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＊＊＊＊２０２１年４月 No.３７８＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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

  

伝笑鳩のご愛読有難うございます。 

笑いは「和・来」となり、暖かな繋がりが続いてます。今後も宜しくお願いします。 

永年の読者の方に関する訃報と朗報があります。 
訃報：新潟永林寺・佐藤憲雄和尚（84）が2月中旬に亡くなりました。 
副住職・佐藤公彦様から電話連絡、更には切手のカンパを頂きました。合掌。 

 ＊佐藤和尚「一語一会 越後一会 和尚の独り言」の幾つかを3頁に掲載します。 
 
永林寺・副住職、佐藤公彦 今までお世話になりました。切手を送ります。活用して頂けたら幸いです。 

 「帰らぬ昨日を今日に生かし 今日の反省を明日に生かそう」 

 
朗報：香川・彌永（いやなが）孝一（79）さんとメールが繋がり、ZOOM面談を実施しました。 

ジョークサロン同人の米岡泰さんの紹介で読者となり 20 年以上繋がっていま

す。初めてのお顔拝見で互いにニッコリできました。パソコンでメール通信ができ

るとのことであり、息子さんのお手伝いも得まして無事に対面出来た次第です。 

初ZOOM体験後のメールも披露させて頂きます。 
 

香川・彌永孝一  コロナにも負けず皆様のご活躍に元気をもらっています。 

ことしもどうぞよろしくお願いします。昨春から蜜蜂を飼い始めました。ビギナーズラックで 8 月には 2.5

ｋｇの大収穫でありました。捕らぬ狸の皮算用、今年はどれほどとれるか毎日楽しみに世話をしております。 

 遅くなって大変申しわけありません。切手ちょっぴり送ります。 

「今日は大変ご迷惑を御掛けしました。感謝です。自分の顏がパソコン画面に映って、しかも動いて
いるのを視るのは、生まれて初めての経験でした。今まで、ボケーっと過ごして来たのを反省していま
す」     （変集鳥：NHKチコちゃんもにっこりしていると思います） 
 
東京・佐藤晃一  昨年 3月に40年勤めあげた会社を送別会もなしに定年退職 

いつかウィルスは皆様の底なしのユーモアの沼に完全に沈むのだと呪いつつ、いつも 

楽しく伝笑鳩を読ませていただいております。次号以降もご送付お願いいたします。 

 

東京・平光庸司       毎月伝笑鳩を送付頂き有難うございます。 

ここ10年は手紙というものを書いたことがなかったので、久々に新鮮な感じを味わい 

ながら書かせて頂いています。驚いたのは切手です。購入した切手はなんとステッカーに 

なっていてビックリです。年賀はがきの景品切手シートもステッカー、おまけに丸形で 

またまたビックリでした。 

愛知・杉浦康司        ZOOMでの参加、考えてみます。 

東京・高栄子   伝笑鳩377号受け取りました。今回の記事でいつもとちがう事・・・ 

会津市内で開業の若い遠藤剛さんの賛助会員としてご参加のニュースです。そこで私はハッと気づいたので

す。十二月で会費切れだったという事を。・・・もう三月下旬ですが、これに同封します。 

 

草芽伸び 光の春来て 暖かい ジョークサロンで おおいに笑おう 【快鳥 曽田英夫】    

伝笑鳩 

今月の一笑 
 

阿呆リズム＆パロディ 

♪You are my son社員my only son社員 

You make me unhappy when I am blue♪ 

 生活保護費を下げるのは反故にせよ 

              神奈川・門口泰宣 
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しば選 ものは付け 
 

 第242回 「もうすぐ春ですねと思うものは」   

  

秀逸  パンダ・０１２３・アリさんマーク のついたトラックが行き交う季節の到来です  

  熊 本 松野 信夫 

（0003・ハトのマーク・ハートマークも引っ越しのトラック。 黒猫やカンガルーは宅配便）   

       

金笑 ｢桜を見る会｣の招待状が届く時  

（平成22年になんと3役に招待状届く快挙 ⇒右写真） 埼 玉  北澤 正嗣               

銀笑 自粛していた雑草が伸び始めました。  

（雑草にも、五分の自粛の魂が宿るんですね）        神奈川 藤倉由紀子             

銅笑 花見時 花の宴より 鼻の炎   

（五七五のリズムで、花と鼻、宴と炎を掛ける）    埼 玉  高木 正明   

 小笑 

◇まずは、地方の春の訪れの便り（静岡・長野・高知・神奈川）が飛来 

掛川の商店街がパステルの春色に染まってきた  （地元商店街の春を愛でる）   静 岡  野末 紳二 

自然に青春の叙情歌をハミングしている時     （松本城をハミングして散策）  長 野 松原 伸伍  

四国の室戸岬に、黄色の菜の花が咲く季節    （菜の花の室戸岬巡りを満喫）  高 知 高橋 満子 

サーファー・ヨットマンの姿が目立つようになってきた  （鎌倉の春の海岸風景）   神奈川 浜田 頓坊 

 

◇続いて、梅と桜とで春を感じる作品群 

満開の紅梅と白梅の協演の季節   （NHKは紅白歌合戦 梅は紅白梅合戦）      神奈川 大鳥羽裕太郎 

梅は咲いたか 桜はまだかいな    （信州では、あんずの花はまだかいな）     神奈川 志賀 明 

探梅（たんばい）の候となり、河津桜の満開の便り届く （梅から桜へのバトンタッチ） 千 葉  岡部千代松   

梅の花が散り始め、オタマジャクシが泳ぐ候   （手足が出れば、夏の到来）      東 京 稲葉 浅治 

 

◇通常の小笑い           

春は名のみの風の寒さよ  （我が家の家計も同じで寒風止まず。春一番を期待）    埼 玉 佐藤 重剛 

あらこのスカート小さく？なっている  （冬太りのせい？夏痩せの季節を待ちます）   千 葉 吉永こ百合    

おひな様がひかり輝くのよ 桃色に  （桃色吐息のおひな様も素敵ですね）       神奈川 藤倉由紀子 

服の色を淡いもえぎ色や、うすいピンク系にしたい時（脱シルバーで、ピンク系へ）   長 野 松原 伸伍 

無性に眠かったり物忘れが頻繁に発生してきた時 （春のせい？認知症の始まり？）  静 岡 野末 紳二 

隣のニャンコの夜のデート  （ロマンスとは香り漂う表現。夜這いはヤバイです）   埼 玉 秦 志朗 

女子プロゴルフ初戦～沖縄のオーキッドの開幕  （ゴルフファン待望の春の訪れ）  千 葉 田中 清咊 

春よ来い 早く来い。 孫は新入生 じじばばは、ワクチン  （それぞれの希望の春）  埼 玉 酒井 典子 

伝笑鳩の 3月号の発行を終えた時  （春をお届けするのが伝笑鳩の使命）       東 京 野本 浩一 

    

第243回の題  「エールを送りたいものは」   （出題：小関裕而）  

         締切は、 4月5日とします。5日に戻します。5日で GOです 

 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 

招待状は秀逸の松野参

議から届きましたねえ 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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追悼・合掌   新潟永林寺・佐藤憲雄和尚  
 ＊右写真 2001年6月 出前ジョークサロンin 新潟 
  （門口前変集鳥・佐藤和尚・曽田快鳥） 
 ＊ジョークサロン・ホームページ：バックナンバー142号から 

 

  「一語一会 越後一会 和尚の独り言」 

 ◎老人は 酸いも甘いも 受け入れて 

      その身は 大自然に溶け込んでゆく 

 ◎言葉だけでなく 実行で示せたなら その人の値打ちは 否応なく高くなる 

 ◎トカゲは自分の尻尾を 権力者は他人の尻尾を切る 私はトカゲの心でいたい 

 ◎今ある自分に 感謝！ 感謝は心身の調和を促し 健康へと導く 

 ◎楽をするよりも 楽しく行きよう  ～   邪見を「ポイ」で ジャンケンポン ～ 

  「あせらず、くさらず、負けずに」 ～   「動かざれば 道は拓けず」  

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  甘辛都々逸ほのぼのランド ＜142＞ 

《おしゃべりは長生きに効くらしい！？》 

 ◇ 誤嚥性 肺炎ご注意 喉筋トレに オシャベリ有効 女性勝ち 

 ◇ 日経歌壇で 見つけた一首 マチャアキ やっぱり堺（駿二）の名 

 ●マチャアキを 何年やっても お袋は 堺駿二の 息子だという（2/6 織部壮） 

 ◇ 都々逸は 下手はそれなり 人生詠い 笑い転げて 生きる芸 

 ◇ 淋しいが 「車止めて」と 家族の声に 好きなゴルフも 卒業だ 

 《寒さ、コロナを乗り越え「春の香」は生きている》 

 ◇ 芭蕉「花」とは 「桜」のことと 蕾ふくらみ 春はすぐ 

 ◇ 歌舞伎調 「こいつぁ春から 縁起がいいや」 啖呵いいけど 荒れる「株」 

 ◇ 花には日本酒 それぞれ地酒 好きな銘柄 あれば吉 

 ◇ 土佐の酒 百花の王たる 牡丹の中で 司たるべし 司牡丹 

 ◇ 障害者 「害」の字面が 気になる意見 「碍」がより良い 遣い方 

 ◇ 外国人らの 多くが嫌う 「ガイジン」 呼ばわり これも「害」 

 

長野・松原伸伍       ほんわか短歌 

久しぶり カラオケルーム 予約して 暗いコロナを 歌って飛ばす 

おとうさん コロナがあって とても良かった 厨房入りて 料理覚える 

外出は えりまき・マスク 帽子など チェックリストで 逐一点検 

よく見ると 凡そ夫婦の 半分は 合わない人と がまんにがまん       

暖かく 上衣をぬいで トイレした 上衣忘れて すぐとりにいく 

ひまなので ナンプレの本 やってみた 認知予防と 懸賞目当 

年令（とし）とると 幸福指数 上がるとか 程のいい時 程よく逝去（い）ける 

よく見ると 人の弱点 責めてると その弱点は 自己回帰する 

本心は 花よりだんご 安全で おいしいものが 少し食べたい 

コロナ禍で 消毒液で 手をこする まるでトンボの すりすりみたい 

一年後 コロナの終息 想ってた 経てばたつ程 予想はずれる 

職もなく 家もなくなり ゴザで寝る コロナは悲惨 戦争みたい 

 

東京・稲葉浅治  川柳「遅咲き」       遅咲きの花を見守る親の愛 

ノックされやっと咲き出す花もある    押しのけて咲くのがいやで遅く咲き 

もう遅いだけど咲きたい目立ちたい    愛されたい私だけをと遅くさき 
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門口泰宣       阿呆リズム＆パロディ 

 

１）利害関係者の接待に正剛性があるか 

２）疑心暗記 記憶にございません 

３）７７７型機破片落下 ナナナント！！ 

４）ワクチン接種に優先ワクチャントあるのか？ 

５）マー君よ復帰して落第点を付けるなよ 
 
吉永こ百合（尾垣聡子）     はめ字「梅の花  自転車」    
 

      

 

 

 

 

 

 

三浦邦夫        ワクチンの副作用を軽くする方法 

１． ファイザー社製ワクチン 

 副作用：「不和」や「イザ」こざが起きる 

【対処法】サロンパスを張り「サロン」の雰囲気で「パス」する 

２． モデルナ社製ワクチン 

副作用：「モうデルナ」いろいろなものが出なくなる。 

【対処法】大正製薬：コーラック(便秘薬)を飲む。出るようになる。 

３． アストラゼネカ社製ワクチン 

副作用：飲んだ翌日「明日トラ」になり「ゼにネーカ」。 

と小銭をせびる。 

【対処法】「銭ゲバ」漫画本を読ませる。「銭湯」に行くのも効く。 

 

野本浩一  お写落日記 【経営が苦しくなったら持ち出しか いいんだそれでという看板】 

 

選挙の度にお世話になる小学校周辺を散歩しながら、あちらこちらと歩いてみ

ると住宅地なのにかなりの数の医院や歯科がある。歯科の数はコンビニより多い

と聞いたことがあるので、ネット検索すればたシカに多い。2019年末当りでコ

ンビニ55千に対して歯科は65千で上回っている。ちなみに美容院は240千、 

信号機190千。 

 「うらやま歯科」「さわが歯科」「うつく歯科」「やかま歯科」というのは可笑

しいだろうと思っていたが、今回「もちだ歯科」の看板を見て思わずうなって 

しまった。そうか「持ち出しか」と。 

 助け合いお互い様で持ち出しが いいんですよという看板 

 いろいろと無くなる理由持ち出しか いいんかそれでという看板  
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佐藤重剛（蓮田のシュガー）シュガーの駄洒落コーナー「道の子草に米が生
ナ

る」おもろい民謡歌詞   

         

雨が降っても唐傘などいらぬ 手頃な蕗の葉       小野小町の生まれ在所       秋田音頭 

「おはら庄助さん何で身上つぶした 朝寝、朝酒、朝湯が大好きで それで身上 つぶした」  会津磐梯山 

ナジョが見つけて寄りなれと言うたども カカが居たれば アゝ返事がならぬ          岩室甚句 

啼くなちゃぼ鶏 未だ夜は明けぬヨ 明けりゃお寺の鐘が鳴るよ            （秋田県）オコサ節 

啼くなちゃぼ鶏 ハア―未だ夜は明けぬ 明けりゃお山のナー鐘が鳴る         （宮城県）夏の山唄 

稲妻ピカピカ 雷ゴロゴロ いくじなし親父 ばら株さ ひっかかって 千両箱拾った     嘉瀬の奴踊 

分析すれば 八十八度の手がかゝる  米 のなる木で作りし わらじよ ふめば小判のあとが  米ぶし 

二度と行くまい 丹後の宮津 縞の財布が 空になる    ピンと出した     （京都府）丹後の宮津 

伊豆の下田に 長居はおよし縞の財布が空になるエー               （静岡県）下田節 

沖で見たときゃ 鬼島と見たが 来て見りゃ八丈はなさけ島 ショメ ショメ       八丈ショメ節 

私しゃ真室川の梅の花 貴方またこの町の鶯よ ハ コーリャ 蕾のうちから通うて来る    真室川音頭 

三崎みなとに 錨はいらぬ エーソーダヨ―エ 三味や太鼓で 船つなぐ          三崎甚句 

三つアエ― 三物揃えて もらった嫁 もらってみたどこァ 気に合わネ 

     九つアエ― ここの親達は皆鬼だ 此処さ来る嫁 皆馬鹿だ           弥三郎節 

 

桑原妙子            妙子のワンダフルワールド  

リズム会（りんごちゃん）          じいじいの新しい居場所 

 

 

 

香野好勇・こうの好太    好太川柳   フォト川柳「水ぬるみ打ち寄す波も嬉し気に」  

お互いにマスク外すと貴方誰       

繰り返すミスの森さん齢のせい 

新コロナ除けて川柳四苦八苦 

いつも行くクラブ調査に足がつく      

お似合いの習金今やトラは消え 

コロナ晴れ集う人類パラ五輪        

朝冷えに床離れずにテレワーク 

川柳で破顔一笑医者いらず        

成熟と乱熟競うエピローグ 
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平井幸雄                   国 字・和製 の漢字  

漢字は中国で生まれ、2000 年ほど前に日本に伝わった文字である。日本人がしゃべっていた やまと言葉に

あわせて使われてきました。日本の文化に合わせて新たな漢字も生まれました。 中国の漢字は、象形文字や

形成文字が多い。それに対して、国字・和製文字は会意文字が多い。 日本の風土、日本人の感性から生ま

れ、文字に意味とイメージが備わっている。日本の美は月雪花、 花鳥風月に代表されるように、季節の移ろ

い豊かな自然があらわされている。特に花を旁（つくり） とした国字が多い。日本人は花に美的感覚を求め

てきたからだろうか。 参考：ビジュアル「国字」字典（世界文化社）国字の字典（東京堂出版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曽田英夫            狂歌NEW門  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     ● わずかな事で 大きく変わる 

女性では 時間がかかる 発言が わずかな事で 大きく変わる  

接待し 利益を得たか スガ息子 わずかな事で 大きく変わる 

議員でも 8時以降は 許されず わずかな事で 大きく変わる   

     ● これは最高 心で叫ぶ 

森氏消え 橋本・小池 丸川に これは最高 心で叫ぶ  

麒麟来ず 明智のあとは 渋沢で これは最高 心で叫ぶ       

大坂は 決勝戦で 終利をし これは最高 心で叫ぶ    

● 今夜の酒は 特別うまい 

今日も又 1日すぎて コロナなし 今夜の酒は 特別うまい 

女房が 古稀を迎えて お祝いし 今夜の酒は 特別うまい 

  ラジオでは 投稿文が 全国に 今夜の酒は 特別うまい 
 

阿部博               時事川柳 

 

1坊っちゃんの接待上手親ゆずり 

2 風の音一億キロの火星から  

3 雛壇の三人官女五輪かな  

4 マスクなしCMだけがコロナ前  

5 サラ川やお上批判選ばれず                 ▲ 羽 田 で 

6 ライン映え気にするほどの年でなし  

7 巣ごもりを生かす人あり天仰ぐ                      ◄▾池上で 

8 体重のプラス成長ばかりなり  

9 コロナ禍や季節が速く逃げて行く 

10 機影追う異国行きたし雲の波  

11 日蓮の生まれし日にや鷺四羽 
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青野正宏     替歌  森のこごと  （元歌：森の小人） 

 

 
 
 

 
柴本和夫           言葉の研究   

① コロナワクチン関連 

     ・ワクチン摂取回数を誤解してました。～６回でなく、５回（誤解）でした 

・ワクチン接種は痛みもなく、簡単です～ワクチンは、ラクチンです 

・ワクチン注射を打つべきかを悩んでなる病気～うつ病  

② 以前と今の対比 

   ・ミャンマー（旧国名はビルマ）  以前は～ビルマの竪琴（水島上等兵） 

                    今は～ビルマの揉め事（クーデター騒動） 

   ・日本の社会とは  

戦国時代は～武家社会 令和の高齢化時代は～ボケ社会 

・森の評価の変化   

   大根おろし⇒森おろし 森の石松⇒ 森のおそ松 ＫＹな人⇒ＭＹ（モリヨシロウ）な人 

・スポーツに捧げる曲 

昨年～小関裕而のスポーツ行進曲  今年～森発言のスポーツ後進国 
 

芝崎満夫      笑いの笑解(紹介)        27．一般篇 ： 食べ物に関わる思い出 

 今では珍しいフルーツではないけれど、約50年前、山形/米沢で新種として発売された「ラフランス」 

という洋梨の種類で、当時は珍しいと思い、親戚にお土産に持っていった事があった。見た瞬間 

みんなに「不細工なフルーツ」と言われ、見向きもされなかったが、実はこれがよかった・・・。 

数日後、すごく良い香りが漂ってきて、それにつられて、食べてみると、とてもおいしかった。 

その時、初めて改めてみんなにお礼を言われた気がした。 

笑いのポイント（笑点） 

ラフ：（ラフ）で見栄えが悪いフルーツであるが、 

ラン：（ラン）ランと輝くフルーツよりも 

ス：（ス）テキな香りのするフルーツだった。 

 

 フルーツにも旬になる瞬間がある。その一瞬を逃さないことが大切であると改めて思う。 

旬な時でないと、そのフルーツの価値は下がるのだとつくづく感じた。 

なんとなく、時は長く過ぎたけど、買い手、売り手にベストな環境になった気がして、 

思わず微笑み（美味しいものが旬な時に食べれることに対して）がこぼれた気がした。 

森のこごとは ナンジャ－アレ 
散々手厳し 悪(あ)し評価 
会長叩いて やめさせて  
今日は臨時の 委員会 
委員さんそろって にぎやかに 
ア ホイホイヨ オリンピック 

おつむふりふり それはだめ 
川渕お手々を 挙げたけど 
参画(さんかく)防止に 赤っ恥 
小池さんにこにこ 森潰し 
外野席そろって おもしろく 
ア ホイホイヨ オリンピック 

委員選んで 選考会 
ケンケンガクガク 輪になって 
森のあとがま 廻します 
今夜は明るみ なるのかな 
8人がそろって 元気よく 
ア ホイホイヨ オリンピック 

森のこごとは ナンジャ－アレ 
散々手厳し 悪(あ)し評価 
会長叩いて やめさせて  
今日は臨時の 委員会 
委員さんそろって にぎやかに 
ア ホイホイヨ オリンピック 
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高木正明  コミックどどいつ瓦版 No.359 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

与党議員の 提灯持ちが 党首煽てて 舞い上げる  

質疑応答 面倒らしく 説明嫌いと 分かる菅  

息子使って 政官業の 隙で利権を 漁る菅  

私人・公人・別人格を 使い分けては 逃げる術  

自粛のさ中に 言い出しっぺが ステーキ会食 菅・二階    

片目は二階の 顔色見つつ 片目は支持率 見てる菅  

政治資金で キャバクラ遊び クラブ会食 する議員  

食料・ワクチン 自給が出来ず 後進国だと 思い知る  

ワクチン輸入で 先ず従事者に 様子見されてる モルモット  

コロナ医療が 切迫危機に 罰則作って 脅す菅  

コロナ対策 換気をすれば 舞い込む花粉や チリ・ホコリ  

五輪精神 復興五輪 忘れた五輪の 大本営  

森の後釜 子飼いの（橋本）聖子 きっと院政 敷くつもり  

女性蔑視で 五輪は地獄 やるも止めるも また地獄  

島根県知事 五輪にマッタ！ 地方蔑視に お冠   

まさか又かの 東北地震 3.11 見る悪夢  

一部・半壊 だったら自助で やる気さっぱり 無い公助  

眠る遺骨に 冒涜行為 辺野古埋め立て用の土砂   

五輪騒ぎや コロナの隙に 尖閣狙いの 海賊船  

情けないかな 追従国の 思いやられる 思いやり（予算）  

 

 小宮三千夫             あいだみつを｢にんげんだもの｣より-１9 

 

会議が長くなってもいいじゃないか 半数が女性なんだもの 

 ・・・失言で有名な元首相  

橋本聖子だって誰だっていいじゃないか 前会長の院政なんだもの 

 ・・・タケシ 

 IOCとの会談が3対1の女性多数だっていい じゃないか 橋本、小池、丸川の三傑だもの 

 ・・・IOCバッハ会長 

減資したっていいじゃないか 節税できるんだもの ・・・中小企業となったJTB 

神頼みだっていいじゃないか 全豪オープンで優勝したんだもの 

・・・お守りがやたら売れている山口県岩国市 白崎八幡宮の禰宜&大坂なおみ 

 2月末で緊急事態宣言を解除したっていいじゃないか 小池さん（首都圏） 

 ほど余裕ないんだもの・・・大阪、兵庫、京都、愛知  

茶化したっていいじゃないか もっともらしいんだもの ・・・あいだみつをを大好きなバカリズﾑ 

菅さんが総理の器じゃなくてもいいじゃないか マキャベリスト（君主論）なんだもの  

・・・ほんとに読んだのか？と疑う池上彰  

接待されてもいいじゃないか 菅さんの息子じゃ断れないんだもの ・・・マキャベリスト 
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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） 

新型コロナを笑い飛ばす 続き 

1.ワクチン魔 （フェイクニュース） 

街でワクチン接種に関するアンケート調査をする者に注意。「未接種」で、「接種の意

志なし」と回答すると大変。後を付けて来て、いきなり背中にブスﾂとワクチンを接種さ

れてしまう。一種の正義漢のようだ。ブツは中国からの密輸物らしい。アナフィラキシ

ーショックで死ぬ人も出て、取り締まりが強化されている。 

 

2.ワクチン接種済みの焼き印 （フェイクニュース） 

ワクチン接種済みの証拠として、焼き印を押すことになったらしい。愛好家かどうか、毎月のように接

種する者がいるので、品不足への対応策とのこと。QRコードなので、 

接種済みの証明にも使えるというメリットもある。 

 

大鳥羽裕太郎         ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話) 

 

◆「森よ、知ろう」 

<幸>昔から自分に正直な人やったやんけ。 

<裕>20年前の「えひめ丸事件」で米の潜水艦と愛媛県立宇和島水産高校の練習船えひめ丸 

   が衝突、死者9人が出た事故の知らせを聞いてもゴルフを続けた人やさかいな。 

<幸>ゴルフをやめても悲惨な事故が起きなかったいうことにはならへんけど、 

愛媛県民や国民に寄り添う気持ちが欲しかったわな。 

<裕>ソチ五輪女子SPで16位となったフィギュアスケートの浅田真央選手に 

「あの子大事な時には必ず転ぶ」もひどい。ころんだんは今回の自分で 

『森氏は大事な時には必ず失言する。』の方が普遍性もあってええんちゃうか？ 

<幸>「公私の別」が分かっとらんな。 

<裕> はいな。「私」でどんな考えを持つかは自由やけど、コロナ禍で大変なことになってる東京五輪開 

催の足を引っ張ることだけは避けなあかん会長が好きなこと言うとる。 

<幸> 本音では自分が悪いなんて夢にも思てへんから、「謝罪会見」と言う名の「逆切れ・開き直り会見」 

にしかならへん。質問した記者に「君はどう思うんだ。」「どうせ面白おかしく書くんだろう。」 

なんて言うか？ 

<裕> 退任させられる社長が自分は相談役として残る条件で、次期社長を指名するいうのもありえへん。

そこまでして権力者の椅子にしがみつきたいんかな。 

<幸>それらは自民党の古い「ムラ型政治」の延長線上にある考え方や。当選回数が多く、首相経験もあり

最大派閥の細田派にも隠然たる力を持つ俺を誰だと思ってるんだということやろ。 

<裕>森問題は旧世代の男性社会の考え方をはしなくも露呈した面があるな。 

<幸>時代に乗り遅れた人の起こす悲劇が本人だけにとどまっていれば喜劇ですむ。 

<裕>そやけど国ということになると劇の舞台そのものが危うくなるおそれすら

あるで。 

<幸> 森氏は「老人も頑張ってるんですが、老人が悪いかのような表現をされる

ことも極めて不愉快」言うてるな。 

<裕> そのとおり、頑張ってる普通の老人が悪いわけやなく、悪いのはこの国が

世界中からどう見られているか、コロナ禍で大変な東京五輪をどう立て直

すかに意識が向かわない森氏という老人やということを 

 ⇒ 「森よ、知ろう」 
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サロン同人画像笑介です 
平井、野本、佐藤、阿部 
 
 
柴本、小宮、桑原、曽田 
 
 
 
青野、今野、芝崎、大鳥羽 
 
  
 
片岡 
 
  

★2021年2月24日 ZOOM例会作品投稿参加者 13名  

平井幸雄、野本浩一（変集鳥）、佐藤重剛、阿部博、柴本和夫（金鳥）、小宮三千夫、 

桑原妙子、曽田英夫（快鳥）、青野正宏、今野里香、芝崎満夫、大鳥羽裕太郎、片岡隆 

＊今野さんはジョークサロンのFacebookグループを立ち上げてくれました。現在、変集鳥

がグループとりまとめを担当しています。ご覧下さい。 
                                                          

                     

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2021年2月16日～3月15日 

切手（郵送分）： 高栄子、平光庸司、彌永孝一、佐藤晃一 

カンパ：浜田頓坊、新潟永林寺 

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.378 発行 2021.3.24                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・・・ 
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）14：00～  千代田スポーツセンター（又はZOOM） 
 ＊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  

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。 

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

