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今月の一笑
バイデン新政権中国語表記

伝笑鳩

① 大統領 ：自然保護のため石油をやめて
電力を使おう。
買 電

＊＊コロナにもめげす飛んでる伝笑鳩 目指せ 400 奮闘中＊＊
笑春
賀笑
吉笑新年
今年も宜しくお願いします。

② 副大統領 ：嘘をつかない。ついたら●●が
千になるまで飲ます。
針 数
③財務長官 ：住宅を廉価に提供する。
家 廉
①バイデン②ハリス③イエレン 三浦邦夫

同人及び読者の皆様の挨拶特集号です！

高木正明
コロナ嵐で チュウチュウ騒ぎ モー鎮まれよと 丑の年
高木正明
牛の年だよ 静かに暮らそ どこもコロナで 沈む春
香野好勇
天寿まで ゆっくりユララ 越天楽
東京・青木孝
初御空 希（ねが）ふこの世の 平らかに
埼玉・石代強
ウイルス菌 しあわせ奪い 野荒らすも 問われし我の 慈愛の心
佐賀・野田文雄
はつゆめと 果報は 寝て待て うしの年
★2021 年 1 月 9 日
ZOOM 新年会 17 名 今年も宜しくお願いします。

一段目
二段目
三段目
四段目

香野好勇、野本浩一、小宮三千夫、曽田英夫、阿部博、
橋本康平、芝崎満夫、平井幸雄、柴本和夫、大鳥羽裕太郎
佐藤重剛、三浦邦夫、小西祥二、小島裕子（こじままじこ）、門口泰宣
尾垣聡子（吉永こ百合）、片岡隆

＊小西祥二 愛知県在住。変集鳥と 1990 年にワープロコンテストで遭遇。110

人中、小西さんは 93 位、野本は 106 位。優勝女性は「わー、プロ！」だった。
コロナ自粛カンパ御礼：2020 年 11 月 26 日以降 みずほ口座にお振り込み頂いた方々です
野本浩一・森昤二・神代京子・大鳥羽裕太郎・平井幸雄・小島裕子・柴本和夫・門口泰宣・片岡隆・曽田英夫
阿部博・高木正明・御手洗克裕・前島昭夫・三浦邦夫・野末紳二・小宮三千夫・尾垣聡子・芝崎満夫
カンパ金 振り込み先 みずほ総合口座（みずほ銀行）東京営業部
店番号 ００１ 普通預金口座 ２３５９３２２
柴本和夫 まで
＊例会が開けず参加費徴収が出来ませんでしたが、何とか今年度の諸経費分確保しました。

来年は コロナが去って いい年に ジョークサロンで おおいに笑おう
【快鳥 曽田英夫】
（12/16 詠）
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しば選 ものは付け 第 240 回 「全集中で臨むものは」
今月の笑品は、伝笑鳩に全集中で、金笑に全集中。
読者の皆様、今年も、ものは付けを宜しく

金賞（その１） ｢伝笑鳩｣の編集長としての心得～誤字・脱字のチェックに全集中
東 京
野本 浩一
（ある時伝笑鳩の編集長 ある時 ZOOM 例会の開催者 お写落日記も届けます）
金笑（その 2） ｢伝笑鳩｣に応募する笑品作り （幸と裕：親子の交友録で笑いをお届け）

神奈川 大鳥羽 裕太郎
金笑（その３） ｢伝笑鳩｣の使命として、笑いの効力を全世界に知らしめる。（毎月がお笑月）
埼 玉
酒井 典子
金笑（その４） ｢伝承鳩｣のものは付けへの取組姿勢 （相撲の取組姿勢は伝笑鳩に学ぶ）
千 葉
岡部 千代松
金笑（その 5） ｢伝笑鳩｣コロナ渦でも、全集中で飛ばします （コミックどどいつも飛ばします）
埼 玉
高木 正明
小笑
出掛かっている記憶 ｢ほら！アレ、ソレ｣ （アレとソレで会話成立の老夫婦）
便秘時のトイレ （独語のイッヒ フンバルト デル 痔にはボラギノール）
自分のズレてる、ハズレてる笑いのツボの修正 （修正の極意はカツラと同じ）
死ぬ気で生きることに専念 （死んでもあなたと暮らしていたいと生きる）
針の穴に糸を通す時の私 （ハズキルーペという強い味方が出来ました）
合格を目指し勉強する受験生 （授業がリモートになってもくじけずに）
はえ叩きでおやじのはげ頭の上のはえを叩くとき（はえが滑り落ちる前が勝負）
賽銭わずか 5 円で多大な幸運を願うことに全集中（現世の幸運は金銭次第）
老いらくの恋
（老いらくの恋は忘却力、嫌われてもケセラセラ）
菅総理の全集中は、携帯料の値下げとハンコの廃止（コロナはそのあとです）

埼 玉
熊 本
埼 玉
神奈川
千 葉
東 京
長 野
静 岡
神奈川
東 京

北沢 正嗣
松野 信夫
酒井 典子
濱田 頓坊
吉永こ百合
藤野 哲康
松原 伸伍
野末 紳二
志賀 明
柴本 和夫

コロナ渦
打倒！コロナ～地球人（吉永こ百合）
コロナ対策は全世界・全人類が全集中（佐藤重剛）
コロナの 2 年目 アマビエのこの 1 年（北沢正嗣） コロナの撲滅・感染予防（高橋満子・稲葉浅治）

第 241 回の題 「笑って許してと思うものは」

（出題：和田アキコ）

締切は、2 月 8 日。皆様のカンパのおかげで、希望の新しい年を迎えてます
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

埼玉・奏志朗

私が新年度「全集中で臨むものは」―ものは付け
今年はやるぞー！ 全秀逸― な～んちゃって、、、？
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２０２０年の一笑 決定 ！

青野正宏さん
おめでとう ございます
「2020 年の一笑」開票結果：有効総数 65
1 月 山田武彦
31
7 月 芝崎満夫
2 月 野本浩一
14
8 月 佐藤重剛
3 月 佐藤俊一
14
9 月小島裕子
4 月 高木正明
14
10 月 香野好勇
5 月阿部博＆桑原妙子 10
11 月 平井幸雄
6 月 森昤二
17
12 月 青野正宏
1 位 青野正宏、2 位山田武彦 3 位 平井幸雄

7
4
10
11
20
35

二位 山田武彦さん ↓ 三位 平井幸雄さん →
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）

ジョークサロン快鳥

曽田英夫

2021 年のご挨拶

百人一首風 選挙落首
しのぶれどリスト出にけり買収先
票を思ふと人の問うまで
ばらまけば捕まるものと知りながら
なおうらめしき票集めかな
もろともに哀れとおもえあの夫妻
トカゲの尾とは知るよしもなし

コロナいろは歌
ちゑをつけふえてはへりぬころなう
いるすおさまれとねかいのそむわあ
たらしきよゆめみせにほんひやくも
（智恵をつけ増えては減りぬコロナ
ウイルス治まれと願がい望ぞむわ新
しき世夢見せ日本飛躍も）

令和３年 1 月９日

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３年の新年を迎えられたことと思ってい
ます。
本日はコロナ禍のもとＺＯＯＭ新年会となりましたが、楽しい新年会に
したいと思っています。
さて、昨年は新型コロナウイルスの影響で、神田での集会は３月までで、
５月からは野本変集鳥のご尽力でＺＯＯＭ例会となりました。
しかし、このような方式で続けられ、この様な時こそ「ジョーク」が必要であることを痛感
しました。
さらに、「伝笑鳩」は切れ目なく発行できて、全国に飛ばすことができました。
読者の皆様からは飛ばし続けて欲しいとの励ましを沢山いただき、やはりこの時だから
「ジョーク」が大切で、やり続けることが必要であることを痛感しました。
最後に「伝笑鳩」1 月号でカンパを募り、銀行通帳までお示ししたところ、沢山の人々から
カンパをいただき、「ありがとうございます」とお礼を言いたいと思います。
それが原因で寒くなってカンパがきたのではないかと思っています。
今年は３２年目になりますが、なんとかコロナ禍が去って、元の通り、皆が神田に集結して、
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。
簡単ですが、ご挨拶といたします。
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読者・同人からのお便り
2020 年 年末から
2021 年 年明けへ
愛知・小西祥二
お世話になります。今年一年楽しく飛んでくるのを楽しみに待っていました。
2021 年も笑いでそしてコロナ禍を吹きとばしていきたいと思います。

愛知気晴亭・加藤勝彦

6 月 23 日に母が亡くなって丁度 100 日頃に

「ギャルそね」さんの「とんとんまぶし」の放映があり、以来ずっと行列が続いてまして
驚いています。「何よりも商売第一」だった母の想い？･･･亡父は真珠湾に空母”翔鶴“で
出動、ソロモン海戦そして最後の満州皇帝をおのせした船にも乗っていたとか。

宮城・宗田淳

「疾風に勁草を知る」今年も宜しくお願いモウ丑あげます。

５+６+７＝１８（コロナはイヤ）。にもかかわらず笑おう。フ、フ、フ、フで医笑同源だ。
笑えば自笑自得だ～。 丑年をステーキに過ごすにはウえを向いてシあわせを願いて前に進モウ・・・

神奈川・藤倉由紀子 一年間大変お世話になりました。入退院をくり返し投稿出来ない月も有りました。
来年は健康を取り戻して頑張りたいと思います。来年も良き一年で有りますよう心から祈って居ります。

埼玉・奏志朗

コロナは歌の文句ではありませんが、～ここらでやめてもいい頃ナ～、

とは逝かず、不安を抱えています。新年度は「コロナ」が「マーク２」になりそうな勢いです。

東京・石田喜代司

“妻の介護生活”も 16～17 年になり、体力との勝負も大変になりました。

平井幸雄さんの作品、我が先輩ながらすごい努力を感じる曽田さんの快作、さらに変集鳥の「お写落日記」
は必ず詠ませて頂いています。ご発展を心よりお祈りします。 古稀は過ぎ 82.5 才も通過した 石田喜代司

神奈川・高橋久夫
今年もたくさんの“クスリ”をありがとうございました。
東京・菅谷信雄
今年も１年間笑わせて頂きました。来年も笑い渦を巻き起こして下さい。
宮城・片倉静江
毎月「伝笑鳩」送付して頂きありがとうございます。楽しみにしております。
東京・植竹団扇
ワクチンが効けばハッピーニューイヤー
広島・香川信子

コロナの収束、終息はいつになるのでしょうか。皆様もどうか御自愛下さいませ。
千葉・石井志津夫
この一年大変お世話になり心からお礼を申しあげます。ありがとうございました。
がん闘病２年目に入りました。10 年振りの再発です。今は小康状態です。幸い今年はのり切れそうです。
寒さが増してきました。この季節には“寒波”が当り前。佳いお年をお迎え下さい。
神奈川・前嶋昭夫
いつもありがとうございます。ジャンボ宝くじ 10 枚分口座に鳩に届けてもらいます。

東京・神山徹 毎号楽しく拝見。旧知のみなさん、ものは付け愛好のみなさん、お元気で何よりです。
コロナに負けずにガンバリましょう。

神奈川・加畑高治
令和三年も「伝笑鳩」をお届け頂き度 よろしくお願いします。
東京・柏谷達雄
毎月の「伝笑鳩」の笑いとユーモアに癒されました。心から感謝申し上げます。
神奈川・前田誠
2021 年 1 月号 めでたく拝受。375÷12＝31.25
こんなに続いたのか!!
でも、勘が良い！無料･･･とは行きますまい。・・・ ベテラン・リクルートが脇あいあいあに薬を分け合う
伝承鳩は、永遠に不滅!! 王・長島（ON）してます!!（古いねｯ）

埼玉・酒井典子 本年も大変お世話になり有り難うございました。来年もよろしくお願い申し上げます。
青森・沼宮内春雄
2020 年のコロナ禍にもめげず、笑いを振り撒いて頂きありがとうございます。
来る 2021 年は牛歩でもいいからコロナ災が消え去ることを祈ります。

東京・高栄子

春からコロナウィルスによって制限の多い日々でした。

特に八十代の先輩方は、感染予防に全く外出をしない由。

千葉・桜井レイ あけましておめでとうございます。 2019 年春、気仙沼大島大橋（297ｍのアーチ端）
が開通し、2020 年春に津波で亡くなった叔母親子のお墓まいりもかねて訪れる予定でしたが、4/7 の緊急事態
宣言発令で中止しました。 10 月には盛岡の義兄が亡くなり、コロナ禍でお見舞や葬儀にも行けませんでした。
感染拡大がおさまらず、コロナ終息はいつになるのか・・・・。
ZOOM 例会も大変と思いますが、伝笑鳩の飛来楽しみにしております。今年もよろしくお願いします。
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東京・亀山光昭 目黒の亀サンマです。新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
東京・波木博信
ジョークサロンの活躍を楽しみにしています。
雨ニモマケズ風ニモマケズ 雪ニモ夏ノ暑サニモマケズ
新型コロナウィルスニモマケヌ 丈夫ナカラダヲモチ・・・
サウイウ者ニ私ハナリタイ

佐藤忠恕

賀正

すっかり御無沙汰で申し訳ありません。
本年も宜しくお願い致します。

神奈川・橋本康平

コロナ禍でオンライン形式に変わり。時間帯まで変わり、参加できる機会が減って
しまいました。しかし、笑いのネタは源泉のようにたくさん沸いていて楽しんでいます。
長野・松原伸伍
毎回「ほんわか短歌」を掲載して頂き生きる糧になっています。

東京・樋口七郎
謹賀新年
伝笑鳩の益々のご発展を
鎌倉極楽寺・浜田頓坊
ガンダーラ パキスタンから 美姫らの笑顔 二千年振り おめでとう
本邦初公開です。ヘレニズム（ギリシャ風）文化の香。一～二世紀頃の作らしいです。

高木正明

「コロナ退散丑の年！」

本年もどうぞよろしくお願いいたします

うしどし 折り込む
新年はめ句
どれモ～これモ～が
受けを狙った 新米総理 ドジなガ～ス～洒落不評
打った GOTO 失敗続き どうも半端な 仕掛人
うがい手洗い 湿度や換気 どこへ行っても 四囲マスク

東京・瀧ロ庸行(つねゆき)

癪の種

令和三年伝笑鳩の発展祈ります。

れ・令和三年新舂のご挨拶を申し上げます
い・色は匂へど散りぬるを我か世誰ぞ常ならむ有為の奥山今日越えて浅き夢見じ酔ひもせず
わ・若さ求めて鍛錬し
う・浮世の芥を払いのけコロナも雑箘ものともせず
し・しつかと足元踏み固め世界の平和を築き上げ
の・野に咲く花にも命あり
と・共に築くは一家の幸よ
し・信じてやまぬ底力
こ・根気も気力も充分に
と・永久の幸せ祈りつつ
ほ・誇りを抱いてまっしぐら
ぐ・苦難の道を切り拓き丑歳迎えて誓います。

新潟永林寺・佐藤憲雄
神奈川・御手洗克裕

新年おめでとうございます。今年も宜しくお願いします
齢九十の母も楽しみにしております。幸多き年になりますように

還暦にも驚きましたが、古希に尚驚いています。最近、口を開けるとコキ、コキと音がします。

千葉・岡部千代松 号を追いバラエティーに富んでゆくのも伝笑鳩ならではの嬉しい限りです。
毎月楽しみにしています。 ますますのご成長をお祈りいたします。

佐藤重剛
今年はなんとか出歩き活動？ できないものかと・・(・o・)ねッ(^)o(~)
三浦邦夫 おだやかな年になりますように ありがとうございます。伝笑鳩のおかげで笑えます。
ランボルギーニのエムブレムはフ
ェラーリの「馬」に対抗し「牛」、ミウラはその牛のいたスペイ
ンのミウラ牧場からとか。

樋口七郎

伝笑鳩、コロナに負けるな、タカに負けるな、ワシに負けるな 高く高く飛び続けろ

私の友人に 大木さんという方がおりまして、自己紹介で「私はタイボクです」と言ったそうです。
大田さんは「タイデン」で、山本さんは「サンホン」で、吉田さんは「キチデン」で 田中さんは「デンチュ
ウ」です。田中さん「殿中デンチュウ」でござる。おあとがよろしいようで・・・。
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柴本和夫
令和の時代
初年度は、新年号で、平成ではいられない 次年度は、コロナで、平静ではいられない
自粛要請で離れて暮らす「コ」と「ロ」と 「ナ」 今度会う時は、「コロナ」重なり「君という
字」に禍を転じて福となす、を信じる君の 今年の期待は、「コロナ」転じて「福という字」に
今年の生活指南・ ・ ・全集中のＡＴＭの実践
Ａ・・明るいジョークに全集中、笑いは暮らしの鋼味料
Ｔ・ ・楽しいお酒は三密回避 五つの小の実践に全集中
Ｍ・ ・前向きで総合的で俯瞰的 全集中の好奇心が脳を活性化
門口泰宣
謹賀新年
新型コロナは益々猛威を振るい
菅総理肝いりの GOTO は宙に浮き、・・・早々と国会を閉じ、うっしいしいと正月を静か
に過ごす魂胆に、 帰省が規制された世論は大騒ぎ。・・・日本は「富岳」と「はやぶさ」
の技術力を発揮して、牛の歩みの如く、着実に国威を高めてほしいと思います。
東京・稲葉浅治
本年も相変わらずよろしくお願い申し上げます
川柳「牛」
コロナ様どこまで地球牛耳るの

福

コロナ禍で今日も明日も牛になり
牛だって恐れ入ったと妻の尻

またしても妻の言葉に牛耳られ
牛じゃ無なく新幹線で善光寺

鎌倉極楽寺・浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド 140
《「第 9」「運命」関東・関西違う味》
◇ べートーべン 同じ曲でも 大フィルの音 東京とはまた 違う味
◇ 想い出す かつて大フィル 朝比奈隆 何度か聴いた あの姿
◇ 音楽の 忙しい神様 その頃なにを 時に考え 舟を漕ぐ
《かつて大関「朝潮」人気はあったなあ》
◇ 朝潮の 対横綱戦 歴代一位 勝星 40 新記録
◇ 綱取れず 優勝わずかに 一回だけど 朝潮人気 あったなあ
◇ 「里帰りフォラム講演」 朝潮関の 前に熱演 押し出した（ごめん・ごめん）
◇ 「ごめん」言うたら 高知の東 「土電」の終点 ワッハッハ
（「都電」じゃなく、土佐電鉄）
◇ 年賀状 歌をいろいろ 書いてるうちに 少し楽しい 酔い心地
長野・松原伸伍

ほんわか短歌

話し中 顔は浮ぶが 姓名（名）が出てこない 頭脳崩壊 いささか不安
八十路まで 生き抜けたるは おどろきだ 目に見えぬもの 我を支えり
ひ弱なる 我八十路まで 生きたるは 人の支えと 大地（あめつち）の糧（かて）
やがて来る 臨終（おしまい）の時 人々に 感謝感謝で 死ねたらいいな
この頃は 辞書を引くこと 多くなり わすれるスピード もう止まらない
八十路まで よくよく我を 振りかえり 益虫よりも ほぼおじゃま虫
長き時 書いては来たが 年賀状 既に相手の 顔もおぼろげ
検便の 便をとるのに 一苦労 どこもかしこも 自動水洗
便の色 少し黒いと つぶやけば ガンの検査を 家族が希望
この頃は いつも忙し さがしもの どこに逃げたか 返事が欲しい

佐藤重剛 シュガーの駄洒落コーナー

オットセィの弁当

我が家は全員で約 2 名、二人共完全無職である (無色・即ち全く色気が無い)。 カミさん (神様ではない)
の昨日一日の行動なんて、鹿児島県の薩摩富士みたいなもんである。つまり買物だけ(開聞岳)。そして、その
買った食材を基に作ったのが、尽くし (土筆)足りない妻製ではない俺製、即ちオットセイ (夫製)の弁当なの
である。食後、妻に用事ができたので、爪楊枝 (妻用事)で 60 年前に入れた入歯を突っついてる。
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三浦邦夫
バイデン新政権の要人の政策と名字の中国語表記
バイデン政権の要人の政策と、氏名の中国語表記がわかりました。
（中国との本格的な交渉開始にそなえ各人の名字を中国語表記にしているとのこと。）
＜役 職＞
＜政
策＞
＜名字中国語表記＞
① 国務長官 ：海上での船舶の「臨検」を廃止する。
不臨検
② 国防長官 ：攻撃されれば直ちに応酬、沈静化する。
応酬沈
③ 運輸長官 ：字でも絵でも使い良好なコミュニケーションを実現。 不定字絵字
④ 内務長官 ：民族間での波乱の度合いを測定・数値化し対処する。 波乱度
⑤ 司法長官 ：正しい判決を出すには心を空白にしてことにあたる。
伽藍洞
⑥ 厚生長官 ：健康のため体の部分・部分を世話し良くすること。
部世良
⑦ 農務長官 ：田畑の美しさを留める政策を実施する。
美留策
①ブリンケン ②オースチン ③ブティジェッジ ④ハーランド ⑤ガーランド ⑥べセラ ⑦ビルサック
【＊なお議会の承認が必要なものがあるため、本伝笑鳩発行時点では変更がありえます。】

こじままじこ（小島裕子）
まじこのマジックルクル 回文「カニ」
カニ鍋は好きな鍋料理のひとつです。そこで、今回のお題は今が旬の「蟹」です。
「カニ」
かになはなにか （カニ、名は何か）
かにいくももくいにか （カニ行く、桃食いにか）
かにさあうたうあさにか （カニ、さあ歌う、朝にか？）
かにうどたべたどうにか （カニ、独活食べた、どうにか）
かにもたんさにさんたもにか
（蟹も探査にサンタモニカ）
かにかにとうらわでわらうとにかにか （カニ、カニと浦和で笑うとニカニカ）
桑原妙子

門口泰宣

ワンダフルワールド き○○ごっこ（りんごちゃん） スキー（ばあばあ）

阿呆リズム＆パロディ

１）換気の歌をご唱和ください
第九交響曲
２）献金は 温泉卵の 籠にいれ
３）コロナりこんだ流行語大賞
４）新型キャッチフレイズを頻発する小池知事
５）菅総理とかけて 乗り物酔いと解く
その心は きしゃに弱い
６）GODOWN した菅内閣支持率
７）今年は孫とあえなく消える
帰省自粛
８）つんどくから通読へ在宅の効果
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阿部博

時事川柳

１ 玉手箱黒き砂ありリュウグウの

２ 作り物生き物よりも重くなり

＊【12 月 11 日 AFP】歴史上初めて、地球上の人工物量が生物量を上回る「ク ロスオーバーポイント」
に達したようだとする研究論文が 9 日、英科学誌「ネ イチャー（Nature）」に掲載された。道路や建築物
などの人工物の重量はほぼ 20 年ごとに倍増しており、論文の著者らによると、現在、1.1 兆トンに達して
いる。一方、人類の天然資源消費量は増え続け、樹木や植物、動物などの生物量は農業革命以来半減し、現
在では 1 兆トンとなっている。

３ 冬の季語だったのですねマスクする
４ 駅ホーム足下にゴジラ冬の朝
５ 快特の牛乳パックお買い得
６ 家ごとにサンタクロース手を洗い
７ サンタ笑む移動制限隔離なし
８ オンラインそれでもやはり賀状書く
９ 寒波きぬジョークサロンのカンパかな
10 密を避け密に焦がれて年の暮
貼り紙に「いまはさわら ないでね」のお願い。ペ コちゃん寂しいね

小宮三千夫

あいだみつを｢にんげんだもの｣より-１7

400 万円返してあげればいいじゃないか
1 億 4000 万円もらえるんだもの・・・秋篠宮さま/納税者
年賀状出さなくたっていいじゃないか
だって限定 200 万枚なんだもの・・・鬼滅の刃コレクター
適当だっていいじゃないか 70 歳過ぎても余裕のテレビ出演なんだもの
・・・座右の銘は“適当”のタモリ
我が道を行くでいいじゃないか 不況のたびに会社が大きくなるんだもの・・・ニトリとアパ
三密が仏教用語のもじりだっていいじゃないか
なんてったって厚生労働省より小池百合子なんだもの ・・・密集、密接、密閉を避けてください
吉永こ百合（尾垣聡子）

香野好勇・こうの好太

はめ字「雪の色～冬景色」

好太川柳

フォト川柳「三密を避けて二人の浜に出る」

・昼寝ボケ朝のつもりで歯を磨く
・コロナ禍の眼化粧強く口は無し
・ゴーツーのトラブル見事当たってる
・ワクチンの牛歩もどかし世界待つ
・ラストランコロナに負けず天寿越え
・白黒をつけずモゴモゴ二枚舌
・体温計音も素通り八十路越え
・総理「ガースー」若者名で一踊り
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高木正明

コミックどどいつ瓦版 No.356・357

《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》
GoTo 煽って 食・旅・遊び 感染増えても 何のその
菅の言動 見ていりゃ分かる GoTo 「命よりも金」
どこのメディアも GoTo 中止 聞く耳持たない 官邸団
自助だ自助だと 言ってる割に メモや助っ人 頼る菅
宇宙旅行の はやぶさ 2 号 りゅうぐう土産は 砂とガス
呼んだ麒麟は とうとう来ずに 居座る疫病神コロナ
ジョークサロンも ZOOM で過ごし 来る丑年 また ZOOM？
《うしどし折り込み コミック仕立て 語る七七七五調》
憂い重なり 心配コロナ どこまで増やす気 新患者
うっかりしてたら 新種のコロナ どうにかしなくちゃ 新ワクチン
運動不足を しばしば注意 努力足りぬと 叱る医者
嘘が渦巻く 修羅場の政治 どこへ向くのか しかと見る
受けを狙った 芝居が裏目 ドジなガ～ス～ 舌もドジ
打つ手考え システム変えて どうかしなくちゃ CO2

大鳥羽裕太郎 ＜幸裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話) 将来は＜はやぶさ3＞や＜同4＞も活躍するんやろなー」
(幸) ＜はやぶさ 2＞プロジェクトは大成功やったなあ
(裕) ほんまに。コロナ禍の 2020 年、最後に灯った大金星やったで。
(幸) 世界初の成果は①人工クレーターの作成から⑦最小で複数の小天体を周回
する人工衛星の実現まで 7 項目に及んでんて。
(裕) 「りゅうぐう」の砂を積んだカプセルを無事地球へ帰還させ、自らは疲れた
機体を休ませることもなく、再び地球を離れて新たな旅に出はった。ほんまに働きもんやで。
(幸) お前の目の黒いうちは無理でもJAXA(宇宙航空研究開発機構)は今後 ＜はやぶさ3＞や＜同 4＞も作って
活躍させるんやろなぁ。
(裕) お父ちゃん、ちゃうで。＜はやぶさ 3＞も＜同 4＞ももう活躍したで。
(幸) 何言うてんねん、まだ＜はやぶさ 2＞の時代やんけ。
(裕) 今、東北＆北海道新幹線を走る＜はやぶさ＞の前に九州方面のブルトレで「はやぶさ」があったん覚えて
はる？
(幸) 勿論覚えてるで。鹿児島本線経由で東京・西鹿児島(今の鹿児島中央)を結んではった。
(裕) この「はやぶさ」の下りが＜3＞列車、上りが＜4＞列車やってん。引退して「はや」11 年たつけど
スターに「ぶさ」わしい列車やったな。

曽田英夫
狂歌 NEW 門
● うれしくなって スキップを踏む
毎月に ズーム例会 続いてる
うれしくなって スキップを踏む
はやぶさ 2 砂を抱えて 無事着い た うれしくなって スキップを踏む
テレビ見る 好きな女子アナ 今日も又 うれしくなって スキップを踏む
● 軽いつもりが 大事（おおごと）になる
6 人の 氏名を外し 発表し
軽いつもりが 大事になる
高速で あおり運転 してみたが
軽いつもりが 大事になる
支援金 騙して取って 捕まって
軽いつもりが 大事になる
● ぐっと湧き出る 元気と勇気
対コロナ ＰＣＲ 陰性で
ぐっと湧き出る 元気と勇気
古き友 原稿書いて くれと言う
ぐっと湧き出る 元気と勇気
自衛隊 コロナ医療に 出動し
ぐっと湧き出る 元気と勇気
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平井幸雄

いろいろな牛をＣＯ Ｗ

2021 年（令和 3 年）の干支は丑年。色々な牛・丑を紙上にぎゅ～っと並 べてみました。落語「牛ほめ」の
セリフ「天角、地眼、一黒、鹿頭、耳小、 歯違(てんかく、ちがん、いちこく、ろくとう、じしよう、はちご
う)」を口遊みながら・・・

●丑歳を寿ぐ
いろは 48 文字
1 文字ずつ使い丑年
を寿いでみました）

芝崎満夫 笑いの笑解(紹介)

25．過去の海外出張の思い出（その４）篇 ：韓国風真っ赤な鍋
韓国に 4 か月の出張したことがあった。お客様が韓国風の鍋を食べにいこうと誘ってくれた。
どんなものか興味を持ち、お店に。部屋に入ってみてびっくり、真っ赤に煮えたぎった鍋が、
・・・真っ赤な太陽、真っ赤に煮えたぎった溶鉱炉、真っ赤に溶岩があふれる火山等が連想された・・・
一口食べると、とても辛く、汗がどっと出てくる、そしてソジュ（韓国風焼酎）を飲まざるを得なくなり、こ
の繰り返し！！でも、自然と少しづつ体が辛さに鍛えられてきた感じあり。
そして、4 か月後、帰国、伊丹空港に正午到着。みんなで饂飩屋さんに、久しぶりの饂飩を食べた
瞬間、白湯に饂飩が入っている感じ、少しづつ、唐辛子を入れたが、味がせず、
どんどん唐辛子を入れてついには真っ赤に！やっと味が。ついには、唐辛子のお替り迄！！
店の人もびっくりしたことと思う。そして改めて、真っ赤に煮えたぎった鍋を思い出す。
笑いのポイント（笑点）
ま：（ま）るで、真っ赤に煮えたぎった溶岩のような鍋
っ：（っ）いにとても辛くてソジュ（韓国風焼酎）を飲み、止まらぬ汗
か：体（か）が自然と辛いものに対応できる状態に
っ： （っ）いに饂飩も真っ赤に
か：完全に（か）唐辛子に麻痺された瞬間だ。

野本浩一

お写落日記 【高校の先輩読者の訃報あり 元気であれば WEB で会えたに】

12 月 10 日不在配達のメモがあったので、同日夕刻に受け取る様
手配した所、現金書留が届いた。思いがけない訃報でした。
伝笑鳩読者になって頂いていた高校の２年先輩、井上泰昭さんが
今年２月に亡くなったことを知らせる奥様からの手紙を読んで、言
葉がありませんでした。
この写真は Facebook に本人が掲載しているものです。
Facebook は亡くなった後もそのまま残ってますので、６月の誕
生日を祝う友人達からのメッセージが多数入っています。誕生日時
点でなくなっていることを知らない方々が多いのだと思います。
奥様からの手紙には、滞納していた会費とカンパとして使ってくだ
さいとの言葉が添えられて、３万円が同封されてました。本当に有
難く頂きます旨、奥様に返事を書きました。
遅ればせではありますが、心よりご冥福を祈ります。井上先輩、七十歳は早すぎます。
本当に残念です。 合掌

先輩の思いが残る義援金 大事に使い活かし切ります
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柴本和夫

言葉の研究

①コロナ関連

・自粛、自粛で半年暮す。あとの半年寝て暮す⇒ 感染症（デカンショウ）節
・旭川のコロナの惨状に茫然の北海道 ⇒ 道にも止まらないコロナ感染
・大阪モデルに赤信号宣言した大阪府 ⇒ 府に落ちない宣言と非難あり
・小池女帝の新造語～短期集中 ⇒ 鬼滅の刃の全集中のパクリ疑惑の噂あり
・ガースーと女帝の政策の曖昧さ ⇒ 「短期集中＆全集中」の不安と不満
・年始の初詣のお願い ⇒ 蜜を避けて「参拝」は「散拝」で
・コロナで市内（市街）観光の自粛要請 ⇒ シナイ観光の要請。観光のシガイがない
・コロナの風評被害で封印されたＣＭ ⇒ フジカラーでうつそう
・昔：余生は静かに暮す、コロナ禍の今：陽性は静かに暮らす
②その他
・新装オープンが、不人気なパチンコ店のリニューアルとは ⇒ リニュー悪
・小室さんとの結婚を承認した秋篠宮の心情は ⇒「根負け」でなく「婚負け」
・要介護老人が病院に集中する日はいつ？ ⇒ ８日（ようか）以後です
・老舗の伝統の味は「変わらぬ味」と説明 ⇒ 説明された側には「わからぬ味」
・今年の流行語（言い訳の便利な言葉編）⇒ 総合的、俯瞰的、多目的
人生いろいろ。笑いもいろいろ。総合的な笑いに俯瞰的な笑い。
そして多目的な笑い。おおいに笑おう～ジョークサロンで

チクられた病状

青野正宏

（千曲川旅情の歌）

コロナなる異常をさとり
緑なす箱根は行けず
しろがみ(白髪)の仲間と夕べ

おもしろくなくて悲しむ
浅草もいくによしなし
酒盛りは泡へと流る

世に満つるコロナは怖く
顔の色わづかにあおし
PCR 検査いそぎぬ

医者行けど安心見えず
うたがわし彼の口先
チクられていざかやナシに
軋む仲宿る憤懣
ひとり酒にごう(二合)を飲みて くさる気をしばし慰む

小諸なる古城のほとり
雲白く遊子（いうし）悲しむ
緑なすはこべは萌えず
若草も藉（し）くによしなし
しろがねの衾（ふすま）の岡辺（おかべ） 日に溶けて淡雪流る

片岡隆

あたまくるいかりはあれど
浅くのみあたま霞みて
たびたびの兆候いくつか

あたゝかき光はあれど
浅くのみ春は霞みて
旅人の群はいくつか

以下割愛します

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）

★新型コロナを笑い飛ばす（飛んだ飛沫はあなたのお顔にベッチャリ）
コロナ禍って何のこと？ テレビなんかで、「この中での」って言ってるけど、何の中だか分からないよ。
新聞なんかで、「コロナ鍋」って書いてあるけど、具は「コロ菜」かなぁ。
知らないなぁ。オカンが言うにはな、｢鍋」ではなく「禍」で、
「わざわい」とも読むらしい。
★元歌当てクイズ（コロナをまぶした替え歌）
あなたが噛んだ コロナ（小指）が痛い （いと ゆかい）
あなたコロナじゃないですか（変わりはないですか） 日毎寒さがつのります
コロナ（仔馬）の親子は 仲良しこよし いつでも一緒に ポックリ・ポックリ歩く
犬のおまわりさん コロナにかかって（困ってしまって）ワンワンワワン ワンワンワワン
しょうしょう症状時 症状時の庭は つつ月夜だ みんな出て こわい・こわい・こわい
どんぐりコロコロ どんぶりこ コロナにかかってさぁ大変 ドジョウが出て来て今日は
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★2020 年 12 月 16 日 ZOOM 例会作品投稿参加者 13 名

阿部博、野本浩一、青野正宏、門口泰宣、芝崎満夫、小宮三千夫、香野好勇、平井幸雄、
大鳥羽裕太郎、こじままじこ、曽田英夫、片岡隆、佐藤重剛
パソコン又はスマホでメール交換がで
きる方は、是非 ZOOM 例会への顔出し
を検討して下さい。
＊変集鳥にメールを下さい。
昨年途中から第４水曜 14：30～の
例会に変更して実施しています。
例会は１時間半ほどで終了します。

次回以降の予定
コロナ終息までは ZOOM 例会対応となりそうです・・・
2 月 24 日（水）14：30～ 千代田スポーツセンター 7 階第 2 集会室確保 又は ZOOM
3 月 24 日（水）14：30～ 千代田スポーツセンター 7 階第 2 集会室予定 又は ZOOM
4 月 28 日（水）14：30～ 千代田スポーツセンター 7 階第 2 集会室予定 又は ZOOM
5 月 26 日（水）、6 月 23 日（水）、7 月 28 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
＊変集鳥 野本浩一
携帯 090-5811-8443
切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2020 年 12 月 8 日～2021 年 1 月 18 日
切手（郵送分）： 宗田淳、藤倉由紀子、小西祥二、奏志朗、石田喜代司、高橋久夫、菅谷信雄
片倉静江、香川信子、植竹団扇、前島昭夫、神山徹、加畑高治、柏谷達雄、御手洗克裕、
前田誠、瀧口庸行、酒井典子、沼宮内春雄、野末紳二、岡部千代松、加藤勝彦、稲葉浅治
瀧口庸行、加畑高治、前島昭夫、片倉静江、青野正宏、橋本康平、西浦慶子、北澤正嗣

桜井レイ、佐藤重剛、樋口七郎
カンパ：藤倉由紀子、小西祥二、浜田頓坊、奏志朗、加藤勝彦、稲葉浅治、瀧口庸行、
前田誠、神山徹、石井志津夫、片倉静江、植竹団扇、藤野有樹、柏谷達雄、石田喜代司、
西浦慶子、北澤正嗣、桜井レイ、佐藤重剛
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。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
￥ 自粛カンパ振り込み先：みずほ総合口座（みずほ銀行）東京営業部
店番号 ００１ 普通預金口座 ２３５９３２２
柴本和夫 まで
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.376 発行 2021.1.27
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・松原伸伍
マスコットカット：天野秀雄
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
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