２００７年１０月

No.２１６

変集鳥として、再び飛び立つこととなりました。

川柳「すらすら」
日本語がうまい異国の力士達
今だからすらすら言える古い恋
すらすらと句が出てこないボケ頭
文京区／稲葉浅治

前回は１９８９年から１９９９年末まで変集しました。ほぼ七年ぶりの復帰です。
２０００年以降に読者となられました皆様、どうぞよろしくお願い致します。
それ以前からの皆様、改めまして、再びよろしくお願い致します。 野本 浩一
「同巣会（どうそうかい）ジョークサロン」の会報を発行する折に、
『伝笑鳩』という名前にしよ
うと提案して頂いたのは、会の発起人である故山下廣蔵氏でした。１９８９年７月２８日にジョー
クサロン例会を初めて開催しましたが、山下氏はその年の終わりに心筋梗塞にて、急逝されました。
「伝笑鳩」は、その年から現在まで、毎月休むことなく飛び立ち、今回で２１６号となりました。
これからも多くの方に引き続き読んでいただき、日々の会話の中で、気に入った作品をどんどん
披露して頂いて楽しんで貰えるよう、取り組みますので、ご支援をお願い致します。
『伝笑鳩』の名づけ親である故山下廣蔵氏夫人の山下貞子様
から、変集鳥の許へ歌集「花水木」が送り届けられました。
山下貞子さんから、歌集
その中から、いくつか、披露させて頂きます。
「花水木」が届きました。
『伝笑鳩』の原点にも繋がるような、気がしております。
（
協会のバザー始まり去年の秋 看板書きし亡き夫思う
在りし日の夫と歩みし公園を 落葉踏みつつ一人歩みぬ
亡き夫の創りし会も十五年 月例会のメンバー老いぬ
幾度か共に歩みし道なりと 亡き夫偲ぶ東京駅地下
青木孝さんからは、毎月、コメントと共に、 「伝笑鳩」ありがとう存じます。
切手のカンパを頂いております。青木さんは 新しいお役目、ご苦労様です。
古くから故山下廣蔵氏と親交がありました。 “ああ背中”なかなかのものです。
本当に、ありがとうございます。

石原義三さんからも、お手紙と
切手のカンパを頂きました。
読者に復活です。

伝笑鳩、九月よりお願いします。
大笑鳥を待っております。
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古文亭南朝選

第８０回 ものは付けコーナー

「ひやっとするものは」

秀逸：止まらぬ温暖化

大田区 野本浩一

【評】温暖化がずーっと続くかと思うと ぞっとします
入選：定位置にないへそくり
入選：年金分割の解説を聞いている妻
入選：時価と書いてあるお品書き

広島市 香川 信子
京都市 牟禮 丈夫
稲城市 藤井 敬三

佳作：手編みの潜水服
横浜市 阿部 浩
佳作：深夜のウナ電
岩沼市 山木 たみ
佳作：芯まで冷えた洗い髪
板橋区 植竹 団扇
佳作：すれ違ったお巡りさん
さいたま市 高木 正明
佳作：下り階段でもつれた足
横浜市 鈴木 びん子
佳作：緊急地震速報
佐倉市 笠原 宏之
佳作：へそくりの辺りを探す妻
伊勢原市 武井 美雄
佳作：氷まくらの穴
高知市 高橋 満子
佳作：切れなさそうな手術用のメス
富士見市 高梨 富雄
佳作：空港のトイレに忘れてきたパスポート
大田区 高 栄子
佳作：ジェットコースターの停止
文京区 稲葉 浅治
：落とした薬を食べてしまった愛犬
三鷹市 市井 雅敏
佳作：幽霊とした握手
さいたま市 北沢 正嗣
佳作：抜け毛の多い洗濯
荒川区 藤野 哲康
駄作：読者に指摘された出題のダブリ
世田谷区 神山 徹
次回の題 「話がまとまって困るものは」
送付先：〒157-0071 世田谷区千歳台 1-30-14
神山 徹
〆切 ：10 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 で。
秀逸･入選に図書券贈呈
岡野 殷子さんから例会参加復帰します、とのメールが届いております。
猛暑による？私の体調不良で「一期一会」のネタも暑さで鮮度落ち。２度の例会を休ませて頂きま
した。今まで多くの笑いから、勇気や元気を与えて下さったジョークサロン全ての皆様にお会いで
きなくなるのも、これまた寂しいこと。背伸びせず、くよくよせずに、石井さんから頂いた言葉「頑
張らないけど諦めない」を思い返し、この言葉をモットーに気負うことなく続けていく決意が新た
に沸いてきました。
（暑い夏でした。熱中症も多かったようです。我々はジョークに熱中してます・・・）
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暑い夏 もうすぐ終わり 秋が来る

狂歌 new 門

ジョークサロンで 大いに笑おう （曽田英夫）

曽田英夫

◆何が何でもやらねばならぬ・笑い飛ばせばストレスはなし・好きなことやり余生楽しむ

◇始めたらジョーク道こそ極めたい 何がなんでもやらねばならむ
◆健康で百歳までも生きとおす 何がなんでもやらねばならぬ
◇酒場来て職場の憂さを耳にして 笑い飛ばせばストレスはなし
◆混浴で裸見せあいジジとババ 笑い飛ばせばストレスはなし
◇後一年仕事我慢しやり遂げて 好きなことやり余生楽しむ
◆年金がもらえるものか不安だが 好きなことやり余生楽しむ
◇年金がもらえなくとも不安なく 好きなことやり余生楽しむ
（いつまでもあると思うな親と金 ないとおもうな運と災難・・・ですかね。
）

阿呆リズム＆パロディ

門口泰宣

１）
２）
３）

ウツ苦しい日本
朝青龍
戦慄に架ける橋
崩壊する橋梁
♪総理の代わりはないですか 日ごと支持率さがります
聞いてはもらえぬ続投を つらさこらえて叫んでます
政権半ばの未練でしょうか お友達恋しい 首相官邸♪（北の宿から）
４）進退検査を先にする
阿部首相
５）♪君は怒っているかしら あの白い恋人
慢心におぼれて 会社はゆれた あの白い恋人
在庫はいつも悩ましいと ノミの心臓を ふるわせた
賞味期限延ばした時に 激しくゆれた 白い白い恋人♪（白いブランコ）
６）パパが「サクラチル」にならないでね
（進退検査をする間もなく、SAYONARA ABE と報道されましたね。
）

ユーモア川柳「ああ、指」
藤井敬三
△ケータイは指先だけが忙しい
▽指に唾つけて名刺を差し出され
▲指先が触れて生まれる恋心
▼オカマかも小指を立ててお茶を飲む
△指を折り待つ年金の振込み日
▽孫とした指きりだけは忘れない
▲噛まれてもいない小指が痛み出す
▼指鳴らし大いに笑おうジョークサロンで
（ともかく大いに笑いましょう。
）
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奥村篤史：アッシー君の “遠泳の深みに嵌って今年も合宿” 洒落日記
7月28（土）29（日）第21回恒例の小平水泳協会遠泳合宿・千葉県館山海岸に参加して来ましたアッ
シー君は1992年下田以来10回目位。早朝5時45分集合で今年は現地に9時着いてしまったのですが、
遅くすると交通渋滞となり何時に着くか判らないので皆4時起きして眠い目をこすり集まる。
「★4時起きで 朝帰りより 辛い朝」
。今年も今起きたという約1名を途中でピックアップ。バスの
中で眠る人・朝食を食べる人・飲む人（アッシー君）といろいろ。
「★泡飲めば 本番楽と 迷指導？」
「★合宿も 恒例になる 高齢化」
。今年は32名の参加で初参加が12名と多く、指導員は13名と逆に
少なく高齢化も急ピッチ。
海ほたるで途中休憩後、バス内レクリエーション、毎年アッシー君登場。
「★人間にゃ 何か取り柄と レクの人」ゲームで更に盛り上がってくる頃もうじき到着の合図。高
速道路が延び早くなったので残りは帰りのバスでやることに。
「★行きにレク 夜レクおまけに 帰りレク」
。
今年も、館山夕日海岸ホテルに順天堂大水泳部80名強が同宿中、金メダリスト鈴木大地氏も来ており
一緒に記念撮影。12時半より本日の遠泳練習開始、練習は列をつくりブイ沿いに約1時間泳ぎ、海慣
れと泳力診断を行う。
翌朝８時半、遠泳の本番です。保温と日焼け・虫さされ防止のため各自工夫の水着姿。アッシー君は
あこがれの？女性パンスト姿なり！ やや曇天だが水温26度、朝凪で波静か、ゴール方向への潮流と
ベスト状況。約2.5キロ、ゴールの海岸はなんとか見える。伴走船が2隻、ブイを持った指導者が６名
付く。
「★遠泳は 浮かぶ世あれど 立つ瀬なし」
「★遠泳は 永遠なりか 遠き浜」
「★伴走が あって安心 リズム良し」しかし、実際は「★伴走に 乗れば不名誉 心地悪し」
「★乗ったのに 何故か名前は 脱落者？」そして「★脱落も ブイ持ち思わず Vサイン」
少し水慣れし落ち着いた頃エンヤコーラの掛け声が始まる。どう言う訳か、昨今アッシー君の役割と
なる。今年は、海の歌や“結んで開いて”も加えカラオケ遠泳大会にした。好評はトウチャンの為なら
エンヤコーラかな？ 途中海に浮かんでの休憩、トマトと氷砂糖の配給も美味し。潮流に恵まれ、予
定より早い１時間45分で29名が完泳、初参加の人は大感激。悔し涙3名でした。
「★エンヤコーラ 言ってるはずが ゴボゴボに」
「★海水を マイクに海の 唄歌う」
「★地に足が ついて感動 踏みしめる」
「★遠泳を 終えて余裕が 急にわき」

「コミックどどいつ瓦版」

高木正明

○猛暑酷暑で熱中できず ボケッとしていて熱中症
●白い恋人貢いでいたが 腹の黒さに裏切られ
◎インフルエンザでレースが中止 馬鹿でなかった競走馬
○人事争い防衛省で 防衛し切れぬ事務次官
●地方巡業仮病でさぼり サッカー処分の朝青龍
◎都内タクシー禁煙開始 愛煙客から煙たがれ
○戦後歌謡史栄誉の詩人 五千残した阿久悠氏（合掌）
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四字熟語崩し、珍妙八字熟語
① （疫）病（天）災

佐藤忠恕

（仮）病（人）災

昔は疫病は天災と恐れられていたもんだが、今も昔も仮病は人災さ。

② （管）理（機）体

（修）理（全）体

機体を単に維持管理すればいいと思っていたら、相当傷んでいて全体を修理しなくてはならないのか。

③ （物）欲（濃）淡

（食）欲（冷）淡

成程、人によって物欲には濃淡があるが、彼の食欲に対する冷淡さは特別だ。

小噺

『夏バテ太り』

ご隠居
： どうしたね、八っつあん。お前さんらしくもない、浮かない顔してるじゃないか。
八っつあん： 実はね、夏バテしてるのになぜか太っちゃいましてね、困ってるんですよ。
ご隠居
： 最近はお前さんのような症状を訴える患者さんが多いって横丁のお医者さんも話して
いたぜ。昔は暑さで食が細って痩せたもんだったが、今は冷房が効いた所と暑い所を
行ったり来たりから来る身体の疲れで、甘いアイスとか飲料あるいはビールを余計に
取っちまうから太るんだと言っていたな。
八っつあん： でも夏には大汗をかくんですから、痩せて当然でしょー。
ご隠居
： ところが、夏の汗は体温調節が主で、運動したときにかく汗とは違って、エネルギー
はたいして消費しないらしいんだ。
八っつあん： そうですかねー、やっぱり暑さなんかに負けていられませんやねー、動かないで文句
をブーブー言って只太っているだけなら、夏バテならぬ夏ブタになっちまいますね。
そこで狂歌を
『夏バテに 対抗せんと 食べまくり 挙句の果てに 夏ブタとなる』
『夏痩せに 鰻が良いとは 言いながら 産地確かめ こわごわと食う』
佐藤忠恕
「趣味悠々」

ウェブサイト「快適人生広場」 http://www.kaiteki-jinsei.jp/
の「趣味悠々」コーナーに登場。8 月 8 日にはジョークサロンも PR して頂きました。
４週連続でご本人が登場です。同コーナーのバックナンバーをご覧願います。

メッセ貝も笑う

石井志津夫

☆バーゲン
大臣の椅子

☆耐震補強
間に合うかな

－永田町家具店
☆日光国立公園から独立
もうケッコーだと言われた
－尾瀬
☆厳しい処分
丸く収めるわけにはいかない
－土俵

－安倍内閣
☆年金記録
論より“証拠”
－昔
論より“家計簿” －今
☆私のお墓
高くて買えず！ 泣きました！
－庶民
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視 の リ ー ョ

平井幸雄

この★を右
の中から探
して下さい
なんか変だゾウ？

この中に何かイヌか？

←
長
～
い
人
生

＊

「百聞は一見に如かず」という。人の話を１００回聞くより、
自分の目で見た方が確かだということだ。見ただけで信じて
しまい、逆にいうと、見せられると騙されやすい。自分の目は
確かだろうか。自分の目が、出鱈目、祟り目、弱り目、駄目なことが
多い。誤魔化されないように・・・・・
「百聞は一見に如かず」の
あとに「百見は一行に如かず」
「百行は一考に如かず」という言
葉が続く。ただ何度も見るだけでなく一度自分で行ってみる。
ただ行うだけでなく考えてやってみることが大切である。そ
して、新しい目、驚きの目、不思議な目、やさしい目を持と
う。
＊ 長～い人生：このページを水平にして＊側から見ると、英語
で人生（ＬＩＦＥ）が見えます。

シャレクスピアの聞き書き
一ノ瀬善秋
▲熱くて暑い甲子園で「佐賀北高校」が「広陵高校」を５－４で逆転、初優勝
（変集鳥）ある週刊誌では「まサガの逆転」と言ってました
▲ ７４年ぶりの最高気温 40.9 度を記録（多治見、熊谷）
▲ にわとりが「ゆで卵」を産み、犬が「ホットドッグ」となりぐったり
▲ 朝夕に蝉がよく鳴く ミーンミンミン（みんみん蝉）ジリジリ（あぶら蝉）
カネカネ（その日暮らしの我が家）ひぐらし蝉 オーツクツク（つくつく法師
おう！付く、つくと鳴いたぜ）
懸命に生きている蝉たちは、地下に七年、地上で七日の命だそうだ
七年と七日を生きる法師蝉
秋の彼岸は春の彼岸より平均気温が 13.4 度高いそうだ
だんだん涼しくなるよ 虫の声を聞き、楽しく飲んで大いに笑おう
（きっと今年の秋は善秋ですね)
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お洒落日記

野本 浩一

【お盆休みはフィリピン訪問・・・】
お盆休みの一週間、家内とフィリピンへ旅行しました。8月１２日（日）から１９日（日）まで、
７泊８日の日程。昨年２月、日本に帰国以来の旅となりました。格別の事故にも遭わず、無事に戻っ
てほっとしたのだけど、現地にいた一週間の間の日本の様子を聞くと、最高気温の７０数年ぶりの塗
り替えがあり、熱中症で死亡する人が急増する一方で、株価は急落・暴落で泣いている個人投資家が
わんさかいるらしいという。
フィリピンでお盆のんびり帰国すりゃ 気温高騰株価急落
フィリピン訪問時に、観光客が苦労するのが移動に要する交通手段。観光バスはないし、公共交通
機関は充実にはほど遠い。レンタカーを借りても、道路事情が分からないのでは移動も覚束ない。運
転手付きレンタカーを借りるのが最後の手段だが、結構かかってしまう。僕は、かつて６年間雇って
いた運転手君に連絡して、車と運転手（彼自身に運転してくれと頼んで）を確保した。一日3000ﾍﾟｿ
弱で済んで助かった。
空港に迎えに来てくれた彼が、１年半前に比べて痩せて、すっきりしているので、どうしたのかと
聞くと「ミスター・ノモトが帰国した後、7ヶ月は仕事が無く、失職していた。その間、食べ物を買
うお金が無かった・・・」と、明るく言う。この明るさが救いかも。
失職も気にせず生きるフィリピン人 金は無くとも明るく生きる

いとー通信 号外 「いと暑し」

伊藤丈延

照りつける日差しに汗と涙を反射させた遠い夏の想い・・・。
ああ、猛暑で朦朧とした妄想が暴走して構想もなく逃走していきます。この暑さ、もう笑っちゃ
うしかありません。黙って耐え忍ぶも良いけれど、時にはお人よしの駄菓子屋さんのように、なに
がなんだか分からないけれど、とりあえず可笑しくお菓子食う（・・・笑えない、か）
そんな、こんなで熱い中、とあるご縁で参加させていただいている「ジョークサロン」は、真摯
な紳士と淑女な熟女が集う大人の社交場、
「笑いの会」
。そのメンバーが「若いのかい？」と聞かれ
ても、
「というか、笑いの会です」としか答えようがない。毎月出席するつもりが、出席、欠席、出
席、欠席となって、今回は何とか出席。
快く仲間に入れて頂きまして、伊藤いとーありがたく感謝感激雨霰（あられ）
。
ジョークサロンは、笑いであれば何でもござれ。ユーモア川柳、狂歌、替え歌、面白日記、駄洒
落にコント、はては都々逸、ＣＧ、切り抜き写真なんて言うのも出てきます。作品を披露するも良
し、笑い役として手ぶらの参加も大歓迎、とか。ぜひ、一度気軽に覗いてみてください。
最後に、ひとつ： 「段違い ユーモア you more 勘違い 間違い英語 笑えず end」
（伊藤さん、恐れ入ります。ありがたき、ＰＲです。
）
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【２００７年８月例会出席者の案内】
８月２２日
阿部 浩・石井志津夫・伊藤丈延・一ノ瀬善秋・奥村篤史・阪下啓吾・佐藤忠恕・
曽田英夫・高木正明・野本浩一・平井幸雄・藤井敬三・門口泰宣
＊阪下啓吾さんが初参加。とある会合で石井さんとお会いした折に、ジョークサ
ロンの紹介を受けて、興味を持って頂き、今回の参加となりました。
次から次にと披露される小咄・川柳・都々逸・狂歌・・・に、感激の余り、笑い
転げて頂きました。笑顔一杯の若手の登場で、シニア連は張り切りました。
＊2 次会はいつもの「多聞」で、会費は２千円余り。あまりの安さに、いつも驚く
のですが、今回は、2 次会に読者代表・大嶋京子さんが参加ということで、シニ
ア連も期待して待ちました。2 次会が終わりという頃に、神田駅に到着というこ
とになりましたので、小数の有志で、2 次会パート 2 に及んだ次第です。
＊例会に来て、大いに笑って下さい。参加の面々は、思いっきり笑ってストレスを
発散してもらおうと、手薬煉（てぐすね）引いて待っております。
＃１．１０月例会
１０月２４日（水）１８：３０～（受付は１８：００頃から）
千代田区立スポーツセンター（内神田社会教育会館が改称）７F 第２集会室
＊ 会場に使う会館自体は以前と同じですが、運営する母体が変わり、会館の名称が
区立スポーツセンターと変わっております。
＃２．
「伝笑鳩」郵送希望の切手（１年分：８０円×１５枚）
、お便りは下記宛に送付下さい。
〒146-0085 東京都大田区久が原 6-20-11 野本浩一 ℡&fax 03-3753-7725
＊fax は、新型が入りました。読者の皆様からのご連絡等もお待ち致しております。
＃３．ジョークサロンのホームページと変集鳥 E ﾒｰﾙアドレスは下記の通りです。
U.R.L,: http://www.jokesalon.com E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
＃４．楽習塾 塾長 平井幸雄（三遊亭圓塾）さんは、下記のウェブサイトに登場してます。
朝日新聞 WEB サイト「ごらく」
・・・下記サイトクリックしてみてください。
http://doraku.asahi.com/kiwameru/okeiko/070822.html
（変集鳥独白）今回の伝笑鳩作成は、疲れたなぁ。家内にもお世話になったなぁ。
伝笑鳩 No.216 発行
2007.9.26
変集鳥・・・野本浩一
変集協力・・石井志津夫・伊藤丈延・
一ノ瀬善秋・奥村篤史・佐藤忠恕・
曽田英夫・高木正明・平井幸雄・
藤井敬三・門口泰宣・神山徹
あたたカット：天野秀雄
発行鳩舎：同巣会ジョークサロン

切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2007 年 8 月 12 日～9 月 17 日
川越市／石原義三、町田市／青木孝
三郷市／田中庸浩、品川区/安藤晴康
＊石原さんは、暫く郵送を中断していた
のですが、今回、
「読者として復活しま
す」とのお便りを頂きました。改めまし
て、よろしくお願い致します。
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