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  前号で、ビッグニュースがありますと書きました。 

  その余波で、１月３０日の例会は、本当に大賑わいでした。 

日経新聞１月１６日付け朝刊の文化欄にて、「発笑の地 ジョーク 

サロン ◇多士済々、毎月の例会で練り上げた作品を披露◇ 

 門口泰宣」紹介されました記事を読んで、電話・ファックス・ 

メールを多数頂きました。そして、嬉しいことに、例会にも多数 

参加して頂きました。事前に連絡を頂いた方も多かったのですが、当日になって「突然、ですが」 

と、にっこりと仰って参加して頂いた方もありまして、予想を上回る参加人数になりました。 

 ということで、「今月の一笑」は初めて参加という渡辺達雄さんの挨拶代わりの作品です。 

 例会参加の松山さん、山田さんからお便りが届きました。そして、有吉さんは初便りの方です。 

 

               この度はジョークサロンの小学校に入学させていただきまして、 

              ありがとうございました。 

大学生や大学院生の方々と一緒に勉強させて頂くことができて、嬉しゅうございます。 

笑いの輪の中に入れて楽しいひとときでした。 

これからも、どうぞよろしくご指導下さいますようお願い申しあげます。 

（ジョークサロンは笑学校でもあります。笑い＝和来、という総合学習を実践中です。授業も 

楽しいし、放課後も楽しい学校です。テキストやドリルは、例会に上級生が持参するコピーです） 

 

「伝笑鳩」を知り、響魅深進、例会に参加、愉しませて頂きました。 

                 渫  分 

           撒くほどは ない筈日本で 獲れぬ豆 

           歳の数 豆を食ったら 下痢をした   （８１歳、男） 

（山田さんは、自己紹介で８１歳と元気よく発表してくれましたが、初参加の方の中には、山田さ 

んよりももっと元気な上級生がいました。賑やかな明るい教室にしたいと思います） 

 

              関係皆々様  日経新聞の文化面は毎朝私の楽しみでございます。 

              昭和二年生まれの私で、ユーモアもギャグもとんと出てこない人間 

でも、読むのは大好きで、パソコンは家にはありませんので息子に頼んで調べて資料を送ってもら

いました。ジョークを読んで気分を晴らせることが出来ると楽しみにしております。 

 いつの日か、御仲間入り出来るようになりますことを夢み乍ら勉強させていただきます。 

（変集鳥：私の母も、昭和二年生まれです。どうぞ、よろしくお願い致します） 

 

              切手を同封しました。前回、いつ送ったか忘れてしまいましたが。 

              毎号、だじゃれの地・大阪で、楽しく読ませて頂いております。 

 

 

  川柳「鳩が二羽」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  横浜市／渡辺達雄 

中央区／松山カオリさん 

 

大阪市／大森史郎さん 

 

                       

  

船橋市／山田三郎さん 

横浜市／有吉信子さん 
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加藤 大禮      なるどほ、ね 

  昨年夏場所前、九重部屋の朝稽古見て来ました。 

  イヨイヨ、千代大海が出て来た時、前にいた小さな女の子が、感にたえず 

  「お相撲さんで、押すから、おすもうさんていうんだネ！」 

 

 

                       

         

「テコでも動かないものは」 

  秀逸：テコ           所沢市：曽田 英夫 

   【評】トントン落ちのような味あり。正確にはテコの支点。 

入選   

    休憩中の官僚          （横浜市：阿部 浩） 

 通帳の残高           （世田谷区：水野 宏子） 

    ダダをこねる子供        （松戸市：堀 秋人）     

ウィルスに感染したパソコン   （稲城市：藤井 敬三） 

    親方日の丸気質         （大田区：野本 浩一） 

     

     佳作 

    大晦日の借金取り        （文京区：稲葉 浅治）     

    ヘソクリの上に座った私     （大田区：高 栄子） 

    夫婦げんかの最中        （広島市：香川 信子） 

    沈没する船の船長        （荒川区：藤野 哲康） 

一神教信者の信仰心       （京都市：牟禮 丈夫） 

月を支点とした太陽       （佐倉市：笠原 宏之） 

故障した車           （横浜市：鈴木 びん子） 

    梃子の支柱の芯         （新宿区：志賀 康一） 

    泣いている赤ちゃん       （富士見市：高梨 富雄） 

    明治生まれのガンコおやじ    （高知市：高橋 満子） 

    私の座布団に寝る猫のタマ    （さいたま市：北沢 正嗣） 

    ストライキ中の「だんじり」   （板橋区：植竹 団扇） 

    仲の良くない二人三脚      （さいたま市：高木 正明） 

    片目のダルマ          （南埼玉郡：加賀見 萼） 

    酔払ったメタボのカミさん    （岩手県：片山 敦夫） 

    秀逸を狙う気持         （伊勢原市：武井 美雄） 

         

   次回の題 「かわいがっては いけないものは」 

 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹  

   〆切 ：3月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123  

  秀逸･入選に図書券進呈 
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鬼は外 ジョークは内と 豆をまく ジョークサロンで 大いに笑おう 曽田英夫 

 

山崎正剛 

 ユニーク名刺 

 も添えて初登場 

 

          施政方針演説の解説 吹く田主唱 

★酷民と静渇者の目線に立った政治  

政治に群がる「政活者」の意見を尊重します。 

★洞爺湖サミット 

   日本に対する各国の怨弾化を討議します。 

★国語審議会に答申 

   ｢天下り｣を、非難の嵐が通り過ぎるまで｢天宿り｣に変更します。  

★内閣と省名を国民の目線に合った漢字に変更します。 

内閣府→無核腐 内閣総理大臣→無覚想離大尽  

内閣官房長官→無革監房弔完 外務省→害務招 財務省→罪務商 

総務省→想無章 法務省→包霧症 防衛賞→房栄証 環境省→観狂称  

厚生労働省→構成牢盗生 経済産業省→軽罪参迎翔  

国土交通省→酷土効痛症 農林水産省→脳淋吸散症 文部科学省→悶撫加愕章 

 

信太わか        ある熟年姉妹の会話 

 

 その１： 姉「カレーのいい匂いがするね・・・」 

      妹「うん、食欲をすするね」  （・・・そそるね、かもね） 

 その２： 妹「・・こき落とす・・・」 

      姉「もしかして、こきおろす、のこと」 

 その３： 妹「急いで今から飛んでいくから・・・」（高円寺から新浦安：電車で約１時間） 

      姉「ロケットなら東京～大阪１分だよ」（つい昨日覚えて来たばかり） 

      妹「ジェット機にするよ」 

      姉「やっぱりロジェットのほうが早いよ」（ロケット＋ジェット） 

      妹「？ハハハー」 

 

印南博之          大娯解    

 ♪ 鉄ちゃん てっちゃん しゅっぽ しゅっぽ わっさ わっさ どんどこどん 

   行く先 さいたま 信号は青だ 親子で カップルで グループで  

   カメラもって ビデオもって ケイタイも 走れ はしれ ハシレー 

   入場だ 見物だ 買い物だ      （鉄道博物館は大賑わい） 

    「ぼかあ皺あせだなア」 加山雄三は７０際 

＊ 幸福すれば 食料 医療 休養を保証する早く出て来い 

＊ ウワー紙吹雪で祝ってくれたのノ！ ハイかみの祝福がありますように 

＊ 福祉する人 される人 そんなお金をつまむ人 

＊ 至福のとき  三大テナーの競演／ヘップバーンのキス／釣った魚で船が沈んだとき 

＊ 福豆 ふくれ煮 福娘 ふとったものはみな旨い？ 
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一ノ瀬善秋     シャレクスピアの聞き書き   

その１ 熟女はあきれて、怒る 

 銀座を夫とギンブラ、乳母車を押してくる若夫婦（イケメンと美女）に会う。 

 可愛い子かなと覗くと、なんと犬が「チンザマシマス」 

 あきれて、「日本は少子化時代よ、早く子供をつくりなさいよ！」と叫ぶ。 

 夫は「おいおい、小さな声で、人が聞いているよ」妻「私が産むわよ！」と怒る。 

 デパートの屋上にショップがあり、乳母車はドッグカートと言い、平均￥18,000－ 

   ＊乳母車 子供つくらず 犬を乗せ  （少子国日本）  

その２ みんなでやれば怖くない 

 去年の偽装「古いものを混ぜる・・・」食品の老舗 ペコペコ、赤、白それが黒 

 今年の偽造「古いものを混ぜない・・」製紙業界 揃って頭を一度だけ下げ 

   ＊神様は 好む賽銭 「紙さま」で  （硬貨では効果がないよとカミは言う） 

 

野本浩一     お洒落日記  

１月１日。今年も、元旦は赤坂豊川稲荷へ初詣に出向き、賽銭投げて御神籤を引く。 

 第五十八番 小吉。去年は凶だったので、少し運がいいのかなと思うが、百円ではなく、五百円

でも奮発するべきだったかと反省したが、後の祭りだ。 

 新しき 子年の祈り 小額や  引いた御籤は 小吉なりけり 

賽銭の 額を狐が 見たようで 豊川稲荷 御籤小吉 

1月２５日。 「６人で、リンゴ５個を平等に分けるには、どうするか」 

 これを、何人かの大人に出して答えてもらった中に、ユニークな答があって、「みんなで、仲良く

相談する」というもの。笑ったねぇ。 

 その問題の正解は、「リンゴ５個を絞ってジュースを作って、６等分する」でした。 

 １月２７日。新潮新書「大人の見識」（阿川弘之著）に、かつて日本海軍で交わされたという珍問

答が出てきた。６人でリンゴ５個をどう平等に分けるかという問題とほぼそっくりな問題。 

「ここに五匹の猿がいて六つの菓子がある。菓子に一切手をふれずに五匹の猿に平等に分け与え

るにはどうするか」ウーム・・・・・わかりませーんと潔く答えたら、試験官ニンマリして「分か

らなければ教えておいてやるが、これをむつかしござるという」！！ 

    リンゴ5個 6人で分ける その時は ジュース作って グラスに分ける 

    猿五匹 お菓子六つを 分けるのは 頭使えど むつかしござる 

（注．むつかし：六つ菓子、ござる：五猿 本作は一ノ瀬さんも、披露した作品と重複です） 

高木正明    《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》            

      

冬の山から 悲しい便り ねずみ年だよ 先ずチュー意 

原油値上げで 物価が上がり 株価下がって 支持を下げ 

燃えるガソリン 国会揺れて 火付け役やら 火消し役 

ねじれ国会 テロ特措など みんな嫌いな テロとクソ 

ヒント隠した 特別便で 年金調べが フンづまり 

増える救急 減る病院の タライ回しで 逝く患者 

牛を殺して 儲ける国が クジラ捕るなと 水をさす 

ニュース先取り インサイダーで 不祥事絶えない ＮＨＫ 

気象予報士 泣かせる雪に もっと泣いてる 弁当屋 

憎まれっ子が 世にはばかって 土俵沸かせる 朝青龍 
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藤井敬三     

 髪の毛は生えぬが爪はよく伸びる     爪の色眺め健康チェックする 

 足の爪切るのにメタボ邪魔になる     長い爪短く切って面接日 

 爪弾けば古びた恋が目を覚ます      爪の跡絆創膏で隠したが 

 顔の傷また言い訳が猫の爪        爪先で俺の下着を洗濯機 

 吊革でネイルアートを見せたがり     クッキングするタレントの赤い爪 

 口の中大火事になる鷹の爪        蕎麦打ちで綺麗になった爪の垢 

  能無しは爪隠しても顔に出る       シャベルカー青い地球に爪を立て 

      

信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕） ○ 四字熟語崩し、珍妙八字熟語 

（ 離 ）合（ 集 ）散 

（談）合（散）散     （組）合（解）散 

 談合がばれて散々だったあの組合、とうとう解散しちゃったみたいだなー。 

（ 流 ）言（ 飛 ）語 

（寝）言（英）語     （遺）言（仏）語 

 あいつ本当に気障な奴だったねー、寝言を英語で言ってやがっただろー、何でも遺言は仏語だったって噂さ。 

 ○   小噺    『埋蔵金』 

ご隠居  ： おや、八っつあん、朝帰りかい、いょ、粋じゃーないか、だが、それにしちゃー汚え泥

だらけの格好だなー、一体どうしたってー訳なんだい。 

八っつあん： えー、永田町に埋蔵金があるって噂をちょいと小耳にはさんだもんですから、国会

議事堂に近いあたりをやたら掘ってみたんですが、お巡りさんに厳重注意されただ

けでしたよ。  

ご隠居  ： お前さんってーのは、情報が遅い上に、早とちりでいけないなー。そんな埋蔵金が埋ま

ってるわきゃーないじゃないか。それはな、国の特別会計には将来に備えて何百兆もの積

立金があるが、大半は年金資金やなんかで取り崩しはできないんじゃが、中には活用され

ないで取ってあるだけってーのも何十兆もあるんで、それを代議士先生が財政再建に使っ

ちゃどうかってアイデアを出し、そいつを永田町の埋蔵金って例えて言ったわけなんだよ。 

八っつあん： なんだ例えですか、埋蔵金ってーから、てっきり埋まってるとばかり思っていまし

たよ。お巡りさんにも絞られて、くたびれもうけでしたよ。 

ご隠居  ： お疲れ様ってとこだなー。でも、他ならぬお前さんだから、我が家に代々伝わって

る埋蔵金を教えてやらないでもないがな。 

八っつあん： えっつ、本当でやんすか、勿体つけないで早く教えてくださいなー。 

ご隠居  ：ふふふっつ、ほらそこにある、あたしの雑巾、即ち、マイ雑巾だよ。 

そこで狂歌を 

『埋蔵金 あるわきゃないぜ 国会に あれば俺がと 福田がニヤリ』 

『我が家でも 埋蔵金で 大騒ぎ 事の発端 妻のへそくり』  

 

稲葉浅治   川柳「枯れる」 

 

   大正も 昭和も過ぎて 枯れすすき     

定年後 額ふところ 枯れ続き 

  日本の 現状涙  枯れてくる  
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門口泰宣     

  無慈悲な自費出版社の倒産 

  金貨極上  投機筋の買いで高騰                                  

  品質優先にとり古紙苦労しすぎた  製紙業界 

  党首討論とかけてクリンチの多いボクシングと解く 

            その心は  鋭いパンチの応酬は見られない 

  ♪ まじかに期限が 切れる法は いつも与党の あせりがするわ 

     ごりおしすれば 予算も通らぬから 対立の場も 

      残したまま “つなぎ”でゆくわ ♪  （テレサ・テン：つぐない） 

  知名度の差が勝敗の致命的な分かれ目   大阪府知事選 

  ♪ 倫理を忘れた職員は 愛宕の山に捨てましょうか♪ （カナリア） 

 

奥村篤史             鼠づくし 
子年の一流二流チュウ流川柳      書初めの 墨にもネの絵 ネ墨年 
                  年賀状 ずラット並らぶ ネズミちゃん 

  

いろいろねずみ 親父ギャグ         新年を 迎え抱負を 盛るモットー 

                   趣味三昧 今年もアッシー コマ鼠 

                   お正月 和食飽き飽き ハムスター 

水泳指導に頑張りねずみプールの中では濡れねずみ？！ 

ハツカしげなく大道芸して 二十日も稼いだ夢を見た 

 

鼠の諺 ジョークの技あり１本？ 

袋の鼠・・・福袋 ネズミ入って 袋の鼠 

大山鳴動して鼠一匹・・・大言壮語してジョーク１作だけ 

窮鼠猫を噛む・・・急にお屠蘇飲み急屠蘇舌を噛む   旧ソ共産党はエリツィンを噛む？ 

 

 

曽田英夫    狂歌ＮＥＷ門 

    やってしまって 言い訳ひねる 

     ・居酒屋で トックリ倒し 酒びたし やってしまって 言い訳ひねる 

     ・出勤日 目覚めてみれば もう１０時 やってしまって 言い訳ひねる 

     ・後ろ見ず 車バックで ぶつかって やってしまって 言い訳ひねる 

  楽しくなって 鼻歌歌う 

・宝くじ 一万円が 当たっても 楽しくなって 鼻歌歌う 

・この酒は 限定品で 一人飲む 楽しくなって 鼻歌歌う 

・女子アナの 写真とったら バッチリで 楽しくなって 鼻歌歌う 

    世間はどない なってまんねん 

      ・守屋氏が 保釈をされた 保釈金 山田洋行 立て替えしたの 

・大晦日 白は勝ったぞ 紅組に 千秋楽は 白、青に勝つ （紅白→大相撲） 

・不可解な 中東の笛 聞こえずも 再試合して 日本は勝てず （ハンドボール） 
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柴本和夫   言葉の研究 

＊ もう一月末だぞ！ 

   部長の発言      あれはまだか？ もうイチガツマツだぞ！ 

   言われた人の返答   すみません。イチマツの不安を感じております。 

＊ 健康のため、お酒は《セッシュ》するように！ 

   普通の人の理解    健康のためだ ⇒ 節酒しよう 

    飲んべえの人の理解  健康のためだ ⇒ 摂酒しよう 

＊ 征露丸は《トウイジョウ》を飲むこと！ 

   数学者の解釈     １０粒以上を飲むと解釈 ⇒ １０以上 

    国語学者の解釈    飲みやすい錠剤を選択 ⇒ 糖衣錠 

 ＊ 大食い選手権～もう《いっぱい》 

    普通のひと ⇒ 元気なく    もう、（お腹が）いっぱい 

    ギャル曽根 ⇒ 元気よく    もう、（丼を）一杯 

＊ 君のは薄型だね～本当はＴＶ 

   ポケットに手をやる       おれの財布がなぜ分かったのかな？ 

    頭に手をやる          最近特にさびしくなってきた 

 

平井幸雄   ジョークサロン いろはカルタ 

  ひとり笑み 思い出しても 可笑しいな 

   らくごから ヒントいただく 洒落とギャグ 

いろはにほ へとちりぬるを 和歌にする 

     たわむれに 替え歌にして 詠んでみる 

      かんだへと 何だ神田と 足が向く 

       おかしみは 奇妙奇天烈 滑稽さ 

      やけくそに 創った作品 けっ作だ 

     すばらしい しびれる笑い 伝笑鳩 

    みんなから 笑い笑われ すごい奴 

 （１月例会は所用があって、欠席とのことで、いろは 

  カルタが送られてきました。一部を抜粋してご案内） 

   

石井志津夫  メッセ貝でっせ：休養でっせ 

 「２００７年の一笑」投票で、第一位となりました 

 石井さんは、療養のため、暫く休学です。 

 「皆様に、どうぞよろしく」という連絡が入って 

 おりますので、ご連絡させて頂きます。 

 

⇒「ジョークの総合笑社」（文芸社）はジョークサロン 

 同人の作品がテンコ盛りの本（1,300円）です。 

 ＊2003年2月15日に発刊。目指そう第2号！ 

 

 

 

 

 

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 

＊検索は「jokesalon」「ジョークサロン」どちらも出来ます。お試し下さい。 

 

 

 

 

http://www.jokesalon.com/
mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
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  伝笑鳩 No.221  発行  2008.2.27         変集鳥・・・野本浩一    

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    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）   2008年1月22日～2008年2月18日 

 

宮城県：藤沢浪子、山木たみ   東京都：松山カオリ、真島賀子、大井碧、土屋妙子、 

大嶋京子、青木孝、吉澤弘泰、近藤英三郎   千葉県：石井志津夫、野崎渉、神代京子  

埼玉県：笹崎静雄、和久井哲男  神奈川県：浜田親一、中町栄住、門口明治、山口栄子、

森口順子、有吉信子  福井県：山崎正剛  愛知県：加藤大禮   岐阜県：小畠和男 

三重県： 濱中順一郎  大阪府：撫養静子、大森史郎 兵庫県：植村博明            

 【２００８年１月例会出席者】１月３０日 今回は集合順に記載。<太字は初参加> 

野本浩一・阿部浩・門口明治・門口泰宣・佐藤忠恕・高木正明・神代京子・印南博之・ 

松山カオリ・土屋妙子・高島雅夫・渡辺達雄・飯野京子・加藤ゆう子・亀山光昭・鈴木優歌・ 

藤井敬三・山田三郎・信太わか・信太文・一ノ瀬善秋・渡辺みどり・山口幸子・柴本和夫・ 

百瀬有子・奥村篤史・曽田英夫・大嶋京子            以上２８名 

 とにかく、日経新聞で紹介されたことの影響は大きいものでした。 

＊初参加：老若男女１３名。日経を読んで来られた方に加えて、サロン同人が声をかけて 

     誘った人、ユーモアスピーチの会でサロンを知ったという方もいました。 

     作品が披露されるに連れて、笑い声も大きくなったような気がします。 

＊二次会：男女各８名合計１６名で、いつもの居酒屋「多聞」へ押しかけたのですが、これ 

     までと違って女性が急増したので主人は気合を入れてちょっと高級な鍋料理を 

     振舞うという次第。最後は、値引きのサービスまでしてくれました。感謝。 

 ともかく、今後の例会を如何にして楽しいものにしていくか、という新たな課題、嬉しい 

課題を抱えました。遡れば、最初の会合は１９８９年７月２８日。その時の参加者は、 

しじゅう６名（最初から最後まで、しじゅう、６名）というものでした。 

 とても寒い冬を過ごしてますが、明るい希望溢れる春が近づいているような予感を抱いた 

例会でした。ご参加の皆様に、本当に御礼申し上げます。これからも宜しくお願いします。 

２００８年３月例会案内   

３月２６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  ８F和室 

 住所：千代田区内神田2-1-8     ℡03-3256-8447 

「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 

 

 


