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＊＊＊＊２０２０年５月 No.３６７＊＊＊＊＊＊ 

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

 ジョークサロン30年余で初めての事態に直面です。 

 4月22日例会は会場閉鎖により、中止となりました。 

 今回伝笑鳩は無事に飛ばすことは出来ました。 

 コロナウィルス対応で緊急事態宣言が発出されました。

5月連休明けに外出自粛状態は解消されるのか、元の生活

が戻って来るのはいつになるのか分かりません。 

例会再開の目処は不明ですが、伝笑鳩の発行は継続して全国へ飛んで行ってもらおうと考えてい

ます。皆様からのメール、お手紙、投稿そしてカンパによりウィルスに負けない免疫醸成に効果が

ある伝笑鳩を飛ばすよう頑張ります。どうぞ応援を宜しくお願い致します。 

 3 月例会参加者は 8 名でしたが、欠席の皆様や読者の皆様からメールや郵送で作品（笑品）が沢

山届いてます。紙幅の都合で割愛・編集しています。事情ご諒解のほどお願い致します。 

   

光機高齢者・森昤二   大変な時期にジョークサロンの灯を消さぬ努力に感心です！ 

 3月例会は欠席です。会社方針に基づき、老爺連は極力外出控えの方針にのっとりです。 

何時かはクラウンに  コロナがクラウンに昇格しない様祈ってます？！ 

 

山田武彦     迷画を訪ねて  「エイリアンからの伝言」 

 「地球人よ、家にいろ！」 

 画：エイリアン・ボロディ 

 

＊ロイター通信によれば、作者は「戦場のピアニ 

 スト」でアカデミー賞主演男優賞を獲得した 

←エイドリアン・ブロディの知り合いの由。 

 

東京・青木孝  『伝笑鳩』いつも大変ありがたく楽しませていただき感謝一杯です。恐縮です。 

今後共よろしくお願い申し上げます。とりあえず、84円切手30枚を同封させて頂きます。  

東京・松戸仁一     いつも会報を送付いただきありがとうございます。 

水曜日に中々行けない事情ができ、ご無沙汰してますが、ご活躍を祈っております。 

 

愛知気晴亭・加藤勝彦    伝笑鳩366ありがとうございます。掲載恐縮です。 

志村けんさんが亡くなったことはとてもショックでした。東村山市がふるさとと初めて知りました。全国師

友協会事務局長・山口勝朗先生の東村山市のご自宅へ友人 3 人と訪問し、歓食・飲食した時は 20 年近く前で

知りませんでした。よく似ているナと感じるお兄さんが遺骨を抱く姿を見ても信じられず、とても寂しく残念

で仕方ありません。  

 
晴れた日に 春の花映え 赤白黄 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 

Photo De Joke 
雛マスク。皆様、くれぐれもお大事に 

東京・阿部博 （c/o桑原妙子） 
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しば選 ものは付け 第 231回 

「春が来たなと思うものは」   （出題：どじょっこふなっこ）  

秀逸笑  

日本人は「初鰹」だが、ドイツ人は「アスパラガス」だとさ 

         神奈川 浜田 頓坊          
（今月の入笑作品は旬の味シリーズとしました！～第1弾は、日独の旬の味の差）    

 

金笑 「たけのこご飯」が出てきたとき （第2弾はヤブの味～土佐煮もいけます）  東京 野本 浩一   

銀笑 「ふきのとう」を味わう        （第3弾は庭先の味～てんぷらが美味しい） 千葉 岡部 千代松  

銅笑 ヤマザキ春のパン祭りのシールに気づいたとき（第4弾は今年が40回目の味） 千葉 吉永 こ百合  

小笑 

おじいちゃんがラクダの股引を穿かなくなった時   （暖冬で希少価値）   東 京 阿部 博 

啓蟄で水虫までがムズムズとうずき出す時 （とても我慢ができなかった）   埼 玉 高木 正明  

冬のコートをクリーニング屋さんに持って行くとき （セールを逃さずに）   埼 玉 小島 裕子 

「谷のウグイス」に想い、早春譜を歌いたくなる時 （春は名のみの・・・）   千 葉 吉永  こ百合 

出会いと別れの季節といえば・・・。    （今年は自粛で絶滅危惧種）   高 知 高橋 満子  

行かず後家の娘が急に近頃きれいになった  （今年は良縁の訪れの予感）   埼 玉 酒井 典子 

妻が新型ウォ－キングシュ－ズを買ってきた  （流行の厚底シューズ？）   熊 本 松野 信夫 

のたりのたりの海と花粉乱舞   （マスク姿はコロナでなく花粉症です）   神奈川 志賀 明 

新品背広の新入社員        （今年は、入社式が自粛で自宅待機）   東 京 稲葉 浅治 

 

春の植物の歳時記 

アハハと山が笑う時 （東京 阿部博）        緑と花の競演（供宴）の季節 （埼玉 石原義三） 

  木々の芽吹きを感じた時 （千葉 皆合かず子） 道端の小さな土筆  （神奈川 藤倉由紀子） 

  桜にチュ－リップに花水木 （東京 樋口七郎） 紅白の梅ちらほらと （千葉 岡部千代松）      

春の動物の歳時記 

  ツバメが巣作りを始める（高知 高橋満子） あッ燕だ、燕だ （埼玉 佐藤重鋼）    

猫の大恋愛（東京 樋口七郎） おっかけっこしている猫（千葉 海郷 達人） 

女性の姿に春を見る 

さっそうと歩く若い娘のミニスカート姿（神奈川 大鳥羽裕太郎）  

学校帰りの女の子がステップを踏む姿（長野 松原伸伍）  

袴を穿いた女の子と出会ったとき（千葉 海郷達人）  

コロナウイルス騒ぎにめげずにマスク美人が闊歩する姿をみて（埼玉 高木正明） 

  

第 232回の題    「負けないでと思うものは」      （出題：ZARD）  

 ♪ふとした瞬間に視線がぶつかる 幸福（しあわせ）のときめき 

  覚えているでしょ ・・・負けないでもう少し 最後まで走り抜けて 

  どんなに離れてても 心はそばにいるわ 追いかけて遙かな夢を・・・♪ 

 

 締切は、5月 5日とします。コロナ自粛に負けないで！お待ちしてます。 
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新潟永林寺・佐藤憲雄    伝笑鳩366号ありがとうございました。篤く御礼申上げます。 

益々の御活躍を祈念申し上げます。  コーラス（合掌） 

 

東京・高栄子  3/17上野公園へお散歩。自粛だからひっそりを期待していたのに、あれよあれよと 

人が集まり、ただ歩くだけの桜花見。相当の混雑でした。コロナウィルスから何としても逃げたい私です。 

 

三浦邦夫  「５Ｇ」サービス開始！ いよいよ５Ｇのサービスがはじまりましたね。 

早速使ってみると、画像・音声はすばらしいですが、文字を送ってみると駄目でした。全て誤字だらけでした。 

ＮＴＴに文句をいったら、「ですからわれわれは「ごじー（５Ｇ）」サービスと言っているのです。」だって。 

さらにＮＴＴはお年寄りを集めて、「５Ｇ」のつぎ「６Ｇ」を研究しています。 

「え！もう６Ｇ ？？」  そうです「もうろくじぃ」です。   とのこと。 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊    〈甘辛都々逸ほのぼのランド 131〉 

《笑福亭鶴瓶・吉田茂総理演じ「人を喰う」》 

「アメリカに負けなかった男」 

◇「バカヤロー」 吉田茂氏 言いたくもなる 野党ヤジ党 下品党     

◇「人を喰うこと」 コレこそ元気 健康法だと 言い放つ 

◇テレビ東京 なかなかの作 吉田さんには あの鶴瓶 

◇吉田総理に 三回会った 終戦直後 高知工 

◇かつて大磯 吉田氏邸は 檜のバスタブ 富士見えた 

◇東を向いてる 銅像目線 サンフランシスコ 東京か 

◇日産車名の「ＤＡＴ・ＳＯＮ」とは 団氏・青木氏・竹内氏（頭文字ＤＡＴ） 

◇「ＤＡＴ・ＳＯＮ（息子）」では 「損」を嫌って 「ＳＵＮ」にした 

◇トンズラ・ゴーンが そこ迄知って いたかどうかは 聞いてない 

           

東京・稲葉浅治    川柳「 書く 」  読めるけど書けない文字が増えてきた 

誤字脱字直されてきたラブレター     ダイスキと背中に書いた若い恋 

自分史に少しの嘘を散りばめる      歯ぎしりの音が聞こえる投書欄 

 

長野・松原伸伍     ほんわか短歌 ～ コロナに負けるな    

 

スーパーはコロナのデマで紙不足 皆買い込んで棚はガラガラ 

突然のコロナ騒動どぎまぎしたが 手洗いすすぎ習慣になる 

コロナ風邪在宅勤務多くなり 自然になくなる夜遊びのくせ 

喫茶店コロナのせいで人（店員）いない 汗だくだくの店長ひとり 

コロナ故外出できずママぼやく 子供のために出費がかさむ 

コロナ故手洗いうがいアルコール つい使いすぎ臭いしみつく 

 

山田武彦     「鼻毛切るバカ、爪切らぬバカ」 

男の美容ブームで鼻毛脱毛なるものがある様ですが 

鼻毛は異物混入のためにあるので残したほうがいいのと 

爪は手洗いの際に伸びているとバイキンが残りやすいとのことで・・・ 
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阿部博  Photo De Joke     ■トイレットペーパー          ■地球感染 

 

松山カオリ     ◇カオリのミニエッセイ コロナ菌が怖い 
テレビを点けると、話題はコロナー色。さすがに気が滅入りますが、 知らなかったことを学ぶ機会とも言え

ます。  
例えば、手洗いの仕方。 情報番組の中で、ゲストのお医者さんが、正しい手の洗い方の説明を、ご自分で実

践しながら説明されていました。私が日頃、外出から帰った際の洗い方に比べ、 4～5 倍の時間をかけて指先
から手首まで丁寧に洗い上げているのを見て、「まあ、 大変」と思わずため息。しかし何しろこちらは、感染
したらリスクの高い後期高齢者。まじめに取り組むようにしています。  
衛生観念のレベルは、人により様々。私の姪は、いささか潔癖症気味なのですが、同じ番組を見て、平常時

から続けていた衛生を保つ方法が、ほとんどコロナ対策レベルだつたと 気づいたそうです。「明らかにやりす
ぎ! コロナ流行が終わったら、石けんやアルコールを使う量を減らすようにする」とのこと。現在のマスクや
アルコール不足は、そのための「試練」なのだとか。 
手洗いといえば、思い出すことがあります。今から数十年前、当時ハイミセス向き雑誌の編集長が、休日に

何気なく手を丁寧に洗ってみた結果を、イラストで誌面に示した記事です。 
自分自身が驚くほど手はピカピカに輝き、さらに洗った水が汚れているのを見てまたびっくり。  
手洗いが大切との話のついでに、この話を姪にもしたのですが、 姪はどうして水の汚れがわかるほど手が汚

れていたのか、そこが気になって仕方ない様子。 最後には、「手を洗いすぎると手が荒れるから、ハンドクリ 
ームをしっかり塗ってね」との指導を受けました。 この非常時ですから、「潔癖の先輩」の経験に基づいた言
葉は、素直に聞いておいた方が良さそうです。 

 

神代京子   『宇宙少年ソランのテーマ曲』替え歌                  
♪コロナ コロナ コロナ   訳のわからぬ病原菌 

   コロナ コロナ コロナ   七つの海越え やって来た  
   燃えあがる ファイト    ‼  みなぎる力      さぁ~行くぞ 我ら     

みんなが望んでいる  輝く地球 その未来  守るぞ 守るぞ 守るぞ♪ 
☆コロナ騒ぎの中での例会開催、いろいろ大変だったと思います。 

 なぜかこの騒ぎの中、昔聴いたアニメ の主題歌を思い出し替え歌を作ってみました。 
(1965年から1967年にTBS で 放映されてました。) 作詩作曲は いずみたく さんです。 

 さぞかしこの騒ぎ、天国        でビックリ されていることでしょう。 

香野好勇      好太川柳 （笑ガン現役）  フォト短歌 

サバイバー打ち解けあってガンを除け 

サバイバー一皮むけて世に戻る 

八十路坂越えて天国開け来る    

コロナ風吹いて世間をねめ廻す 

笑い取り行くな川柳この時期に 

新コロナきっと輝く未来へと        

新コロナ世界を一つへ向かわせる    

病院の美人看護師そろい踏み 

マリア、マドンナ、テレサまで・ 
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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） 

 

音楽徘徊の日々（お暇だったら聞いてよね！‥そんな歌あったなぁ） 
近頃は、テレビをつないで、ユーチューブを徘徊するようになった。 
もっぱら、泣ける曲、感動する曲を好み、ＡＶＥ ＭＡＲＩＡ（ボチ

ェッリやヘレン・フィッシャー等）とかＹＯＵ ＲＡＩＳＥ ＭＥ ＵＰ
とか ＡＭＡＺＩＮＧ ＧＲＡＣＥ（アンドレ・リユー指揮のバグパイ
プ版等）などを起点に、聴き散らかす。 
たまたま、ＡＭＩＲＡ嬢の Ｏ ＭＩＯ ＢＡＢＢＩＮＯ ＣＡＲＯ

を発見。９歳でオランダの新人発掘番組からデビュー。イタリア語なの
でチンプンカンプンだが、「なにごとのおわしますかは知らねども か
たじけなさに涙こぼるる ＠西行」状態でした。 
調べたら、プッチーニのオペラ曲で、「父さん、彼との結婚を認めてくれないと、橋から身投げする

から、お願いよ」と物騒な歌詞。プッチーニでは、蝶々夫人のある晴れた日にとか、最近はトゥーラン
ドットのＮＥＳＳＵＮ ＤＯＲＭＡがポピュラーになったが、オミオバビノカロもなかなか泣ける。 
新人発掘番組では、腹話術で歌う美少女ＤＡＲＣＩ ＬＹＮＮＥ もすごい。 
また、先ほどのＡＮＤＲＥ ＲＩＥＵは、自分のオーケストラで多種多様な共演をしており、ベスト

５０版などで勝手に再生するのに任せて聴いていくと新たな発見があって良いでしょう。 
自粛中のおうちでのお楽しみに最適。いろいろ検索してね。 

 
佐藤忠恕 ○（きょうかあしたか）なんでも狂歌 no.6 ◎ 新型コロナウィルス騒動に寄せて 
● 恐怖の新型コロナウィリス 

外に出ず 妻の体重 増え続け コロナ太りと 人の言うまで 

マーズから サーズと続き コロナへと 世に病原の 菌は尽きまじ  

行き先に 困った学童 たどり着く 近所の公園 吹き溜まり化す 

ご本家を ついに抜いたぞ イタリアが 新型肺炎 死亡者の数 

ワクチンも 特効薬も 未だなく うがい手洗い 祈るだけとは 

● 新型コロナウィリスの余波・影響 

 抑えたと 誇る中国 よく聞けば 患者の定義 基準を緩め  

 国毎に 事情異なる コロナ病 ハグ・キス過剰で 被害広がり 

 死亡率 高いイタリア コロナ菌 財政合理化 報いが今に 

 私利私欲 欲と欲との 絡み合い  五輪の内幕 混乱極め 

 コロナから 始まる不況 底知れず 中小企業 戦線恐惶 

● 最後にお定まりのこの一首 

 コロナ禍で 何時まで家に 閉じこもる それにつけても 金の欲しさよ 

門口泰宣         阿呆リズム＆パロディ 

 
１）指示滅裂の改ざん 元理財局長 
２）接触感染防止にハグれ離れ 欧州諸国 
３）内定を取り消しされて終活だ 
４）球児魔多し センバツ中止 
５）閑古通りです 観光客不在の商店街 
６）献欠で血液不足の赤十字 
７）唐突妄信の一斉休校 
８）世界同時安で破れカブれの投資家 
９）オリンピック開催は無輪じゃない？ 
10）手洗いは手荒くやってほしい    
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柴本和夫           言葉の研究   新型肺炎特集 

   ①○○と言えば 

・ゴホンと言えば、龍角散・・・隣でゴホンと言えば、舌打ちされ睨まれる 

・コロナと言えば、車や石油ストーブ・・・新型コロナは、モデルチェンジの車とストーブ 

②濃厚接触は敬遠してください。 

・尖閣侵犯を頻繁に継続する中国～侵犯は日本領土への濃厚接触です。自粛願います。 

・の西洋式挨拶（ハグ・キス・握手）～日本式のお辞儀に変更願います。  

・国会議員の皆様～マスクなしで密室・密集・口角泡を飛ばす行為＝濃厚接触の極みです。 

・今年の流行語大賞～濃厚接触は、その大賞に「濃厚接触」してます。 

③デマ情報 

・トレペ不足のデマ情報～対応の手際良さに賞賛の声＝これぞ紙対応。九紙に一生を得た 

④感染拡大の報道と影響 

・ジョークサロン（笑いのライブハウス）～例会発表が停止。伝笑鳩の発送作業のみ 

例会は、「笑品」の発送を持って代えさせてもらいます～シャレにもならない状況でトホホ 

東京2020（ニイゼロニイゼロ）はゼロ。開催は、「延期」の発表を持って代えさせてもらいます。 
 

曽田英夫              狂歌NEW門    
● 忙し過ぎて 休むひまなし 

テレビ見て コロナウイルス 情報を  忙し過ぎて 休むひまなし 

オリンピック もう１年も 騒がしい  忙しすぎて 休むひまなし 

３月は 自治会長の 仕事増え     忙し過ぎて 休むひまなし 

● ただそれだけを 夢にみている 

世界から コロナウイルス 消えてくれ ただそれだけを 夢にみている    

  コロナ菌 特効薬が 出来ないか    ただそれだけを 夢にみている 

朝乃山 大関の次 横綱へ       ただそれだけを 夢にみている   

● 酒場の隅で ヤケ酒あおる   

外出が 自由にできる 時はいつ   酒場の隅で ヤケ酒あおる 

定年で 年金だけで 足りないと   酒場の隅で ヤケ酒あおる 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.347 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

パンデミックに はびこるコロナ 五輪どころじゃ ない世界  
リーマンショックを 追い越すショック だけど下げない 消費税  
コロナ騒ぎで 便乗値上げ マスク・トイレ紙・etc.  
マスク買い占め 高値で稼ぐ それを監視の 特措法  
マスクするわけ 色々あって コロナ・インフル・花粉症  
コロナ感染 肺炎恐怖 マスクしてなきゃ 非国民  
不安行動 買い占め走り メディアが騒いで 煽り立て  
一斉休校 いきなりパンチ 給食業者に とばっちり  
桜・もり・かけ コロナでかすみ ほくそ笑んでる アベ一派  
振り出し武漢が 下火になって 今はアメリカ ヨーロッパ  
コロナ騒ぎの ルーツを巡り なすり合いする 米中間  
四十年目の 五輪は不吉 コロナ・戦争・ボイコット  
選手第一 口では言うが オカネ第一 五輪様  
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こじままじこ（小島裕子）  まじこのマジックルクル 回文  「蕪・かぶ」 

 
新型コロナウイルス感染が世界中を駆け巡っています。ここまで拡大するとは！ 
感染拡大を防ぐため自己防衛に努め、出来る範囲で楽しみながら過ごしましょう。 
美味しいものを食べて免疫力をあげるのも一つの方法ですね。 
美味しいもの・・、で、今回のお題は春と秋が旬の「蕪」。蕪を擬人化して想像してみてください。 

 かぶのきさきのぶか          （蕪の妃の部下） 
かぶととまととぶか          （蕪とトマト、飛ぶか） 

かぶよるるるよぶか          （蕪、夜、ルル呼ぶか） 

かぶちちとははとちちぶか       （蕪、父と母と秩父か） 

かぶかいかたいたかいかぶか      （蕪買い、堅い高い株価） 

かぶころよくよろこぶか        （蕪、頃良く、喜ぶか） 

かぶここでだんろこえころんだでここぶか (蕪、ここで暖炉越え転んだ、で、こ、瘤か) 
    

大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)   

<パンデミック>で<オーバーシュート>、<サーキットブレーカー>頻発！ 

(この話題は笑い飛ばしたらあかんかなと思いつつ・・・) 

 

<幸> 誰（Who？）が責任もってコロナウイルス対策してんのんか 

ようわからんWHOが <パンデミック宣言>したな。 

<裕> そん中で爆発的に患者数の増えたフランスやイタリアは、<オーバーシュート（爆発的 

患者急増）>と言われてんな。 

<幸> はじめ、サッカーでゴールポストの上を通り抜けて行く、弾丸シュートの事かと思たで。 

<裕> 確かに。コロナウイルスのせいでNY(ニューヨーク)株は2000ドルと最大の下げ幅の株安や。 

2013年にできた新ルール<サーキットブレーカー>により、何回か取引が停止されたな。 

<幸> さあ、きっと電気が飛んだんちゃうか。さあ、きっとブレーカーのせいやで。 

 

芝崎満夫  笑いの笑解(紹介) 散歩（その３）篇：あわや「小鳥さん」が車と衝突？ 

散歩している時、道路を横切るろうとするかよわい足で歩いている一羽の「小鳥さん」がいた。 
そこに一端停止の線があるのにスピードを落とさず、突然車が来たので、一瞬衝突したかと思った。なん
と、「小鳥さん」歩いて間一髪回避できた！！同時にホットした。ドライバーのモラルの無さにとても憤
（フン）慨した。 
家に帰る手前の電線にたくさんの「小鳥さん」たちが止まって並んでいて、びっくり。その電線の下には
たくさんの白いものが線上に落ちていた。同じ「フン」でも、「白（小さい生き物の可憐な命）」と「ど
す黒い（一部のドライバーの心の印象）」が大きく対比された。本日の散歩は一羽の小鳥さんからたくさ
んの小鳥さんで締めくくった。 
 
笑いのポイント（笑点） 
 
こ：交通事故（こ）にならず、 
と：突然（と）なのに、良く回避できたと、思う反面 

 り：理解（り）できないモラル無きドライバーの行動 
さん：散歩（さん）中の思いがけない遭遇だった。 
   モラルのなきドライバー（一部の人かも）への憤怒感に対しては、免許の取り消しを 

取り決める等何らかの鳥扱い（取扱い）が必要ではと思いつつ、とりあえず、鳥返し（とり
かえし）のつかない事故を回避できた安堵感（ホットした微笑）及び「小鳥さん」へのこれ
からの安全を願いつつ、いつもより一杯多くサントリーのハイボールを飲んだ。 
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吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「さくら色 春の花」 こ百合のひとりごと:コロナ 

 

      
 

 
 
 
 
 

 
コ ロ ナ～    ◆ 某 通 勤 電 車 に 乗 っ て き た 、 が た い の い い 男 性 。 
           マ ス ク に 何 や ら 書 い て い る ら し い 。 

    「 花 粉 症 」 ！ 
車 内 は 笑 い を こ ら え 、 な ご や か な ム ー ド に 。 

◆ ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー が 無 い 。 か み の み ぞ 知 る 。 
 

平井幸雄             脳トレに悩んでみました 

認知症の予防には、脳トレやクイズなどの脳を刺激するレクリエーションが有効だそうです。 脳に必

要なエネルギーを運ぶ酸素や糖を運んでくれる血液の流れを促進すれば、認知機能の低下が 防げると言

われています。脳トレは「楽しむ」ことが大切です。問題につまづいたり、回答に時間 がかかったりし

ても大丈夫です。い っぱい悩んでスムーズに解けるまでチャレンジすると弱りかけ ていた脳の部位が

刺激されます。  わからなかったら解答を見てスッキリしてください。 

 

 

海郷達人         対  文 「中川に雁を送る」 

対文は、逆さに読むと意味の対応するように作った一対の文です。 

例えば、「くまにむけてへ」「へでけむにまく」のように作ります。 

［旅立つ雁］北へ立つを見し 中川に見き 麗し日よ 
きたへたつをみしなかがわにみきうるはしひよ 

［雁に託す］酔ひし春 憂き身に 我が悲しみを伝へたき 
よひしはる うきみに わがかなしみをつたへたき 
 

江戸小噺広め鯛・そよ風    謎かけ  折り句 「ウイルス」 

 

  ウイルス とかけてラグビーと解く  心は かんせん者（感染・観戦）が増えてます 

  うれしいな イルカと泳ぐ スイミング  
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小宮三千夫      あいだみつを｢にんげんだもの｣より-8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

野本浩一 お写落日記 【コロナゆえ出かけず家に居る身には ネット検索有難きかな】 

 

コロナウィルス感染予防のために外出自粛・巣ごもり・出控
え・引き籠もりの身にとって、最大の味方はインターネット情報
である。一番はまったのは、「歌で巡るながさき（文・宮川密
義）」だった。「長崎」が曲名に含まれる歌が500曲近くあり、
曲名・作詞・作曲・歌手・歌い出しの一覧表作りに没頭した。 
歌の動画もあるので、それを聴くのも面白いもの。古い歌は知

らない曲も多いが、ほんの少し前の歌も聞いてない曲ばかり。言
うなれば未知との遭遇だった。「SO GOOD」と洒落もでた。  
 遭遇＃1 高校の同級生が歌手デビューしていた。ＬＰ「和蘭陀 

坂」とシングル盤「シーソー／おらんだ坂」（平本和樹） 
である。いっぺん（一度）聴きたかねぇ。 

  遭遇＃2 「長崎の今日は晴れだった」（後川清＆ホットファイブ） 
は、ヒットせんやったばい（しなかった）。 

 遭遇＃3 ベッツイ＆クリス「暑い長崎」は知らなかった。『暑かー』と言わんばいかんとよ。 
 遭遇＃4 藤圭子が歌った「長崎の女（おんな）」は聴いて身体がのけぞった。最後のフレーズ『恋が 

命の 恋が命の 長崎の女（おんな）』では、情熱的な女（おなご）たちを想い出した。 
 
級友のデビューシングル探しても ネットに無くて残念無念 
前（まえ）後（うしろ）クールをホットに変えたとて 二匹目泥鰌手には入らず 

 ベッツイやクリスに暑いと言われても あつならんとよ長崎人（じん）は 
 長崎で俺（オイ）が振られた女（おなご）たち 恋が命と誰（ダイ）追いかけた 
 
佐藤重剛             シュガーの数字遊び 

 

 

 

うそはいわない 
ひとにはこびない 
じとのかげぐちはいわぬ 
わたしはやっと 

はんぶんできている 
みちお 

人の世の幸不幸は人と人とが逢うことからはじまる 
やっかいな人と出逢わぬよう 
                  みちお 
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 3月例会ショット  会場は教室スタイル、全員マスク姿です。二次会無し・・・です。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）2020年3月19日～2020年4月13日 

切手：吉田昌宏、佐藤晃一、松戸仁一、青木孝 

カンパ： 石井志津夫、浜田頓坊、鈴木章一、松山カオリ 

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。 

★2020年3月25日例会参加者（到着順）   8名参加  

阿部博、尾垣聡子、小島裕子、野本浩一、佐藤忠恕、芝崎満夫、柴本和夫、高木正明、 

次回以降の予定 

5月27日（水） 千代田スポーツセンター 7階第2集会室     14：30～ 

        ＊都合により閉会となる場合もあります。ホームページやフェイスブックで案内します。 

6月24日（水） 千代田スポーツセンター  予定 

7月22日（水）、8月26日（水）、9月23日（水）・・・・ 

 ＊千代田スポーツセンター 千代田区内神田2-1-8 Tel 03-3256-8444 

                                                                                                         

                          

伝笑鳩 No.367 発行 2020.4.22    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・大鳥羽裕太郎・尾垣聡子・海郷達人・片岡隆・香野好勇・小島裕子・小宮三千夫・榊原金市 

佐藤俊一・佐藤重剛・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・山田武彦・稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・樋口七郎 

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 

訃報：投稿常連組・若狭芳生さんが2月29日死去の報が届きました。 

創作漢字シリーズを送って頂いてました。昨年12月の「くにがまえ」の創作漢字が最後の 

作品となりました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

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

