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私はＶ、娘はＷ
先日、分からないパソコンのこと
を娘に聞きました。娘の説明に、私
にしちゃ早く理解できたので「わか
った！」とＶサインを出しました。
娘は首を振って指を４本立てまし
た。
「この説明、４回目！」
さいたま市／北沢正嗣

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
世界記録に湧いた北京オリンピックが終わりました。
頑張った選手に感謝。謝謝。サンキュー。
賑やかなお祭り、宴の後はやはり淋しいものを感じます。
淋しいときのお友達－それは近くに住む、或いは遠く離れても気の合うという知人・友人・
仲間－は、何よりもありがたいです。大切にしましょう。

送付ありがとうございました。今回は受笑鳩になりまして、
楽しく、写真入りが気に入りました。これからも、顔笑鳩が
千葉市／大久保信子さん
多くなれば、想笑鳩がふくらんで、多笑鳩が集い、読み、伝笑
鳩が飛笑鳩となりましょうネ！
写真とイラストが入って、誌面が
一段と魅力的になりました。
町田市／青木孝さん
ご努力の成果なのでしょう。
暑さの折、お体大切になさって下さい。
青木氏：近影
（いつも激励、ありがとうございます）
笑のジョーダン（上段）へ
のぼりつめると
あとは笑いころげ落ちる けがなし（はげ頭）
読 笑
いつもお世話になります。かたすみでも機会がありましたらよろしくお願いします。
（ということで、日比野さんからカンパと共に届きました作品を笑介します⇒７頁に掲載）
連日の暑さには参っておりますが、今日は又突然の大雨に、
中央区／松山カオリさん
く
驚いてしまいました。
ジョークサロン、毎月楽しく出席してますが、作品はまだ作れませんので、もうしばらく勉
強させて下さい。八月の例会も楽しみにしてます。
八月五日
（顔出しを続けて頂いており、本当にありがたく思います。ふとした会話の中で、つい笑ってしま
うようなことがあるのが、一番のものだと思います。例会で大いに笑って下さい）
岐阜市／日比野昌彦さん

せめて《ものは付け》に参加と。しかし、いつも《ヒネリ不足》
。
自覚しつつも折角の作だと投稿してしまいます。果たして「秀
逸受賞」が先か、
「呆ける」のが先か？
（お手紙と一緒に頂きました小咄が面白く、
「今月の一笑」が先になりました）
伝笑鳩 いつも拝読、楽しみです。ありがとうございます。
今後共 宜しくお願い申しあげ候ふ、笑いのお陰で元気な
横浜市／鈴木敏子さん
早老びん子です。
敏感（瓶・缶）びん子 びんのなかに笑い薬沢山入れてます。
かしこ
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炎の恋
秀逸

京都市：久保

三徳

【評】毒をもって、毒を制す。毒ヤーイ。

入選

選者 近影

佳作

納豆のネツトリ（熱取り）
寒い親父ギャグ
バテる事は一切しない
冷え症の女房と添い寝
夫婦別部屋
ホストクラブでプラチナを飲む
南半球へ脱出
南半球へ移住
秋を待つ
秋風に吹かれて食べる秋の茄子
根性で秋だと思い込む
テバツナと唱える
食品保冷剤を首に当てる
鰻の多食（産地は不問）
伝笑鳩の作品
好きな人と食事
早寝早起たっぷり昼寝
おかしくなくても笑う
ものは付けの入選
メタボリックになる
会費タダの飲み会
露天風呂のあるホテルで会食
孫の笑顔
夫婦ゲンカ

（さいたま市：高木 正明）
（鎌倉市：若狭 芳生）
（荒川区：藤野 哲康）
（さいたま市：北沢 正嗣）
（松戸市：堀 秋人）
（世田谷区：水野 宏子）
（佐倉市：笠原 宏之）
（世田谷区：三浦 邦夫）
（千葉市：岡部 千代松）
（板橋区：植竹 団扇）
（横浜市：阿部 浩）
（京都市：牟禮 丈夫）
（広島市：香川 信子）
（大田区：高 栄子）
（伊勢原市：武井 美雄）
（中央区：松山 カオリ）
（江東区：土屋 妙子）
（横浜市：鈴木 びん子）
（渋谷区：樋口 七郎）
（船橋市：山田 三郎）
（岩手県：片山 敦夫）
（高知市：高橋 満子）
（稲城市：藤井 敬三）
（文京区：稲葉 浅治）

次回の題 「手に汗をにぎるものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹
〆切 ：9 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈
土屋妙子

大暮景亭惚樽の「男の天国と地獄」
（No.5）

イケメンの年を重ねてサビがきく
かたくなな妻のヤキモチ念が入り
のどもとをすぎても熱しあわて食い
人の妻何故か気になるそのうなじ

生足のミニ林立す通勤車
ふと見れば憂い顔なる立ち姿
好きだとも言えずに過ぎし青春譜
寝相見てかの恥じらいの花いづこ
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青い空 赤い太陽 白い雲 ジョークサロンで 大いに笑おう

高木正明

曽田英夫

《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》

食や経済危機など横目 珍味飲み食い Ｇ８
インド洋での 給油は只で 片や高値で 泣く漁民
飛行運賃 燃料高で 別に戴き サーチャージ
エビも付けずに 舌先だけで 釣って騙した 投資詐欺
足を切ったり 下駄履かせたり 教師の採用 袖の下
大聖堂での 落書き祟り 書き捨てならずに 罰は首
ダガー男に 刺激を受けて ナイフ少年 バス・ジャック
国技譲って 物足りなくて 芥川賞まで譲る
水や空気や 治安が不安 五輪ツアーが 伸び悩み
犬は安心 五輪の期間 北京で自粛の 犬料理
門口泰宣
♪うなぎ売りし あの魚秀
かばやき詰め替え あの面の皮
嘘は今もめぐりきて 忘れがたき産地偽装♪（ふるさと）
♪ハアア またも出ましたお腹のまわり、美食､運動不足の上で
体脂肪増やすとは メタボのながれ メニュの偏りやライフスタイルの違い
許しがたいと 検診にかかるが オオゲサネ♪（八木節）
エビで大金釣る
養殖詐欺
タスポのポスタ
古書店で 資料見つけて にっこりと ダイヤ研究 珠玉のひかり
（＊6 月 30 日、日経新聞文化欄に曽田快鳥が写真入りで登場。掲載を祝いて詠む）
人間万事採用が旨み
大分県教育委員会
悲願成就
三位取りービール （サントリーがサッポロを抜いて、シェア３位に！）

戯作者：若狭芳生（前期高齢者・後期緑内障 ６５歳）
女系家族を紹介しましょう。
決して細身でない
【刺身の（ツマ）妻】
と
【
（デブ症）出不精でいつも
檻の中のオットセイ】
の間に生まれたのが、
【命（いのち）ちびまるこ】
ちゃんだったのです。
そこで彼女のお姉さんたちは・・・

女系物語

長女は、万里の長城で頂上作戦
次女は、ダイエットで自助努力
三女は、ストリップの賛助出演
四女は、リストラ候補の余剰人員
五女は、ネズミ講まがいの互助会員
六女は、エレキのロック嬢
七女は、ご指名待ちのナナ嬢
八女は、妻子持ちのＷ氏に発情
九女は、止めとけばいいのに憲法九条の会
十女は、ＪＲ東十条の駅員
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樋口七郎

ともかくいろいろ

＊ トルネード投法の野茂投手が引退したので、一緒に飲もう。
＊ 松坂投手が肩の張りで休んで、ハリハリづけを食べて回復した。
＊ アメリカの現職大統領、名前は大変良い名前。浄寺・仏主（ジョー
ジ・ブッシュ）
。イラクをめちゃくちゃにして、イラク国民はイラ
ク怒っている。
＊ アメリカの日銀総裁にあたる人、名前は婆難危（バーナンキ）
。髭
をおとせと卑下しないで。
＊ 新宿のコマ劇場がなくなると、コマるよ。
（北島、細川、五木）
＊ スイカを食べていたら、スイカ（誰何）された。
＊ 鰆にさわらないで下さい。

曽田英夫
狂歌ＮＥＷ門
★ みっともないで やめてもらえん
鼻かまず ズルズルいわす 若い人 みっともないで やめてもらえん
勘定に なればトイレに かける奴 みっともないで やめてもらえん
酔っ払い 若い女性に もたれ寝る みっともないで やめてもらえん
★ 楽しいことは 早くお開き
このサロン 笑いが絶えず ホホ痛い 楽しいことは 早くお開き
温泉に つかって宴会 盛り上がり 楽しいことは 早くお開き
同期会 一緒になって 四十年 楽しいことは 早くお開き
★ 世間はいったい どないなってまんねん
金を出し 教師になるも バレてクビ 大金取られ 財布おおいた
給料が 下がっているのに 値が上がり 仙人ならば 霞で生きれる
この夏は 猛暑日もあり 真夏日も 熱帯夜もあり 熱中症あり

堀川 静雄 （ペンネーム：堀 秋人）

「いろいろあるじゃん 大変じゃん」

定年後 貴男いらない 金ほしい
ゴミ捨てて ハイと言わなきゃ 捨てられる
ストレスや 耳に沁み入る 妻の声
朝小言 昼も小言で 夜寝言
つぶやき：
「貴方と結婚して失敗したわ」
（妻）
つぶやく「それは僕のセリフだよ」
（夫）
「貴方に会ったのが失敗の始まりだわ」
（妻）
つぶやく「それは僕のセリフだよ」
（夫）
「貴方って冷たい人だったのね」
（妻）
つぶやく「それは僕のセリフだよ」
（夫）
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＊ 日本人拉致問題は？
「なかなか拉致があかない」
＊ お母さんの老後は
子供にとってオモニだ
＊ イラン事言って
イラク叱られた
イラク叱られた

上の空組 印南博之＠７０才
大娯解
替え歌（桃太郎）
♪おばあちゃん おばあちゃん あなたは保険料払いすぎ 返してあげます いますぐに
ありがとう ありがとう わたしの口座の番号と 暗証番号教えます
おばあちゃん それはだめ 口座の番号教えたら 年金そっくり 取られちゃう
ありがとう 窓口さん あんたのおかげで助かった 息子のお嫁に来て頂戴
夏休み特集 外来語換笑史
★ 腑解け：ふわけ （解剖） ★命の請け合い （保険） ★かめ （洋犬、COME から）
★ 手巾 （handkerchief） ★洋火 （lamp） ★洋袴：ようこ （ズボン）
★ 上屋（倉庫 warehouse） ★牛津大学（Oxford Univ.） ★剣橋大学（Cambridge Univ.）
野本浩一

お洒落日記：

７月１０日の名古屋出張も、無事に会議と懇親会を終えて、あとは
のぞみに乗って帰京するばかり。
名古屋駅の待合室で、若い部下に
「今日の会議は無事に終えて良かった。僕は、今日は昔投稿して雑誌
に載った川柳が掲載された本も見つけたりして、いい日だったよ」と、
おしゃべりも弾んだ。
新入社員は、
「すごーい」と言っていたが、本当にそう思うのか否
かは、分からない。ほんと。
「ところで、部長の号車は何番ですか？」
「えー」と言いつつ指定席券を眺めて、これは驚いた。
「いい号車の一番いい席だよ」と、笑って答えてしまう。
「えっ、何です？ それって」
「１１号車１番Ｅ席！」
こういう偶然は、たまらないくらい、いい。

柴本和夫

これからも
サロンがっちり支え合う
快鳥・金鳥・変集鳥

言葉の研究 ：

①最近覇気がないね～【オーラ】が感じられない
～そうなの～【オーラ】は死んじまっただ！！
～福田首相の姿～
福は《外》であった～サミットでの姿

②【とうるい】～ゼロ～野球場で聞くとや
やこしい
最近の健康ビール～糖類ゼロ
足の遅い野球選手～盗塁ゼロ

福は《笑》わない～国会での姿
③ あったらいいもの／○○なもの
あったらいいもの

⇒ モカの香りのコーヒー

あったら《もっと》いいもの

⇒ モナの香りの女性

ぜひとも～おねがいしたいもの

⇒ 魔性な女性

ぜひとも～ごめん被りたいもの

⇒ 不精な女性

リラ～ックスできるスポット

⇒ 大江戸温泉

不安がいっぱいなスポット

⇒ 大江戸汚染

あったらいいもの

⇒ さざえのつぼやき

あったらこわいもの

⇒ さざえのつぶやき
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千利休物語

シェイクスビア島川（島川謙二）

★16 才で茶の道へ 信長、秀吉に可愛がられた。利休は献茶し正親町天皇から
利休の号を賜る。朝廷では彼が麻雀好きだったのでリーチ（利一）がいいとか
蓄財家だったので利子がいいとか議論があったという。(^人^)
★朝顔を見たいという秀吉に庭の朝顔をすべて切り、一輪だけ茶室に飾ったというが、一説には利休は
白い便器の朝顔を庭においた。「殿に茶会の 2 時間は大変です。用を済ませていただきたく・・」と答えた。
信長の草履を懐で温めた記憶がある秀吉は感動・・。しかし負けず嫌いの秀吉は「次回からはウォシュレ
ットにせよ」といったとか （＞_＜）
★利休はお茶をティーバッグは使わず必ず急須で飲んだ。これをバンジキュウスという。急須の重さを気
にして弟子たちにクドクド一日に 9 度も「もっと重てえのにせんけ」といった。これが「おもてせんけのいわ
れ。しかし弟子たちに「いつも無理をいってすまないねえ」といってあやまった。これが利休の「わび茶」。
利休はお茶を入れるとき機嫌が良いとお気に入りのチャチャチャの BGM をかけ、「お茶の子さいさい、茶
坊主茶坊主」といいながら踊った。(#^.^#)
★秀吉「そちは茶を立てる名人ときくが、ならばわしのために茶柱を立ててみよ」利休は「お茶を弄んで
はなりませぬ。しかし良い湯加減ならば茶柱も立ちますかな」と答えた。少し耳が遠くなっていた秀吉は、
これを「もう茶々と遊んではならない。いい加減にしないと腹が立つ」と聞いてしまったから「利休切腹！」
さすがの利休も真っ青！この情景を歌手名にしたのが千昌夫。しかし茶々姫が「パパー、千さんを切るな
ら切腹じゃなくて千切りじゃなきゃダメー」とチャチャを入れたので、秀吉は「もうよいもうよい」といった。利
休は「キュウスに一生を得たな」と急須を茶々に贈ったとか。 （－;-）
★辞世の歌は「堤るわが得具足の一太刀今この時ぞ天になげうつ」であるが、辞世の言葉は「あースター
バックスのコーヒーが飲みたい」・・。利休の酒盃の銘 「一盃は人酒を飲み二盃は酒酒を飲み三盃は酒
人を飲む」であるが、「四盃は大トラ酒を飲む」だと私は思う。(o^―^o)
稲葉浅治

川柳「特別」

特別にきれいじゃないが忘られぬ
ゆきずりが特別になる夏祭り
父の日は特別なこと何も無し

信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）

特別な条件ないがまだ独り
特別に目立って見えた赤い糸

四字熟語崩し、珍妙ハ字熟語（ﾊﾟｰﾄ２）

①栄（枯）盛（衰）
②温（故）知（新）
③音（信）不（通）
①
栄（養）盛（盛）
栄（転）盛（夏）
栄養盛盛の食事を次々に片付けていた大食漢の彼らしいなー、この暑い真夏に栄転するなんてなー。

②

温（情）知（事）

温（泉）知（識）

温情溢れる知事とは知っていたが、温泉知識も豊富とは知らなかった。

③

音（楽）不（滅）

音（痴）不（快）

いい音楽を聴けばなるほど音楽は不滅と思うが、やはり音痴はいつ聴いても不快だ。
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信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）
小噺◎『サンドウィッチ症候群』
ご隠居

： おいおい、八っつあんや、お前さんにしては珍しいねー、なんか暗い顔なんぞしちゃって。

八っつあん： いやーご隠居さん、分かっちゃいましたか、実は親方から指示された仕事が若いもんにやらせたんで
すが、理屈こねられちまって、納期に間に合わなくなったんで弱ってるとこなんですよ。
ご隠居

： ほー、いよいよお前さんもサンドウィッチ症候群かな。

八っつあん： 何言ってんですかい、今日の弁当にサンドウィッチなんか食っちゃーいませんよ。
ご隠居

： いや、そーじゃなくて、サラリーマンの中間管理者に近頃目立つ病気でな、上司からは命令され、下
からは反発食って板ばさみで体調を崩すことさ。

八っつあん： こりゃ大変だ、あっしの場合はもっと大変な情況なんで、このままじゃー本当にくたばっちまいます
よ。
ご隠居

： どんな情況なんだい、そいつは。

八っつあん： ええ、親方、若い衆に加えてあっしは女房からもしょっちゅうぶっ叩かれてますから、サンドウィッ
チ症候群なんて生易しいもんじゃーなくてサンドバック症候群でやんす。

そこで狂歌を
『家の外 上司と部下の 板ばさみ 中間層の 悩みは尽きぬ』
『家の中 嫁姑の 板ばさみ 事なかれ夫 悩みは尽きぬ』
渡辺みどり

ミドリのおきらく迷言日記
＜学校公開＞
小学校へ入学した娘の学校参観があり、教室へ。制作した粘土の作品があり、テーマは「好きなも
の」
。平べったいせんべい一枚、しゅうまい２個・・・
（＋＿＋）なんて夢のない！ おそるおそる
娘の好きなものを見ると。
。
。ショートケーキとペロペロキャンディ。なぜか妙に・・・ホッとした。
シュール川柳
紙一重 身近なものと 好きなもの
＜朝の電車で＞
いつも乗る朝の車両。いつもはいない、初めて見るやたらにお洒落なＬＥＯＮ的（れおん的＊１）
男性が目の前に！本当は見たいのに顔を上げられない・・・。自信のある彼は（あくまでも想像）
私を上から下から全身チェック（意識過剰）
。嗚呼、今日に限って靴がイマイチ・・・。ＬＥＯＮ的
男性に負けない自分になりたいと切に思う。
（やっぱり男も女も永遠にモテたい！）
シュール川柳
まだ健在？ モテるオヤジの 作り方
＊１ バブル期を過ごしたオヤジ層に購買
ターゲットを絞り、
「モテるオヤジ」
、
「ちょ
い不良（ワル）オヤジ」の在り方を読者に

日比野昌彦コレクション
読笑～独笑～冗談～上段
昨日の話は
京（今日）のこと
今日（京）の話は
明日か（明日香）
会長は快調
部長の不調法
次長も自重

提供しているオヤジバイブル的雑誌

花粉が飛散すると悲惨だ
Ａ：そのうちに本をだす
Ｂ：ホンまに？
インド料理
Ａ：昨日はナンを食べたよ！
Ｂ：それなん（何）なの？
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旅館の部屋：
女中「お床（男）を
取替えに参りました
客 ：灰皿ある？
店員：ハイ、さらのがあります。
客 ：マッチ頂戴！
店員：お待っち下さい！

奥村篤史

アッシー君の草むしりで謝礼（洒落）日記

一昨年65歳で仕事を終えたｱｯｼｰ君。しばらくは数独ｹﾞｰﾑなどで時間潰し。昨年４月からは水泳指導を
開始「☆水商売 水に合います65」
「☆水商売 水に合い過ぎ溺れそう」
。仕事を止めたならｼﾙﾊﾞｰ人
材ｾﾝﾀｰに是非加入をと友人に誘われ、昨年8月登録す。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱだが仕事をし、僅かな手当てが出る。
働ける内は少しでも仕事をし、それが健康維持にも社会貢献にも繋がる趣旨。だが登録したものの水
泳教室や趣味道楽で働ける日はわずかで中々合わない。9月に、年末できる新ﾏﾝｼｮﾝの管理人はどうか
との連絡あり、可能なる日を伝えるが待てど暮らせど返事なく結局不成立。諦めていると、都合の良
い時に週１度２時間、やすらぎの小徑の清掃があるがどうかの打診。これなら出来るかも、世間相場
の1/4位の正に薄謝だが拍手？ｽﾀｰﾄすることが肝心とOK。
「☆薄謝だが手当ては嬉し ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」
。すぐ
手続きに行くと、全体説明会を開くので連絡を待てとの事。所がこれまた待てど暮らせど。月末連絡
すると担当者が変わったので・・との答弁。
♪待てど暮らせど来ぬ仕事 ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰに登録したが、今宵も鼻をほじり待つ（♪宵待ち草で）
兎に角 4/末ｽﾀｰﾄすると、公園清掃がもう２箇所あるが 5 月からどうですかとのこと。自己管理
し、実際 2 時間も掛からず仕事は終わりそうだし、これまた OK す。所が実際やってみると４月
春先できれいな花が咲いていた草木は実は雑草。腰を曲げての草むしりはこの歳には強烈に痛
い。梅雨に入ると雨多く予定が立たず、雨止みすぐ開始すると運動靴はぐしょぐしょ、ｽﾞﾎﾞﾝ
は泥だらけ。軍手もすぐ穴があく。そして難問は刈った草の処理。当初は自宅ﾏﾝｼｮﾝへ持ち帰り
回収日に出すが胡散臭そうにｼﾞﾛｼﾞﾛ見られる。しかも前の日より車に積んで置くと蟻やら虫や
らが無賃乗車。
「☆我が車 何で暑いの良く見ると 車内は虫々 ムシムシムシムシ」
「☆原油
高 車利用を手控えりゃ 草・虫・蟻が無賃乗車す」
。現地の燃えるｺﾞﾐ回収は月・木で場所に
より朝８時、11 時半、13 時と判明。結局それに併せての仕事となり、いつでも自由の仕事では
なくなる。しかも雨の日は車で現地に行き、周囲を気兼ねし犯罪者の如くｺﾞﾐを捨てることも。
「☆ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱのつもりがｺﾞﾐ捨て犯罪者」
「☆月木の雨が心配ｺﾞﾐ回収 今じゃ熱心 週間予報士」
。
でも少しずつでもきれいになって行くのは意外に嬉しいもの。ご苦労様など声をかけられれば
有頂天！ 我が仕事・才能・体力を自画自賛、時にはｻｰﾋﾞｽ残業までする入れ込みよう。ほうき・
ちりとり・草バサミ・鎌と道具も揃い始まる。腰痛対策に竹の腰枕やダンベルも購入。なんで
も始めると、楽しく生きがいにしてしまう単純・馬鹿なｱｯｼｰ君です。
「☆才能は草むしりだと今
解り」
「☆会社つぶし、今は時間と草つぶし」
。
「☆会社ではむしられ続けたこの恨み 今はむし
るぞ草むしる快感」
「☆長年にむしられ続けた我が人生、雑草だったと草むしりで知り」
。そし
て
「☆ちりとりちん持って掃除のオチ探し」
「☆ジョークサロン おちを拾って大いに笑おう！」
山田三郎＠８１才
間違えられて
東京メトロは運賃が安い。ＪＲも山の手線は安いが山の手を外れると急に高くなる。
新宿駅で我が家へ帰るには、どのコースが最も安くあがるか、運賃表を仰いで考え込んだり見較べ
て右往左往していたら人並みを絶って駅員さんが年寄りの私に来て「何かお困りでは」と囁いてくれ
た。その親切には恐縮してしまった。
その時私は時間の余裕があるので少しでも安い方が今夜のこともあるしするので、
ゲーム感覚であ
れこれと楽しんで選んでいたのでした。
もう昔になったけど、夏休みに家族四人で瀬戸内海を巡っての帰りに、三原駅のホームで駅員さん
に「今度のこだまには座れますかね」と話しかけたら、とたんに「そんなことが判るかッ」と子供達
の前でドヤされて『シュン』となったことや、交通公社では横柄な窓口氏に低頭して旅行の相談した
ことなど苦い経験が今だ頭に残っていたので、今回の親切に違和の感動しきりだったのです。
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平井幸雄
先日「演多亭」公演で落語「天災」を演じた。
「天災は忘れたころにやってくる」という。私も天
災のセリフを忘れないうちに、何とかやることがで
きたかな？しかし、中国、東北と地震が続いて起こ
り、
「天災は忘れないうちにやってくる」だ。天変地
変はいつ襲ってくるのか「先が読めない」でも、余
りはっきりといついつ来ると「先が読める」のも怖
い。

東京温度を下げる「新・東京音頭」
にすい

ハアー 温度下げるなら チョイト 東京温度 ヨイヨイ

さんずい

温度とるには 東京に 冫 と 氵

サテ

ヤッタナ ソレ ヨイヨイヨイ ヤットナ ソレ ヨイヨイヨイ ヤットナ ソレ ヨイヨイヨイ 元気出せ！元気だせ！・・・

にすい

東京に 冫 と

どうし

さんずい

氵

℃ ようもない

をつけ

この暑さ

たら

むかしの

む 華氏

東が凍る

えど

江 °Ｆ

の打ち水作戦

京が涼しく
なったでしょう

米岡 泰

南亭琴内氏のどんでん返し

女の一生・ベッド編
8 才：彼女をベッドに連れて行き、お話しする
18 才：彼女にお話して、ベッドに連れて行く
28 才：彼女にお話なしで、ベッドに連れて行く
38 才：彼女がお話して、貴方をベッドに連れて行く
48 才：彼女にお話して、ベッドに来ないでと頼む
58 才：彼女のお話を聞かずに、先にベッドに入る
68 才：彼女をベッドに連れて行けたら、お話にはなる
78 才：彼女がベッドに来ても、お話にならない
88 才：彼女がベッドに神様を連れてきて、お話をする
98 才：彼女の男達のお話を、ベッドが思い出している
108 才：彼女も貴方も雲のベッドで安らかにお話しする

曽田英夫ジョークサロン快鳥の日経新聞文化欄登場と還暦を祝いて詠む（変集鳥）
時刻表カバンに入れて還暦の 祝いの席に遅れは出さず
念願の記事掲載で飲む酒は お座敷列車で飲む味がする
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【２００８年７月例会出席者】７月２３日 集合順です。
野本浩一・土屋妙子・堀川静雄・平井幸雄・阿部浩・佐藤忠恕・樋口七郎・高木正明・中野栄住・
若狭芳生・門口泰宣・奥村篤史・西川信治・印南博之・渡辺みどり・島川謙二・米岡泰・
松山カオリ・柴本和夫・曽田英夫・藤井敬三・
以上 ２１名
【初参加】中野栄住（よしずみ）さんは、読者歴３年余とのことですが、今回、初参加です。
早速、その翌日にメールが届きました：
《 昨夕は『ジョークサロンの定例会』に出席させて頂きありがとうございました。
「伝笑鳩」はこうして出来上がるのかと、裏のご苦労を良く理解できました。 》

２００８年９月例会案内
どうぞ、よろしく。
９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 ７Ｆ第２集会室
住所：千代田区内神田 2-1-8
℡03-3256-8447
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。
＊ホームページには、
「ジョークサロン」のブログも出来ましたよ。例会の雰囲気や二次会
でのショット等が披露されております。ＨＰを見ての感想や、ブログへの感想もお寄せ
下さい。賑やかにしましょう。
作成・メンテ：河野康博、渡辺みどり
賑やかなＨＰにしたいものです。

「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
＊ｆａｘは午前９時～午後９時の間に、お願い致します。早朝、深夜はご遠慮下さい。

切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2008 年 7 月 16 日～2008 年 8 月 18 日
埼玉県：北沢正嗣 千葉県：大久保信子 神奈川県：鈴木敏子
東京都：佐藤忠恕、土屋妙子、青木孝 岐阜県：日比野昌彦
京都府：広川友雄（今月は作品紹介できませんでした。ごめんなさい）

伝笑鳩 No.227 発行
2008.8.27
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・柴本和夫
【笑品快発集団】
曽田英夫・高木正明・平井幸雄・藤井敬三・門口泰宣・神山徹・稲葉浅治
土屋妙子・堀川静雄・若狭芳生・広川友雄・渡辺みどり・山田三郎
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
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