期限」は間もなく終了します。 

★ハズキルーペを購入したけど～「家」が小さすぎて嫁ない。「貯金」が少なすぎて嫁ない 

☆・「ワンちゃん、猫ちゃんの為に」との街頭募金～「ワンちゃん、ニャ～オちゃん」が正しい 

☆以心伝心の方法～異邦人には、異心伝心で、 倭人には、和心伝心でを 

 ☆1点差を、2点差と勘違いの友人を罵倒する言葉～ばか1点じゃないよ。 

 ☆朝ドラのスカーレットの主人公の淡い交際の姿～あれは、遠慮交際です。 

 ☆冬のニセコには、多数の富裕層が集結～冬、そう（富裕、層）なんです 

☆パソコン学習の効果～スキルアップと、スルキ気アップ   

 

佐藤重剛・蓮田 のシュ ガ ー    ばかばなし 〔 女房自慢〕 

なにしろ、朝は6時きっかりに起きて、いつも6時ぴったしだ。その正確さといったら時計より正確だ。そ

して料理も手早く味も良い。しかも栄養豊富で特にビタミン豊富だ。ビ タミンはビタミン A,B,C からビタミ

ンZまで含まれている。中でもビタ I(愛)、 ビタH (や―ねエッチ )、ビタY(猥談 )、ビタX(?)が 豊富と思わ

れる。 イヤァ 料理も旨い、美味しい、      、オイシイことこの上もない。 そこで俺は時々食後直ちに「 今す

ぐもう 一度食べようよ」と 提案するのだが、未だかつてこのワシの提案は実施された試しがないが………。 

 

吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「貝の色、寄する波」    
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 平井幸雄     干支の「子」「鼠」を「ね」ほりはほり  
令和２年・2020 年の干支は「庚子（かのえね）」です。ねずみの語源 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

こじままじこ（小島裕子）   まじこのマジックルクル 回文    

 
「鹿・しか」  しかきをきかし        （シカ、気を利かし） 

しかねこのこねかし      （シカ、ネコの子寝かし） 
しかめおとききとおめかし   （シカ夫婦、嬉々とおめかし）   
しかつなたべたなつかし    （シカ、ツナ食べた、懐かし） 
しかおじますますまじおかし  （シカ叔父、益々マジ可笑し） 
しかうそつきいきつそうかし  （シカ、嘘つき行きつ、草加市） 

「地名-その4」 うらわでめとめでわらう     (浦和で目と目で笑う) 
めじろくふうがちがうふくろじめ (目白、工夫が違う、袋締め) 
やなかさかしたにたしかさかなや (谷中、坂下に確か魚屋) 

 
佐藤忠恕    ○ （きょうか あしたか）なんでも狂歌 no.4   

◎ 桜を見る会騒動に寄せて 
● 一体どうしちゃったのか 
首相らが 国費使った 花見の会に 呼んだまさかの 詐欺の親玉 

 面妖な 大事な税金 使っているに 招待客の名 なぜに判らぬ 
● なんで隠すのか 
 答弁は 小出しで遅く 素早いは 会の延期と 文書の廃棄 
 官邸へ 忖度強く 官僚は 忘れ果ててる 国民目線 
 モリ・カケに 続いて起こる 不祥事は トップの驕り 国民軽視 
◎ ロシアのドーピング問題に寄せて 
● なんで諦めないのか 
プーチンは スパイ上がりの 大統領 敵の裏掻く 謀略が好き 

 リオ五輪に 続き出場 禁止受け 謝るどころか 文句タラタラ 
 ドーピング バレても決して 諦めぬ 見習え日本 北の領土を 
● 最後にお定まりのこの一首 
さくら花 再来年には 観られるか それにつけても 金の欲しさよ 
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左から金鳥、快鳥、変集鳥 

金鳥：例会は赤字ですが、カンパで何とか・・・ 

 快鳥：笑いたい方是非お越し下さい、大歓迎です・・・ 

 変集鳥：いろんな笑いのグループとコラボしましょう・・・ 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カンパ（会場代、印刷代対応）お願いします。笑う顔には福が来る・・・ですよ。 

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2019年12月10日～2020年1月20日 

切手：大久保信子、柏谷達雄、志賀明、亀山光昭、橋本剛、宗田淳、森岡直人、石井赳夫、 

一ノ瀬善秋、野田文雄、菅谷信雄、片倉静江、酒井典子、高橋満子、野末紳二、小西祥二 

沼宮内春雄、稲葉浅治、岡部千代松、桜井レイ、神山徹、久保三德、御手洗克裕、平光庸司 

藤野有樹、高野まゆみ 

カンパ：浜田頓坊、柏谷達雄、志賀明、亀山光昭、橋本剛、佐藤重剛、片倉静江、野末紳二 

高野勝江、阿部浩、岡部千代松、桜井レイ、神山徹、大鳥羽裕太郎、森昤二、高木正明、 

野本浩一、篠原あや子、久保三德、藤野有樹 

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（一年分）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12月18日例会参加者（到着順）      16名参加   

山田武彦、尾垣聡子、佐藤重剛、大鳥羽裕太郎、高木正明、野本浩一、柴本和夫、曽田英夫、

小島裕子、佐藤忠恕、平井幸雄、榊原金市、桑原妙子、海郷達人、小柴常雄、橋本康平  

＊小柴さんは例会初参加。昭和3年生れ、91才。例会参加最年長記録です。 
                                                                                                         

                          

伝笑鳩 No.364 発行 2020.1.29      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） 

2月26日（水）     千代田スポーツセンター  ７階第2集会室 

3月25日（水）     千代田スポーツセンター  予定 

4月22日（水）5月27日（水）、6月24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  

★2020年1月4日新年会参加者 20参加  

阿部博、大鳥羽裕太郎、尾垣聡子、海郷達人、小島裕子、小宮三千夫、佐藤重剛、佐藤俊一、 

芝崎満夫、柴本和夫、曽田英夫、高木正明、野本浩一、萩原高行、橋本康平、橋本豊、東省三、平井幸雄 

森昤二、門口泰宣、山田武彦 

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

