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＊＊＊＊２０２１年５月 No.３７９＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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

  

 ジョークサロン例会はオンライン  

ZOOM例会が続いてます。神田の例会に参加できない読者の皆様にもぜひ顔出しを 

して頂ければと思います。どうぞ宜しくお願いします。 

 

埼玉・笹崎静雄（ﾍﾟﾝﾈｰﾑ 能輝）コロナ禍の中、楽しい伝笑鳩が元気で飛んで来て 

 毎号うれしく拝見しています。私は雑用に追われ時間調整の変更も多

く思うにまかせません。世の中が少し落ちつきましたら“吟行”ならぬ

“吟笑会”で埼玉の田舎の方にお越しいいただけるとうれしく存じます。2014年に放送され

た「カンブリア宮殿」の DVD 同封申し上げます。ご笑覧いただけると幸いです。また鳩の

餌代を少し同封いたします。 お礼旁  々 草  々

（埼玉で大人気のサイボクハムの笹崎社長から有難いお便り・カンパが届きました。行き

たいですねぇ。テレ東の「カンブリア宮殿」出演とはスゴイですねぇ） 

 

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。 

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2.5ｋｇ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たの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。 

 

福島・松山カオリ  伝笑鳩ありがとうございます。お礼の便りを出さないで失礼しております。 

お詫び申し上げます。鳩の会費は近日中に送ります。今後とも宜しくお願いします。 

 

愛知・杉浦康司    ZOOM参加させて頂き、ありがとうございました。 

紙に印刷された「伝笑鳩」とは随分趣が違っていてとても面白く有意義な時間でした。 

参加者（寄稿者）の皆様の人柄やユーモアセンスが声と表情と活字以外の言葉でよく分かり 

ました。「笑学生」みたいで皆様の作品やお話が興味深く聴けました。私も長年文字で笑いや 

楽しさを伝えて来ましたが、改めましての難しさと「生の会話」の持つ力を感じさせられました。 

東京・樋口七郎    佐藤憲雄和尚様の訃報を知り大変おどろいております。 

永林寺は有名なお寺さんで、一度電話でお話をしており、一度お会いしたいと思っておりましたが、今回の

訃報を知り真に残念でなりません。慎んでご冥福をお祈り申上げます。 合掌 

東京・高栄子    新潟永林寺の佐藤和尚が天に昇られたとのこと、お悔やみ申上げます。 

なぜかホッとする文章をお寄せになっていましたね。伝笑鳩をごらんになって廿年、東京と新潟とジョーク

のつながりで楽しくお過ごしになれたのではないでしょうか？ 

ジョークサロン「伝笑鳩」の果す役割は広く深いと考えています。 合掌 

長野・松原伸伍  私の愚作も沢山ご掲載下さり、とても元気がでました。 

皆々様の御健壮と御活躍を心から祈念し御礼と致します。 

 

花が咲き 蝶々飛び交い 鳥歌う 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 
 

現代的春望   現代の春望 

国 破 病 毒 在  国破れてウイルスあり 
感 時 花 粉 涙  時に感じて花粉に涙し 
冠 禍 連 一 年  コロナ禍一年に連なり 
酒 肆 時 更 短  酒肆の時更に短く  

           神奈川・青野正宏 
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  しば選 ものは付け 
 

 第243回 「エールを送りたいものは」   （出題：小関裕而）  

  

秀逸  上をめざす、返り咲きの大関となった照ノ富士へ               千 葉 岡部 千代松 

（序二段転落の地獄を見ての復活劇。まだ29歳。頂点をめざして精進を願う） 

金笑  カレーが大好きな人たちに、味の「ええル－」を送りたい （洗剤CMは、ありエール）  

 東 京 三浦  邦夫        

銀笑  昨年埋め込まれた私のペースメーカー。弱っている心臓を助けてね  （安倍晋三）  

神奈川 藤倉  由紀子 

銅笑  津波や大雨の被害を跳ね返し、営業距離163キロを誇る三陸鉄道 （あまちゃん）  

神奈川 大鳥羽裕太郎  

小笑 

 

まずは、自分自身にエールを送る皆様の作品 

 記憶力、体力も衰えアンチエージングに無駄に挑戦している自分にエール      静 岡  野末 紳二 

ダイエットも、もう少しと自分にエール  （自分をおだてれば、達成できますよ）    高  知 高橋 満子 

秋に 88歳になる、この俺様こと頓坊様にエール  （秋も近づく、八十八や）    神奈川 浜田 頓坊 

コロナ渦で老化に拍車がかかった自分自身に  （老化と廊下は走るべからず）   埼 玉 酒井 典子 

コロナウイルスと戦う体内免疫      （免疫渦に、負けるな人類ここにあり）   熊 本 松野 信夫 

 

続いて、伝笑鳩とジョークサロンへのエール作品群 

 伝笑鳩の編集、発送のスタッフにエール    （神奈川：浜田頓坊、長野：松原伸伍、神奈川：山中静代） 

伝笑鳩の喜寿を過ぎた同人、読者の皆々様へ （高齢の皆様に笑いのエール！）   東 京 野本 浩一 

コロナ渦の御時世に笑いを飛ばす伝笑鳩に  （伝笑鳩は、永遠に不滅です）     埼 玉 高木 正明 

 

通常の小笑い           

満開の桜へ （今年の日光のサルは、飲まず、喋らず、ゴザ敷かずで感染防止）   埼 玉 北沢 正嗣 

夜討ち朝駆け、隠し撮りの文春記者に （マスコミ界のスクープのホームラン王）  埼 玉  高木 正明 

赤ちゃんを胸に、自転車の前後に子供二人を乗せて走るお母さん （まさに孟母） 埼 玉  酒井 典子 

今回はちゃんとＬを送りますね。前回はＳとＭを送ってゴメン  （SMが趣味でゴメン）埼 玉  佐藤 重剛 

渡辺直美  （世界のワタナベとなった。ナオミの夢は、カムバック ツー ミー） 神奈川 志賀 明 

歯医者で、１時間程口を開けっ放しで、耐えているおじいさん （アゴが外れた？）  長 野  松原 伸伍 

コロナ渦に立ち向かうお医者さん   （不眠不休の活動にエールです）         東 京  稲葉 浅治 

辺野古でマスクして座り込むおばあ （おじいも）（ソシアルディスタンスの遵守） 千 葉  田中 清咊 

 

第244回の題 「うっせぇうっせぇうっせぇわ、と思うものは」 （女子高校生歌手 Ado） 

締切は、 5月5日とします。5日は子供の日（高齢者の日ではありません） 

  

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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山崎正剛       晴れたらゴルフ 雨が降ったら読書 そして時々海外旅行 

 

いつも楽しませていただいてます。 

今の私を川柳にすると・・・・ 

ごみ捨てをする為に居る粗大ごみ              

ごみ捨てをしなきゃ自分が捨てられる 

 

長野・松原伸伍              ほんわか短歌 

浴場で他人のロッカー（はこ）に下着入れ かなり怒られぼけのきざしか 

大病し感染リスク甚大で 家族心配二重にマスク 

恐怖心コロナによって増大し ストレスはじく絶えぬたたかい 

気にするなしわは人世（ひとよ）のはげしさを のり越えてきた勝利のあかし 

家族いう誤嚥のおそれ我にあり とろみ（とろみ剤）を買って煮物に入れり 

気づいたら夢中になると息しない 帰ってみるとざっくり疲労 

100円の宝くじ買いささやかに 楽しみ乍ら社会貢献 

コロナ禍の不自由な生活耐え抜ける がし寸前の戦後思えば 

車窓より景色を見ると腹が減る コンビニ弁当遠足気分 

食べたあとすぐに歯みがき歯のそうじ むし歯の予感抜かれる不安      

たまさかに友より電話うれしくて せめて声あげ元気で会話 

ナンプレを時を忘れて解きあかす 心配症の特効薬だ 

久しぶりむちゃくちゃ笑い楽しんだ 自分の変顔写メールにして 

ぴんころで終わりたいので歩く時 ぴんぴんころり口に唱えて 

 

東京・樋口七郎       世の中には似た言葉がいっぱいあります。 

オトコ／オコト  ホスト／ポスト  オーストリア／オーストラリア  イワン／イラン 

ウンガ／ウンカ  アパート／デパート  スーツ／スィーツ  ハイク／バイク ソンタク／センタク 

トラブル／トラベル   GO ツー トラベル は トラブル 続きです。 

 

東京・稲葉浅治      川柳「色」      黒を白忖度しつつ出世する 

コロナ禍を迷彩服で首相逃げ         灰色で終る政治が増えている    

うさぎ小屋断捨離したいセピア色       色色とあるのよきっと色色と 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊 甘辛都々逸ほのぼのランド 143 

《楽しみや笑いは、案外身近にあるかもー》 

◇ 下の空地に 新築の家 筑波庭師の 二人組 
◇ 都々逸二首添え 甘夏少し お礼の返歌が 洒落ていた 

◆ リスと鳶（とんび）が 鼻唄競う 猫は片目で 大欠伸  筑竹亭桜坊 
◆ かんの悪さが まる損招き 苦し紛れに ラッパ吹く   石々亭桜谷 

かまくら（鎌倉）の折り込み。そこで橘曙覧風短歌と、都々逸各一首。 

◇ 楽しみは 癖ある石と 語らいて それぞれ巧く 決まりたる時         
◇ ゲート潜って ゆるゆる登る なんと優雅な 光琳調 
◇ ドンドドン 林英哲 和太鼓奏者 50年振り ど迫力 
◇  いま響く 自作自演で 現代リズム 和太鼓演奏 ドンドドン 
◇  涙に感性 笑いに知性 リトマス・テストは 教養値 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 前号のマチャアキと、堺駿二の写真ありがとうございます。藤倉由紀子さんが 
「まさか伝笑鳩で写真をーーー」とえらく喜んでいました。一応ご報告までにーーー。 
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青野正宏       現代的春望   現代の春望 

街 春 感 染 深    街(まち)春にして感染深し 

恨 発 病 驚 酷    発病を恨みて酷さに驚く 

図 夢 抵 万 金    ズームは万金に抵(あ)たる。 

渾 欲 不 勝 益    渾(す)べて益に不勝(たえざらん)と欲(ほっ)す 

注釈 中国語でコロナウイルスは冠状病毒というらしい  図夢 ズーム 当て字 図夢歌舞伎というものもあった 

ないしょ話 

★ないしょ ないしょ ないしょの話は あのねのね にこにこにっこり ね 父ちゃん   

お耳へこっそり あのねのね 坊やのおねがい きいてよね 

★ないしょ ないしょ ないしょのおねがい あのねのね テレビの免許 ね 父ちゃん  

ほんとにいいでしょ あのねのね 坊やのおねがい きいてよね 

 ★ないしょ ないしょ ないしょの話は あのねのね お耳へこっそり ね 父ちゃん   

知っているのは あのねのね  総務省ほか 二人だけ 

(結局、ないしょ話はばれて、坊やのお願いは取り消されました) 

 

香野好勇・こうの好太    好太川柳   フォト川柳「茜空海と祈るやコロナ晴れ」 

 

解除日を手ぐすねコロナクラスター   

トランプとコロナのせいだアジアンヘイト 

ズームバー飲めば飲むほど頭冴え      

コロナ越え地球人類絆の輪 

八十路越え青き日の夢今霧散      

己だけ信じ一徹外れくじ 

巣ごもりは家事多くして休み無し 

お漬物入れ歯連れ出し口内炎 

 
 

佐藤重剛（蓮田のシュガー）  シュガーの駄洒落コーナー  妙な日本語   

   

おもてなし                 表が無くて裏ばかりか ?          

はしらがないと はしらない         新幹線は電信柱が無いと走らない  

くらい くらい                             初デー トは暗い 位が丁度良い  

こんやは こんにゃくくう                   今夜はコンニャク食う  

窒素過剰で ちっそくしそうになった        空気がチッソ過剰で窒息しそうになった  

こんびにに こんびでいった         コンビニに仲良しコンビで行った  

日本の醤油を見せてやろう         Show you  

とうぶんは とうぶん採るな         糖尿病なので 当分は糖分摂るな !  

いっこうの食事はモチ いっこだって モチますかねぇ  

―行の食事は餅一個だって 持ちますかねえェ?  

みずは みずみずしい内に周りをみずにみずから飲むもの  

水はみずみずしい内に 周りを見ずに自ら飲むもの 

俺は 覗き見の罪を除けば 罪悪は無いので  のけぞっている でも 君ィ 覗くなァ！  
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野本浩一  お写落日記 【ちょっとした間違い不調和見つけたら 大いに笑おうジョークサロンで】 

「なぜあの人のジョークは面白いのか？」（ジョナサン・シルバータウン著 水

谷淳訳 東洋経済新聞社）をしっかり読みました。進化論風のユーモア解析本でし

た。正直言えば、なぜ面白いのかはよく分からないのだが、作者が言いたいことは

分かった。というか、ずばり書いてあるからだ。 

「私達は些細な間違いや不調和を笑う。人間の前頭葉に収まっているスーパーコ

ンピュータは何に使われているのか？ ジョークを言うためだ。ジョークは知性を

アピールするためのものだからだ。笑いの役割は生き延びることや身をまもること

ではなく、自分をアピールして異性を引き付けることだ。ユーモアは、自分に魅力

的なウィットがあることをアピールする手段なのだ」 

そうなのか、アピールしなけりゃジョークじゃないのか、という感じである。簡

単明瞭。じゃ、どんなジョークがアピールするのか？ それは国毎に違うと・・・。おいおい、何じゃ

それは？ という訳で日本の女性に受けるジョーク作りに励みましょう。せっせせっせと。 

そのジョーク異性にアピールするならば ジョークサロンで大いに笑おう 

 威勢良く放つジョークの良し悪しは 異性に受けなきゃ駄作なんです 

 

門口泰宣       阿呆リズム＆パロディ 

１）プリンターメーカーの利益の源泉は消耗品のトナーである  トナーさま商売 

２）利き酒コンクールに呑みネートされた 

３）千葉県知事選挙を健作したら８人も立候補   

４）疑念のない接待は絶対ない 

５）脇が甘かったので谷底へ 

６）花見の宴は長屋の我が家の酒柱で乾杯              

７）飲み屋は営業時間でジタンバタン 

８）梅沢富美男が叙勲されてオヤマー 

９）漫才のナイツ人気の秘密はケイコの賜物 

10）もって多難の石  河井問題の二階幹事長 

11）下落幅最大で目が地価地価の大阪道頓堀 

 

平井幸雄           動 用 字  （どうようじ） ・ 異  体  字 （いたいじ）  

漢字は種類も多く、複雑な形を持つ文字である。似ていても別の字であったり、違っていても同 じ発音や

意味が同じものもある。これ

を異体字ともいう。中でも発

音や意味が同じで、漢字を構

成 する部品（パーツ・偏や

旁）も同じで、配置だけが違

う漢字のことを「動用字」と

いいます。 コロナウイルス

にも変異株があるように、漢

字にも異体字があって、いろ

いろな字体に変化する。 そ

んな変化をラインナップして

みました。コロナも配置を変

えてみると 君 になる。 
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吉永こ百合（尾垣聡子）     はめ字「春のうた  桃の花」    

 

 

 

 

三浦邦夫       官公庁接待要領 －部外秘― 

 

官公庁名    接待目的     用意する料理・行事    効果 

総務省   電波回線割当て依頼 海鮮料理 鯛の生き作り  帯域が広がる 

経済産業省 自動車EV化補助金  バッテラ (バッテリ)   理知有無？全固体？ 

国土交通省 カジノ営業許可   元消防署長をやとい会食 火事ノ専門家 

法務省   印鑑の廃止撤回   接待ゴルフ        ゴルフは判でないと 

金融庁   税金の減免     フレンチ コース料理  ない袖はフレン 

防衛省   潜水艦売り込み   無許可の飲食店     モグリに精通 

注）いずれの場合も次の組み合わせは絶対さける。 

  海老＋ 田楽＋酢の物     エビデンスに使われる可能性あるため。 
 

芝崎満夫   笑いの笑解(紹介)   28．親戚篇 ： 待合わせ場所（待ちぼうけ）に関わる思い出 

 父が急に入院して、90歳に近い父の兄貴 2人に母が電話で状況を説明し、、病院のある最寄りの駅で
待合せすることになった。電話の対応だけで大丈夫かなという一抹の不安/予感があった。 
当日、私がその駅で待っていたが、案の定、約束の時間になってもう一人の伯父が来ない。 
両親は浦和に住んでいて、「浦和」という名の付く駅が7つあった。 

実家の近くの中浦和駅、病院に一番近い西浦和駅。 
来ない伯父は他の浦和駅ではないかと直感した。 
行きそうなのは中浦和駅と思い、飛んで行ってみた。 
待合室がない駅で座るところがない。伯父はどこに？ 
改札口から見渡しても伯父がいない。当方の勘が狂った、 
どうしようと思った瞬間、一か所だけ座る場所を見つけた。 
それは瞬間写真機にある椅子で、その時動く姿が伯父だった。 
勘が当たった瞬間だった。 

笑いのポイント（笑点） 

待：待（ま）っていても、もう一人の伯父が来ない。 

ち：近（ち）くには浦和の付く駅が多すぎる、勘違いしたのではと 

ぼ：冒（ぼ）険だが、思い当たる中浦和駅に行ってみる。 

う：う（う）―んと見渡しても、伯父はいない。 

け：結（け）果的にはいないと思った瞬間、瞬間写真機があり、そのカーテンが少し動く、その椅子に伯

父が座っていた・・・みんなの笑顔が揃った瞬間でもあった。 

 

 今になってみれば、笑い話かもしれない。予感→直感→勘が当たるとストレートにうまく 

進んでびっくりしたと同時にとてもよかったと思った。 
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桑原妙子            妙子のワンダフルワールド  

ダイブ（かりんちゃん）                 今日の散歩（じいじい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高木正明  コミックどどいつ瓦版 No.360 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

会見嫌いで 説明嫌い 酒も嫌いな ボスの菅  

自分の言葉を 持たない総理 会見・説明 メモ頼み  

命と暮らしを 守ると言うが 守っているのは 利権だけ  

親も倅も 利権に走り 勘違いした 親子鷹  

安倍の頃には もりかけソバが 菅になったら 親子丼   

コロナ倒産 被害者見捨て GoTo・五輪に はやる菅  

聖火リレーの 為には解除 すれば花見で 三蜜化  

日本の政治屋 私欲に走り チャイナは野望や 覇権主義  

ニュース深掘り 根掘りに葉掘り 野党の頼みは 週刊誌  

認可チラチラ 見せてはせびる それが生き甲斐 汚役人  

女性大臣 男のワルと 引けを取らずに ワルとなる  

ミスは誰でも 銀行だって 瑞穂の国でも 神代から  

感染防止に エンタメ系が 不要不急と 睨まれる  

コロナ籠りで 飲み食い増えて 虫歯や肥満や リバウンド  

生まれながらの 赤茶毛なのに 黒に染めろと ブラック校  

八十路生活 教養（今日用）有るし 教育（今日行く）目的有る暮らし  

佐藤和尚は 黄泉への旅路 留守もニコニコ 永林寺（合掌）  
                                                         

 
こじままじこ（小島裕子）   クルックル回文たのしもう  「亀」   
 

先日、神社を散歩していて池の亀に目が留まりました。見ていてのんびりした気持ちになりました。

カメさんたちは三密もなんのその(羨ましい)、でした。 

 
かめあらあらあめか (亀、あらあら雨か) 
かめよわいわよめか (亀、弱いわよ、メカ) 
かめだがしがだめか (亀、駄菓子がダメか)  
かめゆらゆらゆめか (亀、ゆらゆら、夢か) 
かめかおみてみおかめか (亀、顔見てみ、オカメか) 
かめこいしいおいしいこめか (亀恋しい、美味しい米か) 
かめださくつらいいらつくさだめか (亀ダサく。辛いイラつく定めか) 
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 小宮三千夫             あいだみつを｢にんげんだもの｣より-20 

 

日本の個人情報が、中国、韓国にもれたっていいじゃないか 

日本のLineユーザーはたった8600万人なんだもの 

・・・相変わらず性善説の日本の行政とLine社 

 

五輪聖火ランナーを辞退したっていいじゃないか 

沿道の観衆からの感染が心配なんだもの 

・・・黒木瞳、田村淳、藤井聡太、五木ひろし他  

 

夫・江宏傑台湾勢から攻撃されてもいいじゃないか 

500万人の中国人が応援してくれるンだもの     ・・・福原愛へ、週刊文春 

 

セレブ気取りだっていいじゃないか 

セレブじゃないんだもの     ・・・メーガン妃・ヘンリー王子  

 

接待したっていいじゃないか 

携帯料金安くしたんだもの ・・NTT澤田社長・総務省谷脇審議官 

 

収賄罪の罰金20億円未納でいいじゃないか 

自宅を差し押さえられたんだもの     ・・・懲役20年で服役中、朴クネ前大統領 

 

 

大鳥羽裕太郎  ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)    「阪急電車」おもろいで！ 

 

<裕>お父ちゃん、先に言うとくけどこの本は鉄道の本ちゃうで。正直いうと最初図 

書館で手に取った時は、ブルーバックスみたいな鉄道会社別写真集か思てんけ 

どな。 

<幸>わて知ってるで。幻冬舎文庫等から出てる有川浩(ひろ)いう作家の短編集やろ。 

<裕>＜ピンポーン＞さすがよう知ってはるな。「阪急電車」いうから京都本線、神 

戸本線、それか宝塚本線関連かと思うやんけ。それがその3つとも外れ、阪急 

としてはローカルな＜今津線＞を舞台にした物語やねん。＜今津線＞は宝塚本 

線とは別に宝塚からスタートし神戸本線の西宮北口までと、西宮北口からさらに 

南下して今津までで、この短編集は宝塚・西宮北口間の8駅を舞台にこの間を 

往復して物語が綴られていくねん。 

<幸>それも知ってるで。主人公が駅ごとに代わるけど、その主人公たちのストーリー

が最終的にはつながってるんやろ。 

<裕>お父ちゃん、読んだん？ 

<幸>あほぅ。わては仏様やぞ。読まへんでもわかるんや。 

<裕>最後の解説書いてはんのが今は亡き、本が大好きだった俳優の児玉清さんやねん。 

<幸>児玉さん言うてはるで。「面白い本が読みたくて年がら年中本屋さんをウロウロして 

  いる僕にとって有難くもうれしい作家。わかりやすく美しくも見事な独自の筆致。 

  「超」のつく面白さだけではない。まっとうな物事を正す正義感が全編を通じて 

  太いパイプのように流れていることを決して忘れてはならない。」 

<裕>わても半休もろて「阪急電車」読みきりま。 
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阿部博               時事川柳 

1 打つ手なし解除やむなし民むなし 

 2 ボンジュール・ムッシュ・ソーリー・セッシュボン  

 3 記憶力良いとは書けぬ長所欄         

4 ニーハオも言わずアクセスLINEかな  

5 リバイバル『どくとるまん防後悔記』 ＊まん防＝まん延防止等重点措置 

 6 名句にはなんでか似合ううっせぇわ  

古池や蛙飛びこむうっせぇわ(水の音)    

柿食えば鐘が鳴るなりうっせぇわ(法隆寺)  

やせ蛙負けるな一茶うっせぇわ(これにあり)  

7 流行（はや）り歌街に流れぬ世ぞ悲し       8 火に油コロナに聖火燃えさかり  

9 そうでした男は黙って飯を食え         10 総額表示値上げと税の隠れ蓑 

 
柴本和夫           言葉の研究   

① みずほシステム障害（2002年、2011年に続き3度目の障害） 

・二度あることは、三度ある。三度目の正直 仏の顔も三度まで 

・このあと、四度目の障害が発生したとの報道に、ＯＢとして唖然 

そんな、み｢ずほ｣の姿が、み｢すぼ｣らしい姿に見えます 

・オリンピックの｢予想外｣のトラブルと、みずほの｢想定外｣のシステム障害 

    ⇒ テツ＆トモのコメントは～なんでだろう、なんでだろう 

② 清音と濁音  ・せったいとぜったい～総務省の接待問題 

        野党の攻撃～接待説明 （せったいせつめい） の追究 

内閣の防衛～絶体絶命 （ぜったいぜつめい） のピンチ 

・スカスカとスガスガ～観客席の状況と連呼の声 

三密の対策で、観客席の状況はと言うと～スカスカの惨状 

菅総理の誕生時の応援者の声はと言うと～スガ、スガと連呼の声     

③ 野党の政府への追究質問 （蓮舫と辻本的な質問） 

 ・総務省の挨拶～｢お帰り｣でなく、｢見返り｣になってないか？ 

  ・コロナ対策の遅れ～打つ｢手｣がないは、打つ｢薬｣がないの間違いでないか？ 

       センスのあるジョークで、ズームに集う顔と顔。来月また会いましょうと 

かたい約束夢じゃない。おおいに笑おう～ジョークサロンで  

 

曽田英夫            狂歌NEW門  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
● ハハホヘ笑い 怒り押さえる            

総務省 エサに群がる お役人    ハハホヘ笑い 怒り押さえる  
リバウンド もし起こったら 責任は ハハホヘ笑い 怒り押さえる 

● にっこり笑い いっぽんしめる 
照ノ富士 大関復帰へ 快調に      にっこり笑い いっぽんしめる   
早々と さくらの花が 咲き始め     にっこり笑い いっぽんしめる  
ラジオから 我が川柳が 久々に     にっこり笑い いっぽんしめる 

● はっきりせずに イライラつのる 
ワクチンは 国民皆に いつまでに  はっきりせずに イライラつのる   
ワクチンは 注射器により 五から七 はっきりせずに イライラつのる 
第四波 やって来たなら 静まるか  はっきりせずに イライラつのる   
医療体制 整いつつと 言ってるが  はっきりせずに イライラつのる 
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  読者の皆様、ぜひZOOM例会を覗いて下さい。サロン同人の笑品披露をお聞き頂くと、より一層 
 親しみが増すと思います。ご希望の方は変集鳥にメールでご連絡下さい。アドレスは↓にありますよ。 

 
 
 
 
 
 

★2021年3月24日  ZOOM例会作品投稿参加者  16名  

曽田英夫（快鳥）、野本浩一（変集鳥）、平井幸雄、柴本和夫（金鳥） 

彌永孝一（香川県）、香野好勇、小宮三千夫、芝崎満夫 

青野正宏、佐藤重剛、こじままじこ（小島裕子）、杉浦康司（愛知県） 

桑原妙子、門口泰宣、大鳥羽裕太郎、阿部博、 

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2021年3月16日～4月18日 

切手（郵送分）：田中清咊、笹崎静雄 

カンパ：田中清咊、浜田頓坊、青野正宏、笹崎静雄 

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。 

現金カンパも受付中 ￥ 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。                                                                                                        
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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・・・ 
5月26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  
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  

太字は初参加 

彌永孝一さんは

サロン同人米岡

泰さんの紹介で

伝笑鳩の読者に

なりました。

2003 年頃から

の読者です。 

杉浦康司さんは

石井志津夫さん

からのご紹介で

す。手作りの「滑

稽新聞」を30年

以上にわたり発

行中です。 
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