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【阿呆リズム＆パロディ】
・接待絶命
逮捕された守屋前次官
・日付を書き換えるなんて
マコトナルド？
横浜市／門口泰宣

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
日本列島には寒波襲来です。インフルエンザ、風邪に
注意しましょう。うがい、忘れないように。
伝笑鳩発行鳩舎には、カンパ集来です。
懐かしい方々の名前が沢山です。お便りの一部を抜粋して
ご案内致します。２００８年も、よろしくお願い致します。
関東近辺の方々には、是非にも２００８年ジョークサロン
新年会（1 月 12 日）に参加して頂ければと思います。
また、今月は「２００７年の一笑」の投票用紙を送付します。お手数ですが、郵送或いは FAX
にて、発行鳩舎（野本宅）あて、送付をお願い致します。
（２００８年１月１０日必着です）
大変ご無沙汰しておりますが、お変わりありませんか？
いつも伝笑鳩をお送りいただき、ありがとうございます。
横浜市／西森和枝さん
二月に職を離れ十ヶ月、毎月届く会報は錆びた頭を奮い起こす一滴
の潤滑油となっております。
・・・今年は、各方面より、謝り方のオンパレードでした。
来年は、ネズミさんに一から出直してもらいたいものです。よいお年をお迎え下さい。
（変集鳥：個人的にも、サロンのメンバーにもとくに変りはないようですが、日本の世の中全体は
ずいぶんと変ってきたような印象があります。自分さえ良ければの風潮がはびこる・・・とか）

した。
東広島市／宮田勲さん

板橋区／植竹団扇さん

いつもお世話になります。茨城県取手市から、東広島市に移転しま
した。切手同封します。
（取手市から、東広島市へとは、飛びましたねぇーーーー）
お世話になります。
最近は高木さんと都々逸しぐれでご一緒です。

１１月１４日の同巣会でお目にかかり嬉しくなりました。
奥村アッシー様にも初めてお目にかかり、
「南京玉すだれ」
「ど
じょうすくい」などの名演技を楽しませていただきありがとうございました。又、野本様のゲーム
も楽しくて、娘の協子が「今まで出席した同巣会の中で一番楽しかった」と申しておりました。
今後もどうかよろしくお願い申しあげます。
河内長野市／山下貞子さん

変集鳥注：同巣会はジョークサロンも含め、いろいろな会合に取り組んだ親元といもいうべき、
親睦団体であり、現在も毎月１回の例会や食事会を開いております。１１月の懇親総会に、奥村さ
んと変集鳥の２名が参加しました。その模様をほんの少し「お洒落日記」に掲載しております。
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いつも、確実に伝笑鳩をお送り下さりありがとうございます。
いつも、よく変ったユーモアで次々と発行されるのに敬服致し
ております。当分、自営業で毎日忙しく、一年の経過は早く、会費をうっかりしてすみません。
（変集鳥：いえいえ、こちらこそ恐れ入ります。会費は、確実に届いております。感謝です）
加須市／大畑道之助さん

新宿区／志賀康一さん

いつも楽しく伝笑鳩読ませていただいております。

鳩の餌 送れば迫る 年の暮れ

（変集鳥：楽しんで貰えれば、サロン同人はハッピーです。 鳩の餌 届いて迎える お正月 ）

八王子市／指田忠雄さん

皆さんの笑脳の豊かさに感心しています。
来年もよろしくお願い致します。

今月のものは・・・欠席しています。微熱（？）が出て、つい眠
ってしまい、神山師匠（？宗匠）に FAX 送れず・・・。
又、今年度は多忙のあまり、三ヶ月も欠稿してしまいました。私にとってのジョークサロン・伝笑
鳩参加はものはコーナーしかないため、反省しきりです。
・・・11/25 は能見台にて曽田氏の時刻表
の講演聞いてきました。
（変集鳥：サロン同人がいろいろな所で講演したり、演芸披露をしたり、活躍中です。皆様のご近
所にも、出張講演とかがあるかも知れません。その折には、是非、ご参加下さい）
大田区／高栄子さん

今年の春、市議選に出馬せず、私人となりました。社会の流れに
乗るための「心の整理」に時間を費やしております。ボランティ
アに精を出して、明日の元気を求めたいと考えています。いつか、同巣会ジョークサロンに出席さ
せていただきます。その節は、よろしくお願いいたします。
（変集鳥：長い公人生活、ご苦労さまでした。私人として十分に休養された後は、国際人・地球人
への道が続きます。上京の折は、例会日程を参照下さい。お待ち申し上げます）
帯広市／黒田弘さん

石井さんからご紹介して頂き２シーズンが過ぎたところでしょうか。
全くユーモアのセンスのない私は、皆様の投稿になるほどとニッコ
リしています。時々はキワドイ内容にムッとしていることもありますが（笑）
。
ジョークの飛び交う例会には、私はついていけないと思いますが、機会がありましたら、誰かジ
ョーク好きを連れて参加したいナーなどと思っています。今後とも宜しくお願い致します。
（変集鳥：笑い＝和来、です。招福万来、笑客歓迎。待ってまーーーす）
中央区／寺崎美智子さん

仙台市／福永隆子さん
ざいます。

寒くなって来ました。いつも伝笑鳩をお送りいただきありがとうご
ざいます。楽しく拝読いたしております。

楽しい『伝笑鳩』を、いつもありがとう
ございます。
経営主体が替わった（形の上だけ？）からでしょうか、80 円切手（→）
が新しくなりましたが、掛かる費用を考えるともったいないと思います。
鳩（きゅう）に変えるなら「伝笑鳩」にしたらよかったのに。
-2大阪市／大森史朗さん

「コロコロ態度の変るものは」

秀逸：シーソーゲームの応援

横浜市：阿部 浩

【評】一投一打、一喜一憂。
入選空白の一日：白は百の一歩手前、九十九なり
謝罪会見の前と後
（稲城市：藤井敬三）
白い恋人と赤福の経営者は、内部告□
□
白(発)に対して、はじめは身の潔□
白を取繕う科□
白を吐いたりしていた
金品を目前にした自分
（荒川区：藤野哲康）
が、自らの罪を明□
白に自□
白した。そんな□
白□
白しい謝罪会見に□
白（大田区：野本浩一）
けた。
風見鶏的マスコミ
バレンタインデーの上司
（大田区：高 栄子）
２８年前「空□
白の一日」のトリックによるトレード事件の当事者の江川と小林両選手が、当時の心境をＣ
佳作：
Ｍの中で□
白状している。
世間から□
白眼視された江川は、いま青天□
白日の身となった心境を独□
白。どちらも□
白
少年犯の自白
（岩沼：山木たみ）
旗を挙げない二人の□
白熱した戦いぶりは□
白眉だった。
夫のそばに居る時のわたし
（横浜市：鈴木びん子）
＊平井さんの作品は、jokesalon
の HP に新設の「電笑鳩」でご覧頂けます。
政府の財政削減へのスタンス
（京都：牟禮丈夫）
美人に言い寄られた自分
（さいたま市：北沢正嗣）
俺以外の人
（南埼玉郡：加賀見 萼）
（さいたま市：高木正明）
印南博之 たいこもち
宝クジ売り場の招き猫
（佐倉市：笠原宏之）
皮のコートの格技の選手
（板橋区：植竹団扇）
「秋のｸﾞﾙｰﾌﾟ展に散る初入選のユメ」
お年玉の欲しいマゴ
（広島市：香川信子）
女心
（文京区：稲葉浅治）
政治屋
（高知市：高橋満子）

平井幸雄

次回の題 「悠揚せまらざるものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹
＊１２月１日から、住所変更となります。ご留意下さい。
〆切 ：1 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 で。
秀逸･入選に図書券贈呈

横浜市／平田レイ子さん

いつもお世話様です。切手を少々
同封させていただきます。よろしくお願い致します。
（サンタのオジサンは１２月に伝笑鳩鳩舎に鳩のエサを沢山運んで
くれました。御礼申し上げます。
）
＊ｶｯﾄ by レイ子
一年間お世話に相成りました。
心より感謝申し上げます。
笑いが福を招来!! 新年も笑いで健康な生活を期待致します。
（柏谷さんと大森さんからのお便りは We support UNICEF という心温まるメッセージ付きでした。
子供達にもにっこりして貰えるような新年を、みんなで贈りたいものです）
港区／柏谷達雄さん
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寒くなり 鍋が恋しく なる時に ジョークサロンで 大いに笑おう （曽田英夫）
野本浩一
お洒落日記
【同巣会総会に奥村さんと出席】
11 月 14 日夕方、市谷の私学会館に向かう。ジョークサロンの親会社とも言うべき、同巣会の総
会で、食事つきの懇親会に出席するため。今回は、ジョークサロン同人の奥村篤史さんに、得意の
芸を披露して貰うことになった。その合間に、僕は、少しばかり、パーティゲームを披露する。
奥村さんのパフォーマンスは、詰め掛けた同巣会の会員ご夫妻たちに大好評。また、奥村さんが
着替えをする合間のパーティゲームも、かなり楽しんで貰えた。
年配の方に受けるということで、
この事業化を考えてもいいかも知れない、
なんて思う僕だった。
ともかく、大荷物を抱えてきて、熱演の奥村さんには感謝するばかりです。
この日に集まった２０名余り、平均年齢７０歳くらいの方々に行った、
「長生きに必要なもの３点
当てゲーム」で、長生きのヒントを掴みました。最高得点を取った人の答えは （１）友人 （２）
食事（バランスのいい食事・・か）
（３）笑い でした。さあ、長生きするぞ。
笑おうよ元気に長生きするために 食べよう歩こう悩みは忘れ
友人を誘って飲んで語らって ジョーク楽しみ長寿に挑戦

高木正明
《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》

１．政権能力 まだまだ無いと 小沢党首が 本音吐く
２．連立話を 福田が投げりゃ 受けた小沢に 下心
３．友の友達 アルカイダだと 喋る法相 アホカイダ
４．無駄はそのまま ほったらかして 上げる噂の 消費税
５．嘘の旨味を 覚えた老舗 マクドナルドも 仲間入り
６．吉や福には 偽装の仕掛け 吉兆・赤福・お福餅
７．偽装偽造が はびこる巷 石橋叩いて また叩く
８．三ツ星マークの ミシュランガイド 見知らんガイドで 誘う店
９．ブレスレットで 血がサラサラに そんなペテンに 掛かる人
10．オシム監督 脳梗塞で 惜しむ間もなく 岡田継ぐ

藤井敬三
喉元に人の名前が引っかかる
うがいして風邪を喉には寄せつけぬ
魚屋のノドで市場が活気付づく
発泡酒ノド越しだけはビール味
喉元にノドンを向ける北國

ノドの風邪言い訳にして歌いだす
江戸っ子の蕎麦は噛まずに喉で食う
のど元を床屋にあずけ昼寝する
二日酔い喉の渇きで目が覚める
のど元を過ぎて忘れる日本人

印南博之
大娯解
「亥イさんから姉さんへ」
1. 山より大きい猪は出ないが、今時はノミより小さい心臓だらけ
2. ハーフっていってネ
イノブタ
3. 猪八戒「俺様はブタだぞ いのししは野猪（ﾔﾁｮ）だ」
4. 三ツ星レストランのキッチンへ引っ越したざます
都会のねずみ
5. にんじん、キャベツにレタスに白菜 健康生活だー
田舎のねずみ
6. ♪タラットラットラット ねずみのダンス
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一ノ瀬善秋
シャレクスピアの聞き書き
＊願いを叶える
横須賀市浦賀に「西叶神社」と「東叶神社」があり縁起の良い神社として知られている。縁むす
び坂で西から東の神社へ行き、西叶神社の「勾玉（ﾏｶﾞﾀﾏ）
」をもらい、東叶神社の「袋」に納める
と、縁起良し、縁むすびとなると昔から有名とのこと。
明治 14 年に明治天皇が行幸（浦賀港、浦賀砲台）の時立ち寄られた。
＊叶の字は、口で十回唱えると願いが叶えられると伝わっている。八回唱えるだけではダメ、喇
叭（ラッパ）になり、黙っていると「口入」かますとなってしまう。叫ぶだけではダメです、ぞ。

佐藤忠恕
『寝る子は太らず』
八っつあん： こんちは、ご隠居さん、何ですか、お宅に緋鯉が出来たって話聞いたんで、見に来
ましたよ。けち言わないで早く見せてくださいな。
ご隠居

： ちょいとお待ちよ、何寝ぼけたこと言ってるんだよ、緋鯉が出来たなんて誰が言ったん
だい。最近家に出来たといやー緋鯉じゃーなくて、ひ孫だがな。

八っつあん： なんだひ孫だったのか。ご隠居さんちじゃー、金魚しか飼ってないのに緋鯉とは、
あっしもなんだか可笑しい可笑しいとは思っていたんでやんすよ。
ご隠居

： なんだってーことはないだろう、でも、寝る子は育つって言うが、沢山お乳を飲んで、
よく寝る子でなー。そうそう、最近の医学の研究では良く寝る子は肥満にならないって結
果がでたそうじゃよ、未だ因果関係は完全に究明された訳ではないんだが、睡眠不足だと
ストレスが溜まってしまうんで、
食欲を刺激するホルモンが余計に分泌されちまうってこ
とだそうだな。

八っつあん： へー、寝る子は育つってー言いますが、デブにはならないんですかねー。
ご隠居
： つまり寝る子は育つってーのは、良く寝ると丈夫に育つてことなんだろう。
八っつあん： へーっつ、でも子供が大人になるとまるで話が違うもんでやんすねー。家の上さん
なんぞは良く寝るせいで叩いても死なないほど丈夫なんですが、ますます太る一方
ですよ。
そこで狂歌を
『良く寝れば 肥満にならぬと 聞きかじり 大手を振って 昼寝する妻』
『肥満には ならぬようにと 乳飲み子に 睡眠薬を 飲ませる親も』

曽田英夫

new

◆ マンネリ打開 脱皮を図る

◇出勤は日の出の前に家を出る マンネリ打開 脱皮を図る
◇帰りには居酒屋やめてイタリアン マンネリ打開 脱皮を図る
◆ 基本をふまえ 我流もあって

◇かしこまりナイフとフォークでフルコース 基本をふまえ我流もあって
◇花作り土に肥料に水遣りに 基本をふまえ我流もあって
◆ 世間はどないなってまんねん

◇二十一 桃ちゃん初めて億超えて オレ一生の所得と同じ
◇助けられ命ノバした英会話 その後気になるあの社長室
◇米寿だと突然現れ十億円 どこから現金運んできたの
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門口泰宣

替え歌三昧

１．♪お伊勢参りは お土産なしで帰ろう どこの饅頭も偽装ざかり いい気な品質管理に
顧客もソッポ 聴いてみようか 饅頭こわい♪
（野崎小唄）
２．♪比内地鶏の 偽装品 見えぬ中身をいいことに 曇る良心の 金儲け
誰のとがやら 罪じゃやら♪
（目ン無い千鳥）
３．♪山田の中の一匹狼の専務 受注によいので 天下り受けて
朝から晩まで接待通し 歯止めないのか山田の専務♪
（案山子）
４．♪唄はチャッキリ節 料亭は吉兆 肉は鹿児島産 鶏がはブロイラー ちゃっかり ちゃっかり
ちゃっかりよ 暖簾が泣くんで 恥さらし♪
（ちゃっきり節）

稲葉浅治
奥村篤史

川柳「期待」
期待して何度も入る美人の湯

旅したい携帯きかぬ秘境の湯

アッシー君の 空きはスポーツ スポーツは秋 洒落日記

昨年末会社勤務を終えたアッシー君。自由時間が増え道楽三昧・趣味三昧。何もない時は
「★空きの日やひねもすのたりのたりかな」
。でも健康第一と体育館通いが日課になったが、何故か小平
市が遠くなり、東京都が身近になった。従来はテニスをやった後、帰りにプールで泳ぎ体をほぐしたり、
テニスの無い時はトレーニングセンターで１時間汗をかき１時間プールで汗を流す。小平はプール１時
間 250 円、トレーニングは 1 時間 15 分 200 円（駐車場無料）
。東京都の小金井公園体育館は高齢者サー
ビスで 60 歳以上はどちらも 1 時間 10 分 100 円の百均、回数券だと 91 円（駐車場は有料）
。以前は場所
は其の時の都合で選んでいたが、週 2－4 日となると年金生活者には経費が問題。そこで最近は安い小金
井公園へ 15 分のチャリンコ通勤がもっぱらとなった次第。
「★只・貰う・安いが好きな年金者」
「★空き
時間埋めて健康 空きのスポーツ」
「★200 円握って通う我が日課」
。石原都知事好きよ！と前回の都知
事選では浮動票が 1 票初めて石原氏に流れた。
「★1 票を 100 円で買う都知事選」
。水泳については何回
か洒落日記報告しているので、今回はトレーニング報告にします！
ジョギングとサイクリング器械が数台ずつメインにあるがアッシー君はそれを避けその他約20種を使
い三昧。メイン 2 機種は 2-30 分続けないと効果が出ないが 1 時間では２つで終わってしまう。その他な
ら 1 種 2-3 分なので 15-20 種位使え、100 円とは思えない贅沢だ！「★百円で選び放題乗り放題」この
喜び。ボート漕ぎから始め「★まずボート健康のためならエンヤコーラ」
、腰の回転「★ダンスには腰の
回転柔らかさ」
、足の開脚「★短か脚伸ばして取りたいローボレー」
、チューブトレーニイグ「★泳力の
アップはチューブ筋トレで」
、アームストロング・バーベル上げ「★筋骨の隆々夢見ボディービル」
、等
10 数種をこなし仕上げは腹筋・腕立て伏せ 100 回を目標でスタート。結果は？回。
「★目標の達成の喜
びはまた明日に」
「★未達成 自問自答し御納得」最後は機械マッサージ 5－10 分で終了「★女性トレー
ナーにマッサージ頼み白眼視」
「★百円のトレーニングに託す欲深さ」
。血圧は下がり、体重もいつも 0.3
ｋｇ減る。その後スイミング１時間で 2ｋｍ前後頑張ると 0.7ｋｇ減。合計 1ｋｇ減。連続１時間 45 分ク
ロールで 4.3ｋｍ泳いだこともありましたがこれも 0.7ｋｇ減でした（★「さりげなく自慢の記録出すず
るさ」
）
。終わって我が家でビールで乾杯！結果 1ｋｇ補充！でも奥村さんいい体してますねえ（勿論歳の
割には）と言われることあるんです、有頂天！「★顔のみか？身体までほめられ有頂天！・・でもあと
10 センチ背がほしい！」
「★いい身体！褒められデレデレ身と心」
「★百円でスポーツ仲間がドット増え」
「★トレセンで身体 ジョークで脳鍛え」

山中静代

迷わずに伝笑鳩は飛び来たり 車中でひろげ顔はほころぶ
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平井幸雄

一口咄 X ジョーク たっぷりじゅうじゅう

一口咄十笑
１
秋はＡutumn（オータム）その後は？
２
数の子の恐いものは？
３
蕎麦屋の親父の頭は？
４
お寺で万札を賽銭にだしたら
５
八人で酒を飲んだら
６
雨の日に蜂に刺されたら、次の日に
７
吉兆、比内鶏、ミートホープ・・・
８
婆さんが、焼き芋を夜にたべたら
９
鯉が鮎に失恋し
10 カタツムリがナメクジに言った

オーサム（おー寒～）で冬かい
ニシン（二親）
・カミナリ・火事・親父
ツルツル
釣鐘～
あっちもよったり、こっちもよったり
はれた
やることが肉らしい
ふけたふけた（老けた婆さん蒸けた芋食って夜が更けた）
池の外にぴょんと身を投げた
ホームレス！

ＪＯＫＥ１０笑
１

よっぱらいがひっくり返って言った。

いらぱっよ！

２

おとうさん、居る？

いらない！

３

おまえは、今度こそ本当に賭け事をやめるな！

４

月と太陽のどちらが役に立つ？

５
６
７
８

本当だよ！嘘だと思ったら賭けても
いいよ・・・・？
月、夜を明るくしてくれるから・・・？

夫のズボンを洗濯機で洗ったら縮んでしまった。
どうしよう？
タクシーのブレーキが故障した。

それじゃぁ、夫を洗濯機で洗ったら・・・？
料金メーターを止めろ！

さぁ大変！ 乗客が運転手に言った！

大丈夫。俺は風呂の水を出しっぱなしにしてき

アイロンをつけっぱなしで出てきてしまった

た。

先生、最近耳が遠くなったようで、自分のおならの音が聞こえ じゃぁ、この薬を飲みなさい。おならの音が大き
ないんです。

くなりますよ

９

あなた！何よ、この写真。ひどいじゃないの！

10

「虐め」と読めない奴が、読める人をいじめている

撮る前に気がつくべきだよ・・・・
「憂鬱」という漢字が、なかなか覚えられず憂鬱
だ

石井志津夫
メッセ貝も笑う
「笑いが笑いを誘い、和気藹々。これぞ一家団欒」
☆ 疑惑解明
☆ 支持率
ジカンの問題です
賞味期限が心配だ
－防衛省
－福田首相
☆ 味覚の秋
☆ 「薄くなるテレビ」
不覚の秋です
オレと同じだね
－偽装食品
－人情
☆ NOVA 会社更生法
☆ アルツハイマー病高学歴ほど進行遅い
ノバナシは困る
大学進学はやめた！
－前払い受講生
－高校生
-7-

O

Ｏ

B

A
Ｏ

Ｏ

B

A

Ｏ

B

A

A

A
【２００７年１１月例会出席者】
１１月２８日
阿部 浩・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・大嶋京子・奥村篤史・佐藤忠恕
曽田英夫・高木正明・永岡恵二・野本浩一・平井幸雄・藤井敬三・門口泰宣
＊初参加：永岡恵二さんは、某会合にて平井さんと出会い、サロンの紹介を受けて
今回参加して頂きました。ありがとうございます。
＊二次会：その永岡さんも参加して頂きました二次会には、前月に引き続き、読者
代表として松野信夫氏も駆けつけてくれました。ありがとうございます。
新年会のご案内：関東周辺の皆様の参加をお待ち申し上げます。
日時
２００８年１月１２日（土）１２：００－１５：００
会場：九段会館２F 鶴の間 千代田区九段南 1-6-5 ℡ ０３－３２６１－５５２１
会費：5,000 円（男女とも）
＊参加希望は野本まで。下記連絡先へお願いします。
２００８年１月例会案内 会場の都合で、第５水曜になります。
１月３０日（水）第５水曜 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

「伝笑鳩」郵送希望の切手（一年分：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 野本浩一宛 ℡&fax 03-3753-7725
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
＊jokesalon では「伝笑鳩」とは別に、
「電笑鳩」を飛ばすことにしました。ご笑覧下さい。

２００７年の一笑
投票をお忘れなく！

伝笑鳩 No.219 発行
2007.12.26
変集鳥・・・野本浩一
変集協力・・石井志津夫・一ノ瀬善秋
印南博之・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、平田レイ子
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 11 月 20 日～12 月 16 日
北海道／黒田弘、宮城県／藤沢浪子、福永隆子、
片倉静江、新潟県／佐藤憲雄、千葉県／松戸秀代
埼玉県／加賀見萼、大畑道之助、渡辺知子、辻恭子
東京都／三宅早苗、植竹団扇、酒井登、高栄子
青木孝、竹田和子、中野正能、志賀康一、稲葉浅治
指田忠雄、柏谷達雄
神奈川県／西森和枝、
平田レイ子、大鳥羽幸太郎、山中静代、石神光雄
藤野有樹、静岡県／寺田博子、長野県／長井敏
愛知県／加藤大禮 大阪府／山下貞子、大森史朗
広島県／宮田勲、香川信子
福岡県／吉竹大乗 佐賀県／野田文雄
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