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ジョークサロンの生態
～《こうれい》化
笑止～高齢化
笑始～好例化
東京都／柴本和夫

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
新しい年を元気に明るく楽しく迎えましょう。それには笑い始めることが一番です。
恒例の「２００８年の一笑」の投票を行います。中に、投票用紙がありますので、氏名を記入の
上、変集鳥宛送付下さい。或いは、１月１１日の新年会会場までご持参下さい。新年会のプログラ
ムに「２００８年の一笑」開票集計が入っております。その場で決定致します。楽しみです。
今月は、投票用紙同封のため、８頁です。作品を厳選しまして掲載しております。
目黒区から岐阜市へ転居予定／
亀山光昭さん
なかなか例会に出られないうち、岐阜へ
転居の日を控えてしまい、すみません。
今後も度々上京の予定ですので、スキあ
らば、よろしくおねがい致します。
良い お年を。
（
「竹文化振興協会 岐阜支部」の業務継
承の由、真直ぐに行きましょう）

四街道市／桜井レイさん
１２月、近隣のイチョウも葉を落とし、
yellow のジュータンが敷かれたように
とてもきれいです。2008 年も伝笑鳩で
毎月楽しませて頂きました。
2009 年も又楽しみです。切手少し多く
入れておきました。お使い下さい。
河内長野市／山下貞子さん１２月１日
今年も残り一ヶ月となりました。
ジョークサロンの皆様の御活躍を、伝笑
鳩をお送り頂く度におぼえて感謝いた
しております。十二月号も楽しく読ませ
て頂きました。
おかげ様で、私、八十五才になりました
が、年なりの健康を与えられて、日々た
のしく過ごしております。
（短歌を三首送って頂きました。３頁に
記載しております。ご覧下さい）

世田谷区／竹田和子さん
急に朝夕冷え込む様になり冬がかけ足でやって
参りました。いつも伝笑鳩を有難うございます。
毎月楽しみに読ませていただいてをります。
横浜市／山口栄子さん
毎回一人でこっそり笑ったりして楽しんでいま
す。最近は近所の男性二人に廻しています。
どうしてあのような笑いの発想が出てくるのか、
皆様の頭って、どんなふうなのでしょう。
ユーモアはセンス（扇子）
、まさにその通りです
ね。ちなみにシェークスピアさんのファンです。
船橋市／栗田勉（イージー栗田）さん
毎月、諸準備、創作等ごくろうさまです。
会のますますのご発展祈念いたします。
時節柄ご自愛を･･･華麗なる高貴高齢者
町田市／青木孝さん
本年も毎号ボリューム一
杯の作品群で、さぞ、ご苦労が多かったことでしょ
う。ありがたく感謝しております。
広島市／香川信子さん
ユーモア・ジョークの宝
箱に心が癒されています。これからもよろしくお願
い致します。良いお年を！！ 遠方で例会に参加で
きず、残念です。
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世田谷区：奥苑

人だかりの後ろ
秀逸

順子

【評】何やってんだか見えないよ 帽子取って！ 頭丸めて！

入選

佳作

メタボ対策
急所に当たったイレギュラーバウンド
好きな人に告白された時の乙女心
君に逢う日の不整脈
正月の孫
寝起きの髪
フライパンの中のいり豆
スペインの闘牛
ノミの舞踏会
ノミの新婚夫婦
地震の時の麻雀牌
うさぎ
サーカス
月へのハネームーン
合格発表の掲示板前
お年玉に万札を手にした小学生
首相の話し
麻生総理を見る皆の目
麻生総理と小沢一郎
チェンジが日本にも
水溜りの散歩
銀盤の女王
ジョークサロンの笑い

（荒川区：藤野 哲康）
（さいたま市：北沢 正嗣）
（世田谷区：水野 宏子）
（板橋区：植竹 団扇）
（江東区：土屋 妙子）
（広島市：香川 信子）
（中央区：松山 カオリ）
（横浜市：渡辺 達雄）
（京都市：牟禮 丈夫）
（文京区：稲葉 浅治）
（鎌倉市：若狭 芳生）
（松戸市：堀 秋人）
（高知市：高橋 満子）
（佐倉市：笠原 宏之）
（川越市：石原 義三）
（千葉市：岡部 千代松）
（横浜市：阿部 浩）
（伊勢原市：武井 美雄）
（渋谷区：樋口 七郎）
（さいたま市：高木 正明）
（横浜市：鈴木 びん子）
（稲城市：藤井 敬三）
（横浜市：織田 元康）

次回の題 「今年こそ実現させたいものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切 ：1 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈
日比野昌彦

近年はメばかり メタボリック メリルリンチ メタミドホス
メラミン メーワクメール
次回はメ（芽）が出てハハハ・・・
（葉）になりますように
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寒くなり 鍋をつついて 暖をとり

ジョークサロンで 大いに笑おう

曽田英夫

おくひとつの世界、ひとつの夢、ひとつのメダルを争って

山下貞子
「皆さま、頑張って下さい」
「ありがとうございます」
＊野本様も短歌を始められました由、私も続けております。
○笑いの効 昔語りし 亡夫（つま）の説 近頃唱うる人 多くなる
○朝夕の 冷え身にしみて 亡夫（つま）病みし 十九年前の 日々を思いぬ
○育ちゆく 曾孫のしぐさ 愛らしく 見ずして逝きし 亡夫（つま）を偲びぬ
＊野本様をはじめ、皆さまの一層の御健康と御活躍をお祈り申し上げます。
曽田英夫
狂歌ＮＥＷ門
ほっておいたら おおいに困る
・好きですと 若い女性が しがみつく ほっておいたら おおいに困る
・割り勘で 相手豪華に 注文し ほっておいたら おおいに困る
マンネリ防止 すぐにもやろう
・居酒屋で いつも日本酒 刺身盛り マンネリ防止 すぐにもやろう
・夜帰り 夕食テレビ 風呂入り マンネリ防止 すぐにもやろう
世間はいったい どないなってまんねん
・まず漢字 学び政治も しっかりと 何を言っても あっそではダメ
・命かけ 一生かけた 所得分 一年間で 遼が一億
＊稼ぐプロゴルファー石川遼
樋口七郎

オヤジギャグだよ、ダジャレだよ

寒気がやってきて歓喜する。
女装した人が、除草している。
江戸川乱歩が乱暴な口をきいた。
運河のそばで、一人さびしく歌をうたった。----ウンガワンソロ。
マンションの３階を買って、荷物を運んだが、部屋がなかった。----三界に家なし。
堀 秋人
「世の中は サギと失言 満ちあふれ」
・バラ撒いた 後に出てくる 消費税
・給付金 ほそくえむのは サギ集団
・サギ犯の 譲った曲は ウソ八百 （小室哲哉あらため小物テツヤ）
・医者達に 常識なしと 総理言い
・マンガには 踏襲無しと 医者笑う
国民は怒ってる：
「漢字よめなくとも、国民の空気をよんでくれ」
国民の常識：
「屁と金は溜めるな、身体に悪い」

土屋妙子

男の天国と地獄

酔うたふり口説いて振られててれかくし
待ち伏せて誘うつもりが二人づれ
何もかも捨ててのことばにおじけづき

不自由もいとわぬ妻のけなげなり
何十年文句も言わぬ妻いとし
知らぬ間に繕うてあり古背広
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印南博之
大娯解
「ゲイ術の秋」
日本画
モスクワで描いても日本画っていうんですか
スケッチ旅行
おーウィスキー飲み放題か！ エー 絵！
一字違い
はだかの絵
ヌード
はだかに絵
絵巻物
ウチは蕎麦屋だよ巻物はやってないよ

刺青

♪ 都の西北タイマの畑
漂う煙は大麻の香り 我らが日頃の行為を知るや
大麻の栽培 売買 吸引 本分忘れて現実逃避
けむたい我らの行く手は見えず
播いた 育てた 送った 売った 吸った パクられた

一ノ瀬善秋

シャレクスピアの聞き書き：魚づくし五十音

鯵（ｱｼﾞ）が釣れたぞ アイウエオ
鰯の塩焼き おろしそえ
数の子 何の子 カキクケコ
鰹は黒潮のってくる
鮭はサーモン
サシスセソ
鮨は江戸前 酢がきいて
鯛はめでたい
タチツテト
竹輪にはんぺん ところてん（海草）
海鼠（ﾅﾏｺ）はぬるぬる ナニヌネノ
鰊（ﾆｼﾝ）はうまいぞ 味噌で煮て
魬（ﾊﾏﾁ）は鰤(ﾌﾞﾘ)へと ハヒフヘホ（出世魚） 鮃(ﾋﾗﾒ)と鰈(ｶﾚｲ)はどう違う
鮪(ﾏｸﾞﾛ)の刺身で
マミムメモ
目黒の秋刀魚はいい匂い（落語）
焼き蛤(ﾊﾏｸﾞﾘ)で
ヤイユエヨ
ラッキー釣りキチ ラリルレロ
湯上り仲間と 夜も楽し
ルンルン魚拓を張り出して
稚鰤(ﾜﾗｻ)も釣れたぞ ワイウエオ
公魚（ﾜｶｻｷﾞ）お土産 おじさんに
運のいい日だ 釣り自慢 ウン

高木正明

《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》

先へ先へと 解散･選挙 政争絡みの 先送り
医者は常識 欠落したと 言った総理の 常識度
やる事なす事 言う事裏目 誰か総理の 指南役
イエス・ウィ・キャン チェンジのオバマ 先ずはブッシュの ゴミ掃除
負けを知らない トヨタに異変 世界不況の 風当たり
不況続きで
内定消され 就活戸惑う 新卒者
甘い低音 フランク永井 有楽町で さようなら
大麻汚染の 大学増えて 逮捕騒ぎの 学園災
何の恨みか 年金テロか 理解出来ない 八つ当たり
１億稼いだ 息子もいれば 親を泣かせる 鬼子居り

藤井敬三

ユーモア川柳「ああ、脳」

顔の皺増えたが脳の皺は減り
にっこりと笑えば脳も上機嫌
未使用の脳細胞は多いけど
駄じゃれならなんぼでも出る変な脳
脳に効く噂信じて赤ワイン

古い脳引っ張り出してクラス会
脳味噌がひと喘ぎして思い出す
秘め事がみつかりそうな脳スキャン
懐メロで脳が若さを取り戻す
定年後活性化した遊び脳
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門口泰宣
１）♪年波せまれば 悩みは果て無し 乱るる心に 映るはボケの影
青春恋し 唇あせねど 記憶力枯れはて 今年も老けゆく♪（君恋し）
２）小室なる版権のほとり 譲渡白々しく 詐欺師企む
３）本気にそういってるの「笑止税増税」
４）ペア解消のおぐシオドキ
５）愛ちゃんは愛を手にす？
６）「声に出して読みたくない日本語」
麻生太郎著
７）元厚生次官襲撃犯とかけて じゅうたんと解く
その心は カーペット（ペットでカーとなる）
８）歌謡界のオバマです
ジェロ
９）当世胸三洋
ゴールドマンサックス

柴本和夫

言葉の研究 「おとなの駄洒落 ～色気ずく秋に応えて」

映画の《おくりびと》の業界で使って欲しい用語
死体～おとこ ⇒ 生前《したいしたい》と声をあげてましたから
遺体～おんな ⇒ 生前《痛い･痛い》と声をあげてましたから
え体～性別不明 ⇒ どちらなのか《えたい》が知れないひとです
結婚の生態変化
昔の純情時代～しちゃった婚
今の世代～できちゃった婚
将来の予測～生んじゃった婚
お酒と女性の共通の戒め
酒と女は２合（２号）まで
野本浩一

お洒落日記： あ・・そう・・言っちゃ・・おしまいよ

【前例を踏襲もせず頻繁に 読み間違うは未曾有なりしか】
正 解
：ぜんれいをとうしゅうもせずひんぱんに よみまちがうはみぞうなりしか
麻生首相流：ぜんれいをふしゅうもせずはんざつに よみまちがうはみぞうゆうなりしか
麻生首相の発言・読み間違いが何かと物議を醸すので、過去の失言大臣たちの迷言・失言が忘れら
れそうですが…。
どんな世界にも、言っていいことと悪いことは、ありますね……。
その昔、高校１年のとき、盲腸の手術で入院していた僕は、病院の賄いのオバさんから「貴方は、
どこの高校なの？」と聞かれ「長崎北高です」と答えた。
「Ｋ高校はどうなの？」と聞かれて「あそ
こは、野球は強いけど、勉強は全然ダメ」と答えた。すると、オバさんは「あ、そう。ウチのムス
コが通ってるんだけど…」と。オバさん、それは最初に言って下さいな。
口は災いのもと。若いときから、ボクのもと。
人生は夢を追いかけ生きるべし そして楽しむジョークサロンよ
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米岡泰

＜南亭琴内 どんでん返し＞
①リンカーンに学べ
親父「リンカーンはお前の年頃には、暖炉の前で熱心に本を読んでいた」
息子「リンカーンは親父の年頃には、国民の前で熱気ある大統領だった」
親父「！？×」
②人件費の節約
旦那「君！一寸は料理でも習ってさ、掃除も自分でやるようにしたら、メイドも雇わずに
済むんだがなあ」
奥様「あら！その前に貴方がもう少しベッドテクニックを習えば、お抱え運転手と庭師を
クビに出来てよ」
旦那「！？×」

◎ 信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）
ご隠居

小咄＆狂歌

『出前温泉』

： おや、八っつあんや、珍しいねー、帰りの遅いお前さんが、今日は随分早くのお帰りじゃなー。

八っつあん： いやーこれから温泉に入るってんで急いで家に戻って来たんでやんすよ。
ご隠居

： ほおーっつ、不景気なご時世にえ、えっつ、温泉だなんてえらく豪勢な話じゃーないか。で、何て
言う温泉なんだい？

八っつあん： へー、出前温泉で。
ご隠居

： 出前温泉ってあまり聞いたことのない温泉じゃが、いったいどこにあるんだい。

八っつあん： あっしの家ですよ、家、実は倅がインターネットで見つけて、あっしらの結婚記念日にプレゼント
して呉れた温泉の宅配なんですよ。
ご隠居

： へーっつ、温泉の宅配ね、便利な世の中になったもんじゃなー。

八っつあん： そうなんですよ、頼めばすぐ来てくれるし、風呂桶いっぱいの温泉水が５～６千円で済むし、沸か
し直せば 3 日は入れるし良いことずくめですよ。
ご隠居

： おいおい、お前さん、温泉もいいが、ことが温泉だけにあまりのぼせあがらないでおくれよな。

そこで狂歌を
『世の中は 便利になった 我が家での 宅配温泉 極楽気分』
『温泉を 出前で頼み 悦に入る 宿屋の女将は うちの女房』

渡辺みどり ミドリのおきらく迷言日記

＜かんぽ商品に加えて欲しいもの＞

● 「さんぽ」
別名：サンタ積立 １年更新
掛け金によってプレゼントの段階があり、商品グループの中から選べる。
忘れずに２５日の朝、荷物が届く。自動更新で掛け金は気軽に変更できる。
提携メーカーのものは特に割安に。
● 「たんぽ」
別名：たんす預金を商品化したもの。
少額預け入れ OK。金利がほとんどない代わりに、通帳・カードの預かり
サービスがある。ネット銀行になかなか手を出せないシニア向け。
稲葉浅治
川柳「年末」

日めくりも お札もわずか 年の暮れ
十二月 意地を張っても 十二月
一日が 半日の感 年の暮れ
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シェイクスビア島川（島川謙二） 奇人 遠藤周作物語（１９２３～１９９６）
(o^―^o) 遠藤周作主宰の劇団『樹座』物語

シェイクスビア島川

旗揚げ公演に大根の花駕籠を贈った瀬戸内寂聴。『大根役者よ花を咲かせなさい』と激励！^-^
情熱あるが恵まれない人を舞台にという大方針。やる人天国、見る人地獄とうそぶく遠藤周作。
劇団員の良い役を、セリフは少なくという要望に応えて主役の交代制を導入。クレオパトラ、
マリーアントワネットなど 18 人が交代。死ぬ椿姫がベッドをゴロゴロころがって次の椿姫と
交代、5 人も・・。ラブシーンにアンコールのヤジでさらに濃厚なラブシーンをやったり、あ
らかじめ友人に野次を頼んだツワモノも。ウエストサイド物語ならぬウエストワイド物語。風
と共に去りぬならぬ恥と共に去りぬ・・。樹座の名物になるラインダンス。レオタードのサイ
ズを自己申告で作ったのに着られぬ女性が続出、巨象の行進と揶揄された。(^人^)
カーネギーホールというニューヨーク公演のポスター！脇に小さく『・・そばの劇場』と書か
せた。『来年は舞台に立ちたい、ジ・エンドウにならないように』と病院から駆けつけて挨拶
した遠藤周作だったが・・。21 回の樹座公演は団歌の大合唱のうちに終演した。（－;-）

平井幸雄

転々
故輝

エコ
盛衰
輝

汚染米、事故米を流通
米にして転売した業
者に、消費者、酒メー
カー、菓子メーカーを
はじめ、農水省もその
対応にてんてこ米（舞
い）の迷走。さらには
就任早々の農水大臣
の迷言で、さらに迷
惑。

人類が自然環境を破
壊しないエコな生活
をしないと、地球は永
遠に栄えない。いず
れ地球は衰えて、人
類も滅びるであろう。
自分さえ良いという自
分勝手なエコ贔屓は
ダメ。

老 化
減 少
老化減少は、酒量減少、
読書減少、収入減少をも
たらす。光頭無毛・頭髪
の減少も帽子を被って
老化帽子、ボケ帽子する
も老いるショックは隠せ
ない。増えるのは愚痴の
数、コレステロールや皺
の数。

「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。
＊ ２００８年の一笑 投票をお願い致します。
＊
新年会関連の連絡もお願い致します。
＊ ジョークサロンの HP は U.R.L.: http://www.jokesalon.com 検索「ジョークサロン」
＊ 変集鳥 E ﾒｰﾙアドレス：E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
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【２００８年１１月例会出席者】１１月２６日 集合順です。
参加１７名
堀川静雄・土屋妙子・樋口七郎・藤井敬三・平井幸雄・野本浩一・佐藤忠恕・高木正明・門口泰宣
・阿部浩・島川謙二・印南博之・加藤義雄・渡辺みどり・柴本和夫・曽田英夫・一ノ瀬善秋
初参加の加藤義雄さんからのメールを披露させた頂きます：
突然ジョークサロンに参加させて頂きました。お陰様で久し振りに馬鹿笑いができました。最初は顔の筋
肉が固まっていたんですが、皆さんの面白い話の数々に段々と柔らかくなり、最後は好き勝手に大笑いして
しまいました。今年の１月に日経新聞で知り、ホームページを読み、期待していた通りの楽しくも非常に為
になるサロンでした。皆さんは、本当にジョークを愛し理解する、心に余裕のある紳士・淑女とお見受けし
ました。サラリーマン川柳の一つも作れたことのない私ですが、先ず笑い役として出席を続け、徐々に皆さ
んを笑わせられるようぼちぼちと精進する覚悟でおりますので、末永く宜しくお願い申し上げます。

（今６０歳、９０歳まで務めます。
）

★★★新年会★★★
新年会の案内です。関東圏の方々の参加を待ってます。
２００９年１月１１日（日） １２：００～１５：００
会費：5 千円程度。
会場：九段会館２F 金鶏の間。
（住所）千代田区九段南 1-6-5 （℡）03-3261-5521
（ｱｸｾｽ）東京メトロ東西線、半蔵門線、都営新宿線 九段下駅 出口４番１分
「２００８年の一笑」投票開票、サロン同人演芸、 チャリティーオークション、
パーティーゲーム等等 例年通りニギヤカに明るく元気に楽しく実施します。乞ご期待。

次回例会 １月２８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

切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2008 年 11 月 18 日～2008 年 12 月 14 日
千葉県：栗田勉、石井志津夫、野崎渉、桜井レイ
東京都：竹田和子、青木孝、坂本信之、
亀山光昭
埼玉県：渡辺知子
神奈川県：山口栄子、天野秀雄、平田レイ子
愛知県：加藤大禮
岐阜県：日比野昌彦
京都府：牟禮丈夫
大阪府：山下貞子
三重県：濱中順一郎
広島県：香川信子
佐賀県：野田文雄
今年も沢山のカンパを頂き、ほんとうにありがとうございました。
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