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＊＊＊＊２０２１年３月 No.３７７＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

            
＊＊コロナにもめげす飛んでる伝笑鳩 目指せ400奮闘中＊＊   

ウレシイお便りが続々と届きました。 

金鳥とのご縁が深い福島・遠藤剛様。 

2020 年の一笑を獲得した青野正宏さんのご友人の神奈川・小峰浩様。変集鳥と入社

同期の東京・熊代清隆様。さらには、永年の読者の皆々様。 

ご支援ありがとうございます。 

 ひとつ残念な訃報もありました。90歳を越えても読者だった石原義三様は昨年7月、

91歳にて永眠されたというものです。ご長女様からお便りと共にカンパを戴きました。有難く存じます。 

 皆様、体調管理には十分ご留意お願い致します。 

 読者の皆様ともコロナ感染が終息した折には、是非お会いできることを願っております。 

福島・遠藤剛  前略 初めまして会津市内で開業をしています遠藤剛と申します。 

柴本さんからいつも伝笑鳩を時々いただいて読ませてもらっております。 

 とてもユニークな方々の集まりの様で楽しさがこちらにも伝わってまいります。又、以前

読売新聞の全国版にも取り上げられる様な素晴らしい、優秀な方々の集団であり、又何十年

も続いている事にも敬意を表します。直接の会員にはなれませんが、賛助会員と言う事で参

加させて頂ければと思います。今後も御指導の程宜しくお願い申し上げます。 草  々

（なんと、切手84円切手200枚のカンパを頂きました。ありがとうございます。 

遠藤先生は川柳愛好家ということです。きっと笑いの医力があるのでしょう。） 

神奈川・小峰浩  前略  友人である青野正宏さんから、伝笑鳩2021年2月No.376号を頂きました。 

大笑させていただきました。つきましては、84円切手15枚を送らせて頂きますので、会報を頂きたく宜し

くお願い申し上げます。敬具 

東京・熊代清隆 ごぶさたしております。ジョークサロンもリモートで盛況ですね。 

伝笑鳩楽しく拝見しています。遅くなりましたが、切手30枚を同封いたします。（1年分＋カンパです） 

コロナはワクチンがいつかは接種できるようになるのでしょうが、お互いに健康に留意して過ごしましょう！ 

 

福島・松山カオリ  東北にも鳩が飛んできてくれてお手紙とお知らせを頂いて感謝いたしております。 

 最近少々弱気になっておりましたが何とか立ち直れそうです。これからもよろしくお願い申し上げます。 

東京・青木孝 『伝笑鳩』376号 ありがとう存じました。すごいボリュームに圧倒されました。 

佐賀・野田文雄  お元気ですか。私は少し風邪ぎみ、なんとか生きてます。 

 負けるなコロナに･･･ 令和の河猫 太郎さん 昭和の新聞太郎 義経 なべつね ここにあり 

神奈川・山中静代  遅くなりましたが切手を同封いたします。 よろしくお願い申し上げます。 

 

東京・高栄子 今号も皆様の力作揃いで、久しぶりに友人にジョークサロンをご紹介しました。 

先年母上を亡くされ悲嘆の心情にありますが、笑いが心を開き生き抜いていける一助になればと考えます。 

埼玉・石代強 サンシャインでPM3時58分に購入。･･･ナント五枚中四枚が当り･･･ビックリ･･･ 

東京・小松崎文夫 内 美奈 本人が体調崩して療養中です。令和３年分の会費同封させて頂きます。 

今年で終了をさせて頂きたいと思います。長い間ありがとうございました。 

 
立春が 過ぎれば春が もうそこに おおいに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】  

伝笑鳩 

今月の一笑 
 

    時事川柳 

ワクチンも命の沙汰もスガ次第  

花粉症くしゃみ三回縷々惨状  

埼玉は何も無いけど大栄翔  
        東京・阿部博 
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しば選 ものは付け 

 第 241回 「笑って許してと思うものは」   

  

秀逸 ビール缶の印刷の間違い LAGER を LAGAR  E（イー）じゃないの A（エー）よ  
  東 京 三浦 邦夫 

（外見の差別は、オリンピック精神に反します。森会長の差別発言～笑って許してはダメです） 

         

金笑 伝笑鳩の読者の皆様へのお願い～世相も、節分の鬼も、笑って許して     埼 玉 高木 正明 

銀笑 鳩の仲間の（絶滅危惧種）の伝笑鳩へ～｢生類憐れみの令｣で笑って許して  埼 玉 北澤 正嗣      

銅笑 クシャミと共に入れ歯が飛び出して、相手の顔面に                 熊 本 松野 信夫   

（入れ歯にも、飛び出し注意です）  

  

小笑 

◆まずは、おなら、転失気、への 4連発 

睨めっこしましょう～アップップ～お尻からもプー  （入口と出口の協奏曲）      熊 本 松野 信夫 

  しゃがんだ時につい出てしまったオナラ  （トイレの姿勢の条件反射）     神奈川 大鳥羽裕太郎 

笑いと一緒に出ちゃった転失気 （転失気＝オナラ。笑いはオナラを呼ぶ）      埼 玉 北沢 正嗣 

｢へ｣は健康に良い～生姜を食べると良く弾む（生姜で健康なら、しょうがないね）神奈川 浜田 頓坊 

◇続いて、通常の小笑い           

今期初めての試合で三打席連続三振 （長嶋は 四打席連続三振でしたよ）    埼 玉 佐藤 重剛 

   時  々 年齢詐称  （晴れ時々雨～正直時々詐称、ところにより大うそ）      千 葉 吉永 こ百合 

キャッシュレスは便利。でもスイカしかない私 （スイカが使えるのは八百屋だけ？） 神奈川 藤倉由紀子 

 年の差再婚 （加藤茶：45歳 城島茂：24歳 市村正親：24歳 石田純一：22歳）東 京 稲葉 浅治 

 コロナ激太りでのリモート会議でお前は誰だと （天は机の下に人をつくらず）     静岡 野末 紳二 

七年目の浮気    （1年目は許さず。3年目は笑って許す。7年目は呆れて許す）  神奈川 志賀 明 

臨終間際のダメ亭主～俺のことか？ （ダメ亭主のあなた、私は笑って許します）  埼 玉 秦 志朗 

ワンコインの賽銭で、家内安全・無病息災・コロナ退散を礼拝 （御利益よろしく）  千 葉 田中 清咊 

飛び乗った車両が《女性専用車》だったオジサン（毎日が飛び乗りの確信犯）  神奈川 大鳥羽裕太郎 

お腹のゆるい夫に、間違って私の便秘薬を飲ませてしまった。（うっかり夫人の私） 埼 玉 酒井 典子 

反省の欠けらもない態度 （森会長の暴言を、組織委員は笑って許してしまった！）千  葉 岡部千代松 

朝の通勤ラッシュ、手を入れたポッケットは隣の人のコート （財布はなかったです） 福  島 松山カオリ 

  伝笑鳩の五時・駄辻・返還謝り （誤字脱字変換誤り～いつも笑って許します）   東 京 野本 浩一 

    

第242回の題  「もうすぐ春ですねと思うものは」   （出題：キャンデーズ）  
  

締切は、 3月8日。 
皆様のカンパのおかげで、希望の春を迎えてます。 
 

 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 

 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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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 ＜141＞ 

《立春大吉 「遠仁者疎外 不苦者有智」（おにはそと ふくはうち） 

 （仁愛の心に欠ける者は嫌われ 智有る者は苦しまない） 》 

◇ 毎年節分 頃にはいつも 想い出すのが この詞 

◇ ざっと60年ほど前に 粋な先輩 からのもの 

◇ 株の世界にゃ 「節分天井 彼岸底」だと 言う説も           

◇ NY・日本も 少し荒れ気味 波に乗る人 遊ぶ仁 

◇ テック系 株など買って 鳩のエサ代 稼ぐ策（かな）？ 

 《絵画一点 510億円 元は13万円だったとサ》 
◇ ダ・ヴィンチの 作だと言われ オクション・セリで 落札者名？ 

◇ サウジ・アラビア あたりの名前 噂あるけど 名乗らない 

 （ネタ本「最後のダ・ヴィンチの真実」（集英社）） 

◇ トランプが 世界一だと 自慢の国の 悲劇・喜劇の 後始末        

◇ 政治家は 大きな声出す 馬力があって 小さな声聴く 優しさが･･･ 
◇ 所かまわず キッスは駄目よ コロナころころ 命懸け 

 

長野・松原伸伍         ほんわか短歌 

 

思い知る 家庭（いえ）の平和の かぎはただ 妻の話を 聞き流すこと 

うまいもの 妻が作って 亡くなると のこったものは 弁当ぐらし 

この老年（とし）で 元気だそうと 赤い服 まとってみたら るんるん気分 

そのむかし 妻が親御に 泣きついた 今は夫が 親になきつく 

出合う度 長所さがしに つとめたら 心通える 友が広がる 

医療より 予防に努力 するほうが はるかに安く 納得な途 

聡明に コロナの危機を チャンスとし 趣味は技術の アップを目ざせ 

月３度 100円ですむ 銭湯は つかる喜び 老いの生甲斐 

ものはつけ トップになって 図書カード 送られてきて ルンルン気分  

このごろは 身体のために テレビ見て みんなの体操 筋肉ほぐし 

 

東京・稲葉浅治   川柳「表裏」      歳とると表も裏も同じ顔 

裏の裏表になるとは限らない      誰にでもどんな時にも裏表 

日焼けして表も裏も同じ色       折り紙の折り目にもある裏表 

 

東京・樋口七郎  寒波（カンパ）が襲来してきました。そこでカンパをお送りします。 

伝笑鳩ガンバレガンバレー。 

 
江戸小噺広め鯛       いろいろ楽しんでます 
  

富士山 とかけて   坂東玉三郎 と解く 心は どちらも きれいな「おやま」・・・よう三 

ウエティングドレス と解く 心は すその長いこと    ・・・そよ風 

歌舞伎役者 と解く 心は 真白に化粧します         ・・・とく仁 

折 句 ふじさん   夫婦でも 自慢話しは  三度まで  ・・・ とく仁 

             深酒に 自粛忘れて 三密に       ・・・ 古ねこ 

             深酒し 地面に倒れ さんざんに   ・・・ 笑英 

             踏まれても じっと我慢の 山野草 ・・・ 番茶 

 ゆ句年 句る年     ○ あきらめしこと数多く冬の暮  ○ ありがとうすべてが適う冬の星 

 大愚 笑英       ○ 平凡な生が一番 福達磨    ○ 経験は宝のデパート福袋 
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阿部博               時事川柳 

治療なく自宅療養できみ死にたもう          持病持ち通院予約日先々へ  

家飲みの三時の珈琲慎ましく             AIにボケていますと顔写真  

腹の虫何もせずとも鳴きはじめ            見たままに牛三頭の犇(ひし)めいて  

 花と星姿かたちに贔屓(ヒイキ)見え          最多消え咲いておくれよ梅サクラ 

 

 

池上梅園の梅（左）と千鳥ヶ淵の桜 

 

 

 

 

 
吉永こ百合（尾垣聡子）     はめ字「お雑煮 幸せに」    ？？犬一匹？ 二匹？ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

桑原妙子 ワンダフルワールド マネっこわんわん（りんご・かりん）おうちトレーニング（ばあばあ） 
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榊原金市           政界演説を切る、斬る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤重剛      シュガーの駄洒落コーナー  野菜痛め  

 

コロナ関連で外出困難だが、JA農協に野菜類の買物にだけは 行ってみた。 

買った物は老ホ施設や財布 (ワイフ)に 報告、連絡、相談 (ホウレン草)せにゃならず、あまり、高値 (タカ

菜) なもの、臭いもの (ハクサイ)、 値切ったもの (ネギ)、 競り合った (セリ)もの、水無し (ミズナ)で食 

えるもの、 先の読めない (ヨメナ)奴 等々を買 うと睨 (ニラ)まれるので、困っちゃうなァあ (コマツナ)。 

蕨 (ワラビ)から来た売り子 (ウリ)が、声を嗄らしな (カラシ菜)がら、朝、月 (アサツキ)の 明かりで見える 

塩出 (シオデ)や 、昨日も採ったもの (?アシタバ)を 、手の延びる (ノビル)とこまでの広告紙 を破かん (ヤ 

ブカンゾウ)ように、屑 (クズ)にしない様に、 うどうど (ウド)と 、張り切って (ハリギリ)い る。 そこは

場所が良いので空いた日 (アケビ)が無く、彼は譲りは (ユズリハ)経ちまった (ヘチマ)のだ。 

 
芝崎満夫 笑いの笑解(紹介)        26．一般篇 ： １円玉に関わる思い出 

（１） 小学生の時、１円を拾おうとして、注意を受ける。お金が大事なものと言われているのに矛盾！ 

（２） サラリーン時代：上司から1円でもコストダウンせよとの言葉。なんか矛盾感じる。もっと大

きな目標にすべき。この時代はサービス残業が多かった気がした。それだけでも１円以上は貢献？ 

（３） 消費税のおかげで、小銭入れに１円玉でいっぱい、さらに一円玉で貯金箱がいっぱいになる。 

（４） 現在：カードで購入すると、ポイント換算で換金可能の時代：1ポイント＝1円 

笑いのポイント（笑点） 

い：（い）ちばん小さなお金の単位 

ち：（ち）りも積もれば、山となる 

えん：（えん）えんと貯めないと、 

の： 望（の）ぞんだ額にはならない                                       

か：価（か）値は何だろうと思う 

ち：（ち）いさな存在だけど、しっかりとアピールしているところが面白い！ 

 

門口泰宣         阿呆リズム＆パロディ 

１）GoToを あおり運転 どこまでも 

２）ワクチン担当をどうの河野と言わないで     

３）扶養不休でくたくたの所帯主 

４）舌を巻く幕下大栄翔の優勝 

５）会議の連続を尾身まい申しあげます 

６）嘘も答弁の安倍元総理 
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香野好勇・こうの好太    好太川柳    フォト川柳「新年を寿ぎ浜の初日の出」  

 

トランプもコロナも欠ける潔さ          
世も末だ暴動議会アメリカよ 
ワクチンの牛歩遅れは干支のせい      

 新コロナ地球不屈に変える御手 
笑みこぼれひ孫抱く俺老いの春       

  コロナ禍を蹴って五輪の夏よ来い 
マスク取り挨拶すると怪訝顔        

  年賀状来ないと直ぐにご逝去に 
パラ五輪鬼の涙に期待大          

  夜の街三蜜避けて閑古鳥 
 

大鳥羽裕太郎 ＜幸裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)      なかにし礼さん逝く 

 

<幸> 筒美京平さんが亡くなったばっかりの＜なか＞、＜にし＞の方にある浄土へ 

＜礼＞儀正しい方が逝きはった。ますます「昭和」は遠くなりにけりやで。 

<裕> ＜なかにし礼＞さんは立大生の頃からシャンソンの訳詞を始め、菅原洋一 

さんの「知りたくないの」で作詞家デビューしはった。作品は同じ菅原さん 

の「今日でお別れ」、黛ジュンさんの「天使の誘惑」、アン・ルイスさんの 

「グッドバイマイラブ」黒沢年男さんの「時には娼婦のように」、細川たかし 

さんの「北酒場」などなど名曲のオンパレードやで。 

<幸> 黛ジュンさんの「恋のハレルヤ」の一節『笑われたくて笑わしたんじゃない』間違い！『愛された

くて愛したんじゃない』は恋愛に置き換えた出身地のふるさと満州への恋心やねんてな。 

<裕> そうなんや。そやけど作詞だけやってぶらぶらしてはったんやないで。小説も書きはって 2000年

には「長崎ぶらぶら節」で直木賞を取られた才人や。 

<幸> ほんまや。ご本人は『歌謡曲は日本文学の一つのジャンルであり、自分は万葉集から連なる伝統の

中にいると明確に意識していた。』と言うてはるさかいな。 

<裕> ＜なかにし＞さんが作詞しはった昭和の名曲を皆で唱和して、ご本人を偲びまひょ。 

 

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） 

 

1. 新型コロナウィルス変異種の発祥地 

電子顕微鏡でウイルスを観察すれば発祥地が分かる。英国で最近繁殖しているのには、 

MADE IN ENGLANDと書いてある。これに感染した日本人はハイソな方である。 

日本では、ほとんどが MADE IN CHINAまたは、MADE IN BUKAN である。MADE IN 

JAPAN もあるが、まだ稀少である。ウイルスもワクチンも国産品を愛用しよう。 

2. オリンピック・パラリンピックとの同時開催の提案 

コロリンピック：日本人のコロナ感染者のみ出場資格あり。海外変異株防止のため。 

パラコロリンピック：同様の重症者のみ。 

3. フェイクニュース 

あのイーロン・マスクもマスク製造に乗り出した。 

世界一の資産家となった記念に、ただで、世界中に配るらしい。 
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曽田英夫            狂歌NEW門  

● 乾杯をして みんなで祝う 
コロナ禍に 新年迎え 気分変え  乾杯をして みんなで祝う      
リモートの 新年会に 笑顔寄り  乾杯をして みんなで祝う 
大栄翔 突っ張り冴えて 賜杯抱く 乾杯をして みんなで祝う  

● 言いたくなるさ 愚痴のひとつも 
第一波 下火の時に 対策を     言いたくなるさ 愚痴のひとつも 
国会で 質問濃いが 答え薄（うす） 言いたくなるさ 愚痴のひとつも  
大雪と 言っているのに 高速へ   言いたくなるさ 愚痴のひとつも    

● 気分良くして 鼻歌歌う 
出掛けたら うがい手洗い 顔洗い 気分良くして 鼻歌歌う    
紅梅が 一輪二輪 咲いている   気分良くして 鼻歌歌う  

  頑張って 宇良１０勝で さらに上 気分良くして 鼻歌歌う 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

青野正宏      アメリカ歴代大統領  ゴ シ ッ プ 川柳 
      

けねんした 13 ディズ 乗り切った      ベトナムは じょう勢ふあン そらイカン  

水門で 憎まれ辞めて 損をする       ニクソンを フォローしたので どっちらけ 

いなかから スーと出てきた ファーマーだ  かれーなる 出世を遂げた ガンマンだ 

日本で ぶっ倒れ 主賓席 

悪いくせ 不倫するとは 残ねんだ          

ぶっとんだ 語彙力でも 首班かな   

おしくとも バラ色理想 まだ未達 

止められぬ 乱暴フェイク サプライズ 

切り札と ならなかったな 最高裁 

とつげきの 騒乱起こし ギブアップ 

バイスから でて正となるも 年不あん    孤立とは バイバイすると 宣でんす 

高木正明  コミックどどいつ瓦版 No.35８  《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

議員先生 四十日も どっぷり休んで 呆けの明け  

施政方針 朗読劇で マスクもぞもぞ 無表情  

説明スカスカ ガ～ス～総理 2倍伝える 大統領  

サイタサイタよ 昔はサクラ 今はコロナが 日々最多  

入院したくも 出来ない人や 入院拒否には 逮捕状  

コロナ来たまま 居座り続け 麒麟とうとう 来ないまま  

変異ウイルス 油断を突いて 甘く見ていりゃ ドジを見る   

緊急事態の 会見なのに 時間切れだと 逃げる菅  

心コロナに 有らずの総理 夢は五輪を 駆け巡る  

仮定の問いには 回答控え 仮定の五輪は よく喋り  

コロナ対策 後手後手なのに 五輪日程 出来上がる  

医療従事者 無給医酷使 医療崩壊 何のその   

コロナ犠牲者 自殺者増加 命や暮らしを 守る菅？  

自助や自粛に サイゼの社長 本音飛び出す フザケルナ！  

駄洒落探して 田舎を散歩 ふと見たバス停 上 梅 田

ジョウバイデン

  

トランプ人気も 任期が尽きて 悪たれ叩いて 濁す跡  

相撲見ていりゃ 五輪も行ける 後はワクチン 神頼み  
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三浦邦夫    今月の不絵行入洲  ＜公表されていないニュース：発表まで「極秘」＞ 

      

❶ ホワイトハウスが、トランプ不動産に売られていた! 

❷ホワイトハウスにバイデンが入居し、乗馬練習用の馬場を建設中。 

 バイデンの家系は「乗馬」が「遺伝」しているため、馬場が必要。 

 彼が中国に行った時の名刺には「乗馬遺伝」となっている。 

❸ いままで「ホワイトハウス」は白く塗装されていたが、人種差別をさける 

ため紫色に塗り替えている。「パープルハウス」となる予定。 

 

こじままじこ（小島裕子）  まじこのマジックルクル回分 「冬」と「冬の風物詩より」 

 「冬」     

ふゆのさむさのゆふ （冬の寒さの夕） 

ふゆいかがかいゆふ （冬、イカが回遊） 

ふゆいえのなかなのえいゆふ （冬、家の中なの、英雄） 

ふゆふしぎさぎしふゆふ （冬不思議、詐欺師浮遊） 

ふゆむしなかずかなしむゆふ （冬、虫鳴かず、悲しむ夕） 

「冬の風物詩より」 

(焚火)  たきびとびとがかがとびとびきた (焚火、鳶と画家が飛び飛び来た) 

(北風) きたかぜたつうしろののろしうつたぜかたき 

(北風立つ、うしろの狼煙、討ったぜ仇)  

(立冬) りつとうのうのわしのしはのうのうとつり (立冬、能のわしの師はのうのうと釣り) 

 
柴本和夫           言葉の研究   
 

① 誰々が、ダレダレに、○○ろ○○ろと連呼 

  ・歌舞伎役者が、ドラマの中で半沢直樹に～詫びろ・詫びろと連呼 

・政府閣僚が、コロナ禍中で自粛の国民に～耐えろ・耐えろと連呼 

  ・コロナ渦の国民が、GOTO オリンピックに～やめろ・やめろと連呼  

・コロナで出不精の夫が、デブ症の妻に～痩せろ・痩せろと連呼 

② 朝ドラに引かれて福島参り （善光寺：｢干支｣の牛に引かれて福島参りの変化球） 

・福島市内の古関裕而記念館を訪れ～朝ドラの福島にエールを送る 

・コロナで、参拝者が減少した神社を訪れ～神社にエールを送る 

・参拝した神社で人気のドリンクは～なんと、ジンジャー・エール           

・会津若松の挨拶の方法はお辞儀ではなかった～会津だけに、目で合図 

・コロナの女神はアマビエ 福島の朝は、アサビエ（朝冷え） 

③ その他 

・超高級酒～見るだけで満足。決して飲めない酒～ノマネ・コンチ 

・孤独老人が読むメールの表示～｢既読｣でなく｢孤独｣ 

  ・ダイエット願望のデブの愛用携帯～スマートフォン 

・水泳選手の愛唱歌～我は海の子 箱根駅伝の愛唱歌～我は足の子（芦ノ湖） 

  ・かくれんぼは、もういいかい？～コロナは、猛威かい？ 

  ・今年の節分は、鬼滅ブームに感謝 鬼はソトでなく、優しく鬼はソオット  

 

     リモートの例会でも、笑いに全集中。リモートの中心で、愉快愉快と叫ぶ  

おおいに笑おう～ジョークサロンで  
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小宮三千夫             あいだみつを｢にんげんだもの｣より-１8 

つまづいたっていいじゃないかゆきぽよだもの・・・アンミカ 
トラブったっていいじゃないか 発注者と配達員との問題なんだもの 

・・・ウーバーイーツ 
体調不良だっていいじゃないか 「必要があればやる」んだもの 

・・・“菅さんかわいそう”和田アキ子 
久々の作品がホスト万葉集だっていいじゃないか  
光源氏はチャラ男の元祖なのだから    ・・・俵万智 

韓国人が平気で約束を破ったっていいじゃないか  
常に中国からの圧力に従わざるを得なかったのだから        ・・・文在寅  
                            
500万くらいもらったっていいじゃないか 卵500万個もらっても困るけど 

 
・・・吉川貴盛（元農相） 

コロナで爆買いがなくなってもいいじゃないか  
もう日本製より中国製の方が人気なんだもの           ・・・中国Z世代の若者 
                          
平井幸雄                    いろいろな 牛偏の漢字 オンライン漢和辞典より 

2021 年（令和 3 年）の干支は丑年。色々な牛偏の漢字を画数順にぎゅ～っと 並べてみました。・・・何頭

いるかな？ カタカナは訓読み、ひらがなは音読み、網掛けは意味 

 

  まだまだあります。 

  ジョークサロンHP参照下さい。 

  大漢和辞典には311ある･･･。 

 

野本浩一  お写落日記 【三密を避けて地元で初詣 大吉引けば儲けた気分】 

 

 年明け元旦の初詣は赤阪豊川稲荷と決めてずっと過ごしてきたが、流
石に今年は回避することになった。昨年末からくり返しテレビで「初詣
は分散でお願いします」と流されれば、そうせざるを得なくなってく
る。年内に参拝するのを「幸先詣と言います」と宣伝し、参拝の効果は
同じですと念押しまでされれば変更するのに躊躇いは無い。 
ということで、今年は地元の久が原東部八幡神社へ出向いた。神社が

あることは知っていたが、これまでは素通りの神社だった。 
元旦の午後、恐らくはそれほど人がいないだろうと考えて出向いた。

なんとなんと、同じような思惑の人がそれなりにいて少し密だったが、ソーシャルディスタン
スを保ちつつ順番を待ち、豊川稲荷よりも少し少な目のお賽銭で新年の祈願をおこなった。 
お神籤100円。これは豊川稲荷と同額。まあいいかで、三番大吉。いつもより短時間で済ん

で、大吉を頂けば、即いい気分になる。来年から、どうしよう・・・と悩む初詣だった。 

 行き帰り並びの時間も短くて 大吉でればまた来年も 

 参拝の人少なけりゃ願い事 聞いて貰える期待ふくらむ 
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サロン同人画像笑介です 
小宮、野本、佐藤、平井 
 
 
香野、三浦、柴本、青野 
 
 
阿部、桑原、芝崎、大鳥羽 
 
 
曽田、小島、片岡、尾垣 
 
 

  
 ＊皆様、是非ジョークサロンZOOM例会にお顔出し下さい。参加希望の方は変集鳥へメール下さい。 
  ZOOM例会の招待状をお届けいたします。ご連絡お待ちいたしております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

★2021年1月27日 ZOOM例会作品投稿参加者 16名  

小宮三千夫、野本浩一（変集鳥）、佐藤重剛、平井幸雄、香野好勇、三浦邦夫、 

柴本和夫（金鳥）、青野正宏、阿部博、桑原妙子、芝崎満夫、大鳥羽裕太郎、 

曽田英夫（快鳥）、小島裕子（こじままじこ）、片岡隆、尾垣聡子（吉永こ百合） 
                                                          

                     

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2021年1月19日～2月15日 

切手（郵送分）： 遠藤剛、石原義三、小松崎文夫、白鳥進、山中静代、小峰浩、熊代清隆 

カンパ：上條愛子、遠藤剛、石原義三、小松崎文夫、白鳥進、浜田頓坊、樋口七郎、熊代清隆 

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.377 発行 2021.2.24                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・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 

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・・・ 
3月24日（水）14：00～ 千代田スポーツセンター 7階第2集会室   又は ZOOM 
4月28日（水）14：00～ 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  

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

