＊＊＊ ２００８年２月

No.２２０ ＊＊＊
お蔵（入り）百人一首
安倍元首相、突然の総理辞任後、尚、議員
生活に未練の様子について読める

忘らるる身をば思わず総理辞め
議員暮らしの惜しくもあるかな

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
新年（NEW YEAR）早々、２つ BIG な NEWS！
ひとつは「２００７年の一笑」決定の NEWS！
もう、ひとつは、中ほど５頁に掲載！！！

「２００７年の一笑」開票結果：総投票数

（本歌 忘らるる身をば思わずちかひてし
人のいのちの惜しくもあるかな

右近）

東京都 佐藤忠恕

５３票

第一位 ５月 石井志津夫
☆不正投棄ゴミ
金属だけは減りました ---高速道路 SA
☆職場でもメタボ診断
太っ腹な上司はいない ---平社員
★月、作者、投票数は以下の通りでした。
第二位には、門口さん、岡野さんが同数で選ばれました。
１月
松野信夫
１６
７月
佐藤忠恕
２月
牟礼丈夫
７
８月
岡野殷子
３月
高木正明
１６
９月
藤井敬三
４月
印南博之
６
１０月
稲葉浅治
５月
石井志津夫
２１
１１月
曽田英夫
６月
門口泰宣
１８
１２月
亀山光昭

四街道市／桜井レイさん

１１
１８
１６
６
７
１０

同巣会ジョークサロンのみなさま、一年間“伝笑鳩”主人と楽しく
拝見させていただきました。お互い頭の柔軟性を確かめあうひとと
きでもあります。

千葉市／岡部千代松さん
伝笑鳩毎号楽しみにしております。
「なるほど！」と、その着想・
表現に脱帽です。盛りだくさんの内容にも感服です。
（年末年始にかけまして、多数の読者の皆様から鳩鳩舎に切手並びにカンパを頂きました。ありが
とうございます。新しい仲間も増えて、今年は賑やかになります。楽しんで長生きしましょう。
）
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「悠揚せまらざるものは」

秀逸：猫をこわがらないネズミ

世田谷区：奥苑 順子

【評】
「で、どうなった？」
「食べられちゃった」
「遺伝子組替も罪なことするなぁ」
入選
制限時間のないバイキング
（板橋区：植竹団扇）
デートの最中
（荒川区：藤野哲康）
賞味期限を正しく表示している人
（世田谷区：三浦邦夫）
退陣した首相
（大田区：高 栄子）
佳作：
小春日和の大河の流れ
（京都市：牟禮丈夫）
お屠蘇を飲みすぎたカミさん
（岩手県：片山敦夫）
ノミの夫婦の女房
（岩沼市：山木たみ）
伝笑鳩の高齢読者層
（大田区：野本浩一）
加齢とボケの進行
（さいたま市：北沢正嗣）
茶会の亭主
（横浜市：鈴木びん子）
古本屋の主人
（稲城市：藤井敬三）
天国の寅さん
（文京区：稲葉浅治）
金運
（佐倉市：笠原宏之）
次回の題 「テコでも動かないものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹
〆切 ：2 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 で。
秀逸･入選に図書券贈呈

平田レイ子ワールド

稲葉浅治

川柳「育つ」

パソコンが漢字書けない子を育て
席ゆずる子供育てた親偉い
孫一人過保護で育つもやしっ子
パラサイト育て大変脛やせる
育ててる積りはないが育つガン
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早いもの 一年間は さっと過ぎ 大いに笑おう ジョークサロンで

（曽田英夫）

２００７年を皆さんの作品で振り返る：
みんな、呆れているぞ、怒っているぞ
年金公約 ヤルヤル詐欺を そんな揶揄聞く 舛添氏
消えた年金の所轄官庁が「功労省」とはこれ如何に？

（高木正明）
（門口泰宣）

舛添厚生労働大臣の年金記録調査での言い訳に詠める

年金や 古き記録の 調べにも なおあまりある 手抜きなりけれ

（佐藤忠恕）

（本歌 ももしきや ふるき軒ばの しのぶにも なほあまりある 昔なりけれ 順徳院）

霊感に 警視が関与 詐欺行為 軽視できない 詐欺それいかん （曽田英夫）
霊感商売 警視とグルで 美容サロンへ 誘いこむ
（高木正明）
冷汗商法に肩入れして公僕の指名を軽視した県警警視
（門口泰宣）
高級料亭の吉兆が行った食品偽装について詠める

音に聞く 高値でぼってた あの吉兆 陰じゃー偽装 ばれもこそすれ （佐藤忠恕）
（本歌 音に聞く たかしの浜の あだ波は かけじや袖の 濡れもこそすれ 祐子内親王家紀伊）

☆ おせち
つつかれないように隅の無い重箱にした
-―― 船場吉兆
どげんば船場といかん
吉兆偽造
当り年だよ 菓子から料理 偽装食品 コンクール
偽装偽造で 漢字にすれば 偽々々偽々々と きしむ国
２００７年の感字

（石井志津夫）
（門口泰宣）
（高木正明）
（高木正明）
（平井幸雄）

＊「偽」４つの「、
、
、
、
」には会社名が入ってますが、印刷では見えません。

一般庶民が石油高で値上げで右往左往している様子を詠める

憂かりける 人を走らす 石油上げよ 激しかれとは 祈らぬものを

（佐藤忠恕）

（本歌 憂かりける 人を初瀬の 山おろしよ 激しかれとは 祈らぬものを 源俊頼朝臣）

☆ 灯油価格高騰
戻ってあげてもいいよ
―― ２００７年猛暑

（石井志津夫）

宮崎県知事になって奮闘する知事を見て詠める

東国原 知事になって見れば 大方の 予想に違う 大きな白星

（佐藤忠恕）

（本歌 わたの原 こぎいでてみれば 久方の 雲いにまがふ 沖つ白波 藤原忠通）
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高木正明

《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》

頭の中身は テロ特措だけ 民の暮らしは 他人事
居るの居ないの UFO 談義 国会延長 したゆとり
宙に浮いてる 年金までも UFO もどきに 未確認
ツルハシ担いで 霞ヶ関へ 掘ってみたいな 埋蔵金
ゆとり教育 学力低下 理数離れを 見る誤算
不審情報 ほったらかして 銃の管理も ほかす国
味を知ったら 止まらぬものは 偽装・接待・覚せい剤
野本浩一
お洒落狂歌
ヘッドハンティングの誘いを断って詠む
・ 給料が倍になっても男には 受けてはならぬ義理人情あり
・ 知らぬ間にわが名が流れるマーケット 評判給料気になる少し
十数年ご無沙汰のレストランで思わぬ歓待を受けて詠む
・ 十数年過ぎて入ったレストラン 愛想よくして歓迎される
藤井敬三
腕まくり種痘の痕で歳が知れ
腕白を連れて年始にやってくる
長講和盗み見をする腕時計
印南博之

定年後炊事洗濯腕を上げ
左遷されゴルフカラオケ腕上がり
職人の腕が神社に生きている

大娯解
「牡蠣も貝たり？？」
書初め
イヤーン キーボードで書きたい
性書
うん年頃だもんな
書体
知らない字以外は読める
推理が必要
少しは読める
温めて書く
まったく読めない
虫に刺された時に書く
合確
合格の一歩手前

楷書
怪書
行書
餃書
草書
掻書

一ノ瀬善秋
シャレクスピアの見たり聞いたり
＊一茶の名句を記す
＊ 湯に入りてわが身となるや年の暮れ
＊ ともかくもあなたまかせの年の暮れ
＊ 目出度さも中位なりおらが春
（ねずみがチュウとなく）
＊ 寝てまてば福が来るかや鼠なく
（猫は寝ているが、がばっと起きる）
一茶は雪深い北信濃で晩年を過ごし、土蔵の中で亡くなった。
人間や動物へ愛の目をむけ、魂の遍歴と苦闘の生涯を終えた。
一茶の「かるみ」と「おかしみ」は「かなしみ」の俳句ともなる。
平成２０年は閏年で、子年です。子年の人は財運星（四大財運星は子・卯・巳・午）
。
あやかりたいですね（旧暦元旦は二月七日、年回りは節分からと占い師が言う）
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佐藤忠恕

お蔵（入り）百人一首（小倉百人一首もじりで世相を切る）
守屋前防衛省事務次官のゴルフ接待について詠める

山田洋行に 時間掛けたる しがらみは 馴れ合いあった 賄賂なりけり
（本歌 山川に 風のかけたる しがらみは ながれもあえぬ もみじなりけり 春道列樹）
横綱朝青龍が心身症になった心境について詠める

誰もかも 知る人にせん 高砂の あの指導には 友なら泣くと
（本歌 誰をかも 知る人にせん 高砂の 松も昔の 友ならなくに 藤原興風）

門口泰宣
□ 金ネダリスト
守屋夫人
□ 「このたこ焼きにタコが入ってないよ」
「鉄板焼きに鉄板が入っているかね」
□ 毎日１０Ｋ歩いていると言うと、メタボめされた
□ ５兆円も注ぎ込んで会社が倒壊（JR 東海）しない？ リニア新幹線
□ 名実共にＣＲＯＷＮになった
トヨタ
曽田英夫

new

◆ 笑うでもなく 怒るでもなく

孫が来て 大事な植木 折っちゃった 笑うでもなく 怒るでもなく
家古く ガス管破裂 また出費 笑うでもなく 怒るでもなく
◆ とまどいあるも 顔には出さず

妻寝坊 時間調べりゃ 間に合うぞ とまどいあるも 顔には出さず
看護婦が 我がパンツ下げ 泌尿器科 とまどいあるも 顔には出さず
◆ 世間はどないなってまんねん

猪の年は しし十六で ろくでなく めでたいかしら ねずみ年くる

ビッグニュース！！！
ジョークサロンが日本経済新聞
（２００８年１月１６日付）朝刊
の文化欄で大々的に紹介されました。
「発笑の地 ジョークサロン」
第２代変集鳥の門口泰宣さんの顔写真と共に、
当サロン同人の作品や活動記録等が紹介されて
おります。
例会の様子が写真入りで紹介されています。
お見逃しの方の為に、HP にも、
その記事を案内しております。
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ネズミ年だよ 新年は

笑いが大事 人生は

謹賀新年 折込どどいつ

高木正明

ね・の・と・し
ね・の・と・し
ね・ず・み・年
ね・ず・み・年

年金暮らしも のっぴきならず 時の氏神 七福神
ネタを探して 脳にも刺激 時の流れを しかと読む
寝ても覚めても ずぼらが祟り 見ればメタボの 年男
寝ても腹立つ ズサンな政治 乱れ正した 年に成れ

新春（お笑いタレントコンビ折込）洒落都々逸

牟禮丈夫

◆オセロ（押せよ）と言えば
ちゃらんぽらんな
◆こ森三中（子守り最中）
ハリセンボンの

いくよ（引くよ）とくるよ
老麒麟
遭うおぎやはぎ（追いはぎに）
ペナルティ

明けましておめでとうござい MOUSE

奥村篤史

鼠づくし

年賀状寝ず書き迎えるネ正月
ネズミ年マウスで作る年賀状
お笑月ねずみ楽しげわラットる
初夢はねずみ算式大儲け
子子の子子子子 子子の子子子子

子年もよろしく・・・子

（猫の子子猫 獅子の子子獅子）

広川友雄
多笑月 賀春迎春
◆ 「オモチ焼いてる時に、火が止まったらどうしよう」
「やきもち（嫉妬）焼けば」
◆ 「甘いオモチってなぁ～に」
「あんころモチ！」
「ウフフ・・・甘い気持（黄モチ）よ」
◆ 新年を 迎えて徹夜 寝ず見れば
ラット（楽都）にマウス（舞う寿） 無我夢チュウなり
平井幸雄

今年もよろしく 子
ねがいはいつでも健康顔ね
ずっと夫婦仲良く笑い顔ね
みらいが明るく開いた顔ね

岡野殷子
明けまして
おめでとう
ございまうす

新年お願いチュウ ⇒ ⇒ ⇒
キャットに捕まらないよう
幸運をキャッチしましょう
今年も宜しくお願い申しあげます
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松野信夫

２００７年政界で流行ったもの・・・
「辞意」

★２００７年の政界は「辞意」が多かった。その筆頭は、もちろん安倍総理の辞意。このほか
にも赤城農相、久間防衛相も辞意。大連立騒動で民主党の小沢代表も、一時は辞意。
そこで、謎掛けをひとつ：
青年宰相の安倍総理が爺（辞意）とはこれいかに？
若い娘の好物にババ（婆）ロアというがごとし。
★ 国会の議員会館の地下にお土産物などを売っている売店がある。そこには「やっくんのね
じれ餅」
「やっくんのビンボーくじ入り福が来たせんべい」
「ちょいわるオヤジ太郎ちゃん
の暴れまがり明太子せんべい」を売っている。福田康夫と麻生太郎が登場する訳だ。
残念ながら、民主党の政権交代に向けた「いちろう饅頭」
（一路邁進）も無ければ、
「鳩山
サブレ」
（鳩サブレ）もない。

米岡 泰

パワーハラスメントジョーク

時の権力者や金持を揶揄するのは痛快ですから、
ジョークの傑作が生まれます。
標的は弁護士、
牧師、大統領などです。まあ、標的にされるようになれば、一流ですね。
「投げ出した 安倍川餅を 食う福田」 「安倍を無視 福田と会って 小沢がせ」
★大統領とその妻
クリントン大統領夫妻は退任後、時々田舎をドライブしていた。ビルは或るガソリン・スタン
ドに車を入れた。親父が「満タンですか？」
「うん！頼むよ」すると親父は助手席の夫人に気付い
て「ヘイ！ヒラリー！学生時代に付き合ってたオレ覚えてるかい？」
「まあ！カール、元気？」暫
くしてからスタンドを出た。
ビルは上機嫌でヒラリーに、
「あんな男と付き合ってたのか？もし、お前がアイツを結婚してた
ら、どうなってたと思う？」ヒラリーは肩をすくめて「多分アナタがスタンドで働いてて、カー
ルが大統領になってたでしょうね」
「！？×」

柴本和夫

言葉の研究～○○とは

１．バレルとは

石油を量る単位
悪事を量る単位

用法事例 ⇒ 悪事がばれる

２．失礼な飲食店の応対言葉とは
婚期を逸したお局様に対して
今日も、お一人（お独り）様ですか？
リストラ寸前の中高年サラリーマンに対して
いつもの窓際でよろしかったでしょうか？
３．爆発するものとは
新宿の某カメラ店の CM
金屏風の前の離婚会見

安さ爆発～カメラのサクラヤ
泰葉爆発～小朝（怖さ）知らず
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【２００７年１２月例会出席者】
１２月２６日
一ノ瀬善秋・印南博之・亀山光昭・佐藤忠恕・柴本和夫・関原のり子・曽田英夫・
高木正明・野本浩一・平井幸雄・藤井敬三・松野信夫・門口泰宣
＊初参加：関原のり子さんは、日経新聞文化部の記者さんです。ジョークサロンの HP を
見て当会の取材に来てくれました。
国会で業務を終えた、松野信夫参院議員が例会に初参加してくれました。
＊二次会：例会欠席の石井さんが、既に、鍋を囲んで待ってました。連携プレーです。
【２００８年新年会参加者】
１月１２日
合計１７名となりました。
一ノ瀬・奥村・佐藤・柴本・曽田・高木・野本・平井・藤井・門口・米岡 の例会常連組
に加えて、読者の方々：青木孝・岡見宏道・神山徹・波木博信・信太わか・藤井有樹
にも参加して頂きました。当日は、演芸、オークション、ゲーム、年間投票と盛り沢山
の中、怒涛の笑いで無事に新年開幕祝となりました。来年が待ち遠しい！

２００８年２月例会案内
２月２７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
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「電笑鳩」が飛んでいます。
切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2007 年 12 月 17 日～2008 年 1 月 21 日
青森県：沼宮内春雄 岩手県：片山敦夫 宮城県：宗田淳 埼玉県：村松一雄、石原義三
岡見宏道、羽柴隆三、高橋友季子
東京都：堤淳一、高木孝枝、寺崎美智子、亀山光昭
鳥居晴美、神山徹、木村和男、野本英里
千葉県：栗田勉、野崎渉、岡部千代松、
桜井レイ
神奈川県：天野秀雄、前嶋昭夫、灘上哲之助、前田誠、五十嵐有爾、鈴木敏子
加畑高治
静岡県：曽根一寿
愛知県：小西祥二
京都府：牟禮丈夫
大阪府：撫養静子
兵庫県：植村博明
香川県：彌永孝一
【訂正】前号 東京都：中島正能→中野正能 が正です。
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変集協力：
【笑品快発集団】 石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・佐藤忠恕
柴本和夫・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
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