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＊＊＊＊２０２０年６月 No.３６８＊＊＊＊＊＊ 

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

 今月も例会参集は見送りとなりました。33417（淋しいな）。 

さあ、コロナウィルスを笑いで吹き飛ばしましょう。 

新規読者の方からのお便りから始めます。3939154649（サンキュウサンキュウ以後よろしく）。 

 

東京・上條愛子   はじめまして、上條と申します。この度はお世話になります。 

2007 年版“毎日が発見“ で、皆様のジヨークサロンのことを知りました。もうだいぶ年月

が経っておりますが、それでもどうしても詳しいことが知りたいと思い、主人にメールを頼

み、問い合わせをさせていただいたところ、早速お返事が届きました。 

皆様の作品は、とても面白くてセンスにあふれ、いっぱい笑わせていただきました 。 

そして笑いはすごいと思いました。皆様はきっと長い間、沢山の勉強を積み重ねてこられたのでしょう。 

私にはとても真似はできませんが、これからの手本にと思いますので、ぜひ会報をお送りいただきたいと思

います。いろいろお手数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 （変集鳥：ご連絡ありがとうございます。新人さん大歓迎です。夏には是非例会にもお越し下さい） 

 

長野・松原伸伍  役員の皆様には コロナ禍にも拘わらず 伝笑鳩の編集に御活躍下さり 
頭の下がる思いで心から感謝しています。少し書いたものをお送りします。よろしくお願い申しあげま
す。コロナ禍で大変ですが、皆々様、御身体をくれぐれも御大切にお過ごし下さい。 
 
東京・樋口七郎  係属？（継続）は力なり。３聖人（変集鳥、快鳥、金鳥）のおかげで 
伝笑鳩を、とばしていただきありがとうございました。“伝笑鳩”これからもコロナに負けずにとびつ
づけて下さい。作品をお送りいたします。 

 

東京・高栄子    シニアには重症化のリスクが大きいということです。 

志村けんさん・岡江久美子さんが、あちらの世界に渡りました。 

シニア年齢の方々、コロナウィルスにやられないようにお互いに気を付けましょうね。 

 

高知・高橋満子   日本列島コロナ話題、一日も早く真の春がと願う日々です。 

くれぐれも御自愛されて下さいませ。 

 

愛知気晴亭：加藤勝彦 伝笑鳩367ありがとうございます。掲載して頂きありがとうございます。 

亡父が毎朝お参りに行っていた大須観音へ行ってきます。日本三大観音の一つで国宝「古事記」の所有者で

す。（今は市博物館）帰りに大須郵便局で風景印押してもらいます。そして参道を歩いて真っ赤な派手な万松

寺（信長の叔父をまつっているとか）へ行って「コロナ終息祈願御朱印（1000円）」買ってきます！  

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊   コロナ騒ぎで大変な時、お手伝いもせずに誠に相済みません。 

高齢で糖尿と心臓と三重となると、すっかりコロナになめられそうです。閉門蟄居で都々逸づくりに注力。

「しぐれ吟社」が秋に出版する「あまやどり」Ⅳ号にも提出予定です。 

 

五月晴れ 鯉のぼりまで マスクはめ ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥 曽田英夫】   

伝笑鳩 

今月の一笑 

天災森りょうじ冥人ボヤキ節   

避けよ  ３密   

   密閉・密集・密接 

避けるな ３蜜 

  餡蜜・蜂蜜・壇蜜 
      東京・森昤二 
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しば選 ものは付け 第 232回 

「負けないでと思うものは」   （出題：ZARD）  

秀逸笑 雨にも風にもコロナにも耐えている高齢者達に   

埼 玉 高木 正明          
今月の入笑作品はエールシリーズ。（高齢者にエール～前期も後期もそして末期も）    

金笑  海に目指して動き出す赤ちゃん海亀 （動物にエール～あかちゃん海亀） 熊本  松野 信夫 

銀笑  隣の猫とにらみ合う、うちの猫   （動物にエール～うちの猫）    千葉   海郷 達人  

銅笑  113戦0勝なのに人気のあった競走馬 （動物にエール～ハルウララ）  神奈川  浜田 頓坊  

小笑 

高知県民よ！コロナに負けるな。（高知競馬のハルウララ人気に続け！）   高 知 高橋 満子  

ものは付けで脳トレ （脳の老化になんか負けるな～脳なんか症防止）    静 岡 野末 紳二 

伝笑鳩の発行継続 （継続は笑いなり。笑の心はハハハのココロ）      神奈川 志賀 明 

リレーに選ばれた孫の運動会  （パン食い競争にも選ばれました）     埼 玉 酒井 典子 

居住者が一桁になった限界集落  （もうすぐ、ぽつんと一軒家）      熊 本 松野 信夫 

居酒屋「はなの舞」の神田西口店スタッフ （例会の二次会でお世話に）   東 京 野本 浩一 

美味しくて皆さんが大好きな地元のホルモン焼き肉「一心」（一心助け）   神奈川 大鳥羽 裕太郎 

（超短作品その1） 今！でしょ （林先生：打倒コロナ！頑張るのは）    千 葉 吉永 こ百合 

（超短作品その2） 自分  （有森裕子：自分で自分を激励してあげたい）  千 葉 皆合 かずこ 

（超短作品その3） 嫁さん（嫁も女なり。いずれ女は古くなると姑となる）  東 京 稲葉 浅治 

 

コロナ騒動関係 

コロナの治療にあたる医師・看護師（野本浩一・大鳥羽裕太郎・高木正明・稲葉浅治） 

コロナなんかに負けないぞ～自分にいいきかせ（高橋満子）長引く外出自粛（岡部千代松） 

コロナのストレスに負けるな～深酒で痛む私の胃と肝臓 （野末紳二） 

新型コロナで始まる新聞記事の各紙（佐藤重剛）テレ朝の羽鳥・岡田教授のコンビ（野本浩一） 

大相撲関連 

巨漢力士に押しつぶされそうな炎鵬（海郷達人） 最軽量の幕内力士（稲葉 浅治）  

新大関朝乃山の次の本場所初日（大鳥羽裕太郎） 14連敗中の力士の千秋楽（志賀明） 

大相撲夏場所が中止！せめてやせ蛙でも応援 （酒井典子） 

妻とのバトル合戦 

 妻との口喧嘩（藤野哲康） 妻との屁理屈合戦（北沢正嗣） 

 

第233回の題 「あんな時代もあったと思うものは」 （出題：中島みゆき）  

  締切は、6月5日とします。笑いに自粛は不要です。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 

 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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長野・松原伸伍            ほんわか短歌   

このところ 感謝の言葉 多くなり 終り近しと 家族の不安 

手紙出す 前に点検 して貰う ぼけの自覚が 深まる八十路 

年ごとに 歯ぐきの間が広がって 物がつまって 掃除する日  々    
スーパーの お茶コーナーにいつも寄る 沢山飲んで 得した気分  
コピーして 残金とられ くやしくて 小銭袋を 首から下げる 
屈んだら 倒れんとする 我にとり 孫の手役立つ 八十路かな 
この頃は おやつが欲しくて 止まらない 草餅せんべい 顔はスマイル 

 
東京・樋口七郎      ◇「四字熟語」  ◆私流「四字熟語」解説 

◇ 「臥薪嘗胆」   固い薪の上に寝て、苦い胆を嘗める。あらゆる苦難に耐えること。 

◆ 「我震小胆」   地震に驚き、胆が小さい。 
◇ 「孟母三遷」   子供のために三度も住居を替えた。 

◆ 「猛母参選」   猛母は参議院選挙に出馬して当選した。 
◇ 「質実剛健」    飾り気がなく真面目で心身ともに健康であること。 

◆ 「失実強拳」   桃の実を失って、こぶしを強く握りしめること。    
◇ 「四面楚歌」     周囲、みな敵という状況。 

◆ 「四面素歌」  カラオケに行ったが、皆の歌が下手くそだった。 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  〈甘辛都々逸ほのぼのランド 132〉 

《「礼儀正しさ」》最強の生存戦略でもあるらしい》 

◇ よい話 かつて人気の スーパー・スター そうだマイケル・ジョーダン氏 

◇ 礼節ある人 チームの要 笑顔絶やさず 「ありがとう」 

◇ 事務次官 村木厚子氏 裁判記録 執念妥協を しない審（心） 

◇ 人物評価は 能力の他に 笑顔温もり 礼と節 

《バンクシー・北斎・ la mère  la mer》 ＊フランス語「母」la mère 「海」la mer 

◇ バンクシー 話題の絵画は正体不明 そうかアートの テロモドキ 

◇ エジプトの ツタンカーメン 隕石からの 鉄製剣とか イタリアG（グループ） 

◇ 日本語の 「母」という時は 「海」の字の中 フランス語だと 「母」に「海」 

◇「母」の字の点 オッパイだとさ そう言やすっかり 忘れてた 

   

東京・稲葉浅治        川柳「水」    苗に水やり過ぎこわい過保護ママ 

水晶体入れ替え気付く顔の皺          米中がしのぎをけずる水面下 

水くさい人ねとお尻つねられた         年金を水でうすめて細く生き 

東京・菅谷信雄     笑いでコロナを吹き飛ばしましょう！ 

３密（密閉、密集、密接）を避け各家庭は巣ごもりで３密消費。 

お母さんはあんみつ食べてストレス解消。 

子供は「われら密林探検隊ゲーム」にはまっている。 

お父さんは、壇蜜でにんまり。 
 

香野好勇   好太川柳 （笑ガン現役） フォト川柳（新コロナ騒動さくら心配気） 
   

 印サイン不要不安のシニア連     
   印籠が欲しい天への切り返し 

今チャンス全人類が立ち上がる     
地球規模夜明け前夜を試される 
練りに練る国家行事も菌一つ     
春嵐吹いて一掃世を清め  
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緊急特集 「コロナなんか ぶっ飛ばせ」  コロナ川柳・都々逸・短歌・狂歌 
柴本和夫金鳥 ≪番外：新聞で見つけた秀逸の歌の紹介≫ 
ココナを組み合わせると、なんと漢字の「君」になる～この事実を五七五七七にすると        

しばらくは 離れて暮らす 『コ』と『ロ』と『ナ』 つぎ逢ふ時は 『君』といふ字に （タナカサダユキ） 
 
我々ジョークサロン同人も、読者も沢山詠んでますので、一挙公開します。 

川柳 五七五 ひじょうじだコロナウィルスひじょうです       平井幸雄 
手をあらえコロナウィルス手あらいぞ          〃 
テレワークコロナウィルスとおくない          〃  
マスクかけコロナウィルスうつさない          〃 
ひまつとぶコロナウィルスひまつぶし          〃 
テレワークコロナウイルス葬むろう          榊原金市   
オーバーシュートコロナウイルス叔母姑も        〃  
ちょっと似てるコロナウイルスブルースウイルス      〃   

        みつばちが三つの密はオレの蜜            曽田英夫 
        三密は密会秘密濃密か                 〃 
        １０８兆煩悩抱え補償なし              門口泰宣 

        テニスにも定休日ありウィンブルドン          〃 

        マスク来る救援物資か粗品かな             〃 

        新コロナ蒔かれ目覚ます地球愛            香野好勇 
春嵐吹いてコロナが世を正す              〃 
マスク縫う千人針の悲しさよ              阿部博 
鬼ごっこ体つかまず影を踏む               〃 
お医者さんごっこする子の増えし春           〃 

 
 都々逸 七七七五    

コロナ対策 後手後手批判 マスク配って 口封じ             高木正明 
アベノマスクに 続々文句 子供だましの 無駄使い             〃 

コロナ騒ぎに ちゃっかり小池 都知事選への コマーシャル         〃 

コロナ感染 緊急事態 3蜜禁止の 触れ太鼓                 〃 

コロナ騒ぎで 狂った地球 五輪どころじゃ ない世界            〃 

コロナ報道 やってるうちに 感染しちゃった ニュースマン         〃  

君はわかれてコ・ロ・ナになった行くところなし（コロナ死）もどってこい 佐藤俊一 

家にこもって酒でも飲むさどうせ出かけると・ころなし           〃 
 
短歌・狂歌 五七五七七  

コ・ロ・ナなら君をさけよウイルス（居留守）を使い 私しゃ酒酔う昼間から    佐藤俊一 
コロナ禍で我が老体を気づかって   家族合意で清浄機買う       松原伸伍 
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      〃 
帰ったらすぐにうがいと手を洗う   コロナのお陰で励む我なり       〃 
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        〃 
一人ずつ十万円がやってくる       今朝の目覚めとてもさわやか      曽田英夫 

この世からコロナウイルス抹消を    願いを込めて短冊に書く        〃 
スパゲティースーパーの棚何もない  無ければ無いで済ます呑気さ       〃 
今日明日の不要不急を止めてみりゃ   過ぎ去りし日々ああそればかり    野本浩一 

不要とか不急は何だと考えりゃ       三食以外はほとんど全部         〃 

十万円貰えるのなら貰います         使えと言われりゃ使いますとも     〃 

 
『コ』と『ロ』と『ナ』の影響で、しばらくは、メール開催の定例会。 

つぎ逢ふ時は、『君』といふ字になって、おおいに笑おう～ジョークサロンで   金鳥 
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阿部博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

川柳   ドッジボールコロナのごとき球をよけ  

一家族一点限り妻離れ  

コロナの世共通試練母強し    （女性指導者が高得点／ニュージー 

ランドのArdern首相、 カリブ海Sint MaartenのJacobs首相、 ノルウェーのSolberg首相、 

 アイスランドのJakobsdóttir首相、 ドイツのMerkel首相、台湾の蔡英文首相） 

■アベノマスクの使用目的は次のどれでしょう？  

① 感染防止 ② お友達援助 ③ 手芸奨励 ④ 口を塞ぐ ⑤ 口を封じる ⑥ 口止めする 

⑦ 箝口令を敷く ⑧ 黙らす ⑨ 沈黙を余儀なくさせる ⑩ 開いた口を塞がらなくする 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.348 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

自粛要請 我慢が出来ず 旅や花見の 安倍夫人  
安倍の暢気な 動画に批判 それを「いいね」と 支持の菅  
3蜜禁止を 分析すれば 密閉・密集・密接禁  
3蜜禁止と 言ってる割に 満員電車は そのまんま  
経路不明の 患者が増えて あっちこっちに クラスター  
タライ回しの 救急治療 医療崩壊 全国区  
自粛するなら 補償とセット 出るの出ないの 補償金  
手続きややこし 休業補償 出す気ないよな 煩雑さ  
休業要請 されない書店 されて不満の 古本屋  
打ち上げ祟った 研修医らの 集団感染 した不覚   
こんな時こそ 笑いが欲しい なのに旅立つ 志村けん   

門口泰宣         阿呆リズム＆パロディ 

１）ネットカフェ休業でネグラれた利用者 

２）扶養不休で手一杯の世帯主 

３）人間は人と人との間に間を設ける動物 

４）オーバー衆徒はクラスターの感染源 

５）バー、バーと違うことを認められた理髪店    

６）ツイッター どこか出かけた 昭恵さん 

７）議員の歳費削減は採否の必要なし 
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野本浩一 お写落日記 【朝食後片付け終えて見るテレビ 増える感染増える憤慨】 

3 月のジョークサロン例会への参加以降、翌日通院の為に

外出したが、それ以外全ての予定はキャンセルとなった。 

コロナ報道のテレビ視聴が続くと親近感を覚えるアナウン

サーやコメンテーターが増えてくる。と同時にコロナ感染者

の数も増えてくる。いつになれば、不要不急縛りが無くなる

のか。アベノマスクでも 10 万円でも貰えるものは貰うけ

ど、本当に困っている人に一日でも早く届けろ、と思うばか

り。関連情報を見つつ、一体全体この先どうなるんだと憤慨してしまう。 

ジブンに出来ることは何か考える日々が続く。ため息出るけど、ちゃんと考えよう。 

八割の接触やめて過ごす日  々 新聞・テレビ・読書・PC 

八割の接触やめて過ごす日  々 三食散歩整理整頓 

 

榊原金市     報道特集：総理は語る 

森友・加計問題に 私達夫婦は何ら関係していません  

正直に言います「ウソ」ではありません！ 

 皆さ～ん  櫻がきれいね～  コロナウイルス？  

 やっぱり  春は桜を  見なくっちゃね～ 

贈歌（そうか？）    ウソつきが   ウソと叫べば それがウソ 

返歌（へんか？）    ウソつきの   裸の王様     気が付かず 

  

やまとたけ（山田武彦）   こばなし あれこれ           

 

◆ 私はもっぱら晴耕雨読の日々です。 

羨ましい、私はコロナ不況で田んぼをとられて農耕節職（のうこうせっしょく）です。 

私はこれから後家の〔聖子と「うど」食う〕濃蜜摂食（のうみつせつしょく）です。 

◆ 送られてきたプレゼントのおもちゃの箱に入っている緩衝材を見て 

「お母さん、この紐付きの四角いのはなぁに？」 

「ああそれはね、マスクっていうんだよ。昔、病気が流行ってみんなうつらないように口に当てて

いたんだけど、世界中で作りすぎてね。このベッドやクッションの中身もみんなマスクだよ」 

環境に悪影響の発泡スチロールの緩衝材はなくなります。緩衝材のことは将来「マスク」と言うことになります。 

 

小宮三千夫     私の好きな言葉（名言） 

 

＊人間の最大の罪は不機嫌である。        ゲーテ 

＊時代が私を待っていたの私はこの世に生まれさえすれば良かった  

ココ・シャネル  

＊私たちは大量絶滅の始まりにいます。 

あなた方は50%でいいと思っているのかも知れません。しかしその数字には、ティッピング・ポ

イント（小さな変化が集まって、大きな変化を起こす分岐点）やフィードバックループ（フィー

ドバックを繰り返して改善していくこと）、空気汚染に隠されたさらなる温暖化、そして環境正

義や平等性などの要素は含まれていません。 

私たちはこのまま、あなたたちを見逃すわけにはいかない。     グレタ・トゥーンベリ 

＊のぞみはありませんが、ひかりはあります    東京駅駅員 
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大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)  .＜NHK女子アナ、アナたは誰のファン？＞ 

 

<裕>コロナのニュースは気が滅入るけど、ニュースを伝えてくれる女子アナは百花繚乱やな。 

<幸> そん中でもNHK女子アナは文字通り＜才色兼備＞やと思うで。 

<裕>4月から「ニュースウオッチ9」へ移ったワクマユこと和久田麻由子アナは1988 

年生れ、東大経卒2011年入局。結婚したけど姓は前のままや。今はそんなんでき 

るんやな。 

<幸>そのワクマユと交代し「おはよう日本」へ移ったのが桑子真帆アナ。1987年生 

れ、東京外語大チェコ語卒2010年入局。一度結婚しはったけど、すぐ別れはったみたい。 

  ワクマユは明るい朝の、桑子はしっとりした夜のイメージで、ワテは交代は賛成できんで。 

<裕> 林田理沙アナは1989年生れ、東京芸大(院)音楽研究科卒2014年入局。この前「おは日」のコロナ

ニュースで説明と画面がずれてて、先輩の高瀬キャスターにフォローされてた。 

<幸>保里小百合アナは1990年生れ、慶大法卒2013年入局。小柄やけど子役や学生時代BSフジでバイ

トした経験等があるらしい。 

<裕>このうち2人は＜出世の登竜門＞と言われるある番組を経験してはるのんわかりはる？ 

<幸>知ってま。桑子＆林田やろ。林田は＜ブラタモリ＞でタモリに「ご出世なさいませ」と言われて「卒

業」したそうやな。 

<裕>ま、皆はん優秀な方ばかりやさかい、勇気を持って頑張ってNHKで「アナと勇気の女王」に 

なってや   ？？？？？？                      (文中敬称略) 

 
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） 

コロナ・ウイルス禍におけるスポーツの実施方針（スポーツ庁、フェイクニュース） 

格闘技：コンタクト禁止。空手の型競技のように、凄みの効かせ方で勝負。 

     相撲に「一人相撲」があるように、一人レスリングとかどうぞ。 

団体球技：ソーシャル・ディスタンスを確保しながらやる。コンタクトはできないから、 

     一度取ったボールは、確実にゴールできる。野球は、タッチ・アウト禁止。 

個人球技：卓球やテニスはシングルスのみとする。「サー」とか大音声禁止。 

     ゴルフはキャディ禁止。カートは相乗り禁止。昼食は屋外で弁当。 

水泳など：概ね可だが、1レーン置きとする。飛び込みも可。 

シンクロは、ソーシャル・ディスタンスを確保しながらやる 

ボートなど：個人戦は可。複数乗るのは不可。 

陸上競技：ハァハァ、ゼイゼイなどと激しい呼吸をすると失格。静かに走ること。 

 

こじままじこ（小島裕子）  まじこのマジックルクル 回文 「鳥・とり」 

新型コロナウイルスの感染自粛要請でジョークサロンのみなさんとお会いできないのは淋しいで

す。以前のように、例会や飲み会でワイワイ、ワハハし合える日が早く戻りますように。 

散歩途中にふと空を見上げると、鳥たちが自由に飛び回っています。（いいなぁ、どこにでも飛ん

で行けて）。で、今回のお題は「鳥」。 
 

とりまわるわまりと      （鳥、回るわ、鞠と） 

とりわかいかわりと      （鳥、若いか？割と） 

とりりきみきりりと      （鳥、力み、キリリと） 

とりのよめよめよのりと    （鳥の嫁、読めよ、祝詞） 

とりあまいとまといまありと  （鳥、甘いトマト、今、有りと） 

とりきっすはすっきりと    （鳥、キッスはすっきりと） 
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芝崎満夫  笑いの笑解(紹介)   同音意義の言葉（偶然の出来事）  
 家内が足の痛みの為に整形外科に行き、電気治療の際、看護師さん；「アルコールは？」⇒家内；ちょ
っと迷って「少しは」と答えた。 
近くにいた看護師さん達がみんな一斉に笑った・・・家内は飲んで血行をよくした方が効果的と勘違いし
たようだ。 
 その後、薬局で薬（湿布等）を受けとる予定が薬局混んでいた為後日に行くことにして帰宅 
下名が替りに薬局に行き、家内の名前を言って、薬の入った袋に記載してある名前を見ると、同音である
が、漢字が2つも違うし、薬には湿布等ない・・・調べていくうちに同性同名とわかる。「柴崎好子」⇒
家内「芝崎美子」こんなことがあるなんてと薬局の方と共に笑う、同時に間違う前に発見でき、感謝され
た。 

笑いのポイント（笑点） 

ど：（ド）うしてこんな偶然が 
う：（ウ）まく、あらわれてくるものか 
おん：（オン）音の読み方だけでは 
い：（イ）意味の違いで、勘違いを引き起こす、何か違和感あれば 
ぎ：（ギ）疑問を持つ事が大切かも 
      家に戻り、お互いに偶然に重なった同音意義の話をして、家内と再度笑ってしまった。 

     「改めて、偶然の不思議さが笑いを呼び込む」と思った日であった。柴崎好子⇔芝崎美子   

 
曽田英夫              狂歌NEW門    
● 今朝の目覚め とてもさわやか 

久々に いい酒飲んで 酔っ払い     今朝の目覚め とてもさわやか 
早く寝て 朝寝坊し 朝ご飯       今朝の目覚め とてもさわやか 
夜遅く テレビ見てたら 楽しめた    今朝の目覚め とてもさわやか 

● 願いを込めて 短冊に書く 
年金が 大幅アップ するように    願いを込めて 短冊に書く 
１００歳へ よく食べ元気 健康で   願いを込めて 短冊に書く  
各テレビ ジョークサロンに 取材来る 願いを込めて 短冊に書く   

● 無ければ無いで 済ます呑気さ   
野菜無い 庭で種まき 作ろうと     無ければ無いで 済ます呑気さ    
金がない 次の支給日 まで我慢     無ければ無いで 済ます呑気さ 
ベッドなく 入院すぐに 出来ないと  無ければ無いで 済ます呑気さ  

柴本和夫       言葉の研究  今月も、新型肺炎特集 

①みっつの密（密閉・密集・密接）の注意喚起 
・「みっつ」の密に注意喚起する芸能人とは  ⇒ 「みっつ」マングローブ 

 ・「みっつ」の密を断つ宣言をする芸能人とは ⇒ 「断みっつ」（壇蜜が宣言する「断密」） 
 ・ちあきなおみが変更宣言するお願いとは  ⇒ 「よっつ」のお願いを「みっつ」のお願いに修正  
・「蜜の味」でなく「密の味」  ⇒ 感染の不幸は「密の味」 （3密を犯したことの報いの味がする） 

②政府の緊急対策に異議あり 
・2枚のアベノマスクは本気なの？ 高見山は丸八真綿のCMで「2倍2倍」と連呼 

安倍首相は2枚2枚と連呼 ⇒ 2枚だけに、「2枚」舌効果が狙い 
・志村「券」の追悼構想なの？～お肉券、お魚券、旅行券のアイデアの裏事情 
・星野「源」とのコラボの隠れた意図～コラボで「源（ゲン）」で８割「減（ゲン）」をアピール 
・緊急対策の「真相」と安倍首相の「名前」の違い～濁点の有無の差（しんそうとしんぞう） 

③中国人の生態 （。点と濁点の差） 
  ・武漢では、怒られながらも、麻雀を楽しんでいる中国人～「テンパイ」を狙っている 
  ・日本では、非難されてもめげずに、買占めばかりをしている中国人～「転売」を狙っている 

④小池都知事のカタカナ語づくし～年配者に配慮して、解かり易い日本語して欲しい 
  ・オーバーシュート （サッカーのシュート用語？     日本語は、感染爆発） 
 ・クラスター    （アメリカの新型爆弾のお名前？  日本語は、集団感染） 

    ・ロックダウン    （ボクシングのノックダウン？     日本語は、都市封鎖）  
    ・アウトブレイク   （野球のタイブレイクの誤記？    日本語は、集団発生） 
    ・パンデミック    （パンのミックス盛り合わせ？    日本語は、世界的大流行） 

    

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1586760300/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pcGEtbWFuaWEuY29tL2VuZ2xpc2gtaG9tb255bS8-/RS=%5eADByW_koftwkhZMhBD9MgVWvMKkEEk-;_ylt=A2RCKwvsuJJeWS0A4gcdOfx7
https://www.silhouette-ac.com/dl_info.html?id=144336&sw=%E8%96%AC%E8%A2%8B
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吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「春の雪～二輪草」 こ百合のひとりごと:春のゆき 

 

  

       
 
 
 
 
 
～春 の ゆ き～ 
先 日 の 春 の 大 雪 は  桜 満 開 後 の 積 雪 と し て は  
関 東 で は 、 51 年 振 り と の こ と 。  

 え っ ー   51 年 前 ？    生 ま れ て た か な ～   ？ 
 （ 生 ま れ て ま し た … ） 
 51 年 前 の 私 に    再 会 し た い な ー 。    昔 も 今 も 無 口 。 
  

平井幸雄             脳トレ➁でひまつぶし 

新型コロナ感染の拡大で、緊急事態宣言が発出された。不要不急の外出を 自粛して、自宅待機している。家に

いても不要不急のことばかりで、何もやる ことがない。暇をもてあそんでいる。近くの公園や散歩コースをウ

オーキング するのが日課になっている。体力を鍛えながら脳細胞も鍛えたい。今回も脳トレに挑戦です。 
 
 
 
 
 
 
 

解答編   今回の脳トレは、数字、漢字、英語、ひらがな、カタカナ、数学記号を使った脳トレクイズです。 

数字にも、アラビア数字、ローマ数字、漢数字などがあります。 １２３４５６７８９10 ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨ

Ⅹ 一二三四五六七八九十 それらを別なものに変換・置き替えたりして答えを見つけてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

海郷達人    笑論  においについて ｂｙ 科学技術大学の花野鳰一
はなのにおいち

研究員 

物質から生ずる気化体は、臭覚器官に刺激を与えて様々な種類と度合いのにおいとして感じさせるが、こ
れを「におい指数」として客観的に認識できるよう標準化する。 
まず、においは良いものと悪いものがある。良いにおい（匂い）にはプラス、悪いにおい（臭い）にはマ

イナスの数値を与え、無臭のものは、数値0とする。 
判定基準としては、最良の匂いは＋10で、シャネルの５番などが当てられ、最悪の臭いは－10で、汲み取

り式便所などが当てられる。これらは,あくまで標準である。 
においについては、人による個人差も大きく、良い方では、吟醸酒＋7、本醸造酒は＋4だが、吟醸酒より

本醸造の方が好みだという人もいる。悪い方では、夏の満員電車の女子高生の腋臭
わきが

などは、－7にも相当する
が、あれがたまらなく良いとする 輩

やから

もいる。くさやの干物は、－4とされるが、一度食すると病みつきにな
るという人も多い。おならは、＋1～＋8で、非常に幅が広く、標準化が難しい。（研究員の論説は、そんなとこ

ろだが、においの計量化に成功すれば、イグノーベル賞、間違いなしだろう。 
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★ ジョークサロンとコラボを行って頂けるグループの作品を紹介します。 
 

  江戸小噺笑い広げ鯛     大喜利瓦版   版元    古ねこ 
 ◎ 希望 とかけて  

  ○ 髪の毛 と解く    心は 若い時は 沢山有りました ・・・・ とく仁 
  ○ 富士山 と解く    心は 光るダイヤモンドが見たい ・・・・そよ風 
  ○ 失望 と解く     心は どちらも願いを望む ・・・・・・・福風 
  ○ 風船 と解く     心は しぼんだり  膨らんだり ・・・・・古ねこ 
  ○ 夢や理想 と解く   心は おあしがなくても 手に入る ・・・ 古ねこ 
  ○ 東海道新幹線 と解く 心は 光 がある ・・・・・・・・・・・ あんこ 
  ○ 風せん と解く    心は ふくらませます ・・・・・・・・・あんこ 
  ○ 老いらくの恋 と解く 心は いくつになっても  もてる・・・・・３休 
  ○ 願望 と解く     心は どちらも成功率は僅か ・・・・・・笑英 
  ○ 新入生 と解く    心は どちらも未来に夢がある・・・・・・ずんだ 
 
★５月５日の朝日新聞の投稿欄「かたえくぼ」に門口泰宣さんの作品が掲載されました。いいね、です。 

     「こどもの日」  今年はランドセル姿です  ５月人形    （横浜 常夏男） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★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。 

★2020年4月22日WEB例会作品投稿参加者   20名、組参加  

門口泰宣、阿部博、尾垣聡子、小島裕子、野本浩一、芝崎満夫、柴本和夫、高木正明、 

菅谷信雄、佐藤俊一、山田武彦、榊原金市、海郷達人、片岡隆、平井幸雄、森昤二、 

大鳥羽裕太郎、小宮三千夫、曽田英夫 ＋ 江戸小噺笑い広げ鯛ご一同 
                                                                                                         

                          

次回以降の予定 
6月24日（水） 千代田スポーツセンター  7階第2集会室     14：30～ 
   ＊早く自粛がとけて皆さんとお会いしたいもでのです。夕方の会合を、昼の会合に 

替えて実施していく予定です。ホームページやフェイスブックで案内します。 
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 

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2020年4月14日～2020年5月18日 

切手：白鳥進、上條愛子、浜田頓坊 

カンパ：上條愛子、小島裕子 

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（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。 
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