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No.２３９＊＊＊
政治とは何ぞや
＊各政党のマニフェスト揃う
公約＝口約
口約は国民の口に苦し
東京都／松山カオリ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
祝２０周年！！ ジョークサロンは、無事に、しっかり２０周年を迎えました。
２０周年記念特別例会は、７月２２日、日本人の多くが関心を寄せた皆既日食が見られるというその日
の夕方、会費５千円、テーブルはあるものの立食スタイルで賑やかに行われました。ということで、当日
ジョークサロンに集まった皆様は、「午前中は皆既日食、夕方は会費立食」となった次第です。
「２０年 これから先も 続けよう ジョークサロンで 大いに笑おう」 【曽田英夫】
曽田快鳥 20 周年記念挨拶

本日は同窓会ジョークサロンの 20 周年を迎えての記念例会です。
サロンは平成元年 7 月からスタートしました。私はその年の 10 月か
ら参加していますが、20 年間の歴史をみてきました。
最近では笑いが健康によいといわれるようになりました。われわれ
が築いた 20 年はそれなりに重みのある 20 年であったと思います。
この 20 年を通過点として、これからも 25 年、30 年と続くように頑
張って行こうではありませんか。
２０周年記念例会参加者一同（早退の方は、映っておりません）於：神田多町ラ・リヴィエール
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「これは運命だと思うものは （出題：高栄子）

秀逸

交渉事が下手な島国日本の国民性

（鎌倉市：浜田 頓坊）

【評】鎖国が長かったからなぁ

入選

佳作

ダイエットしても減らない体重
（さいたま市：北沢 正嗣）
旅芸人の子の転校
（荒川区：藤野 哲康）
ジャジャジャジャーン、ジャジャジャジャーン（世田谷区：三浦邦夫）
息子と同じ会社になった企業合併
（稲城市：藤井 敬三）
主婦としての私の人生
娘のクルマのローンの頭金負担
恐妻
夫との出会い
俺は塩分控え目、お前は糖分控え目
相手の過失による交通事故
全身麻酔手術からの生還
前世でも口説いた覚えのある女
苦しまぎれの解放
不注意で割った茶碗
人々の行動
女運の悪さ
買えども買えども当たらぬ宝くじ
伝笑鳩との出会い
山羊の食事（ウンメー）
可愛い捨猫と目が合う

（横浜市：鈴木 びん子）
（岩手県：片山 敦夫）
（佐倉市：笠原 宏之）
（大田区：高 栄子）
（さいたま市：高木 正明）
（中央区：松山 カオリ）
（京都市：牟禮 丈夫）
（板橋区：植竹 団扇）
（渋谷区：樋口 七郎）
（横浜市：阿部 浩）
（高知市：高橋 満子）
（文京区：稲葉 浅治）
（千葉市：岡部 千代松）
（伊勢原市：武井 美雄）
（世田谷区：奥苑 順子）
（横浜市：織田 元康）

次回（第１０４回）の題 「割に合わないなぁと思うものは」
（出題：香川信子）
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
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
名古屋市／加藤勝彦（気晴亭）
伝笑鳩２０周年おめでとうございます。素晴らしいです。益々の発展を心より祈念致します。
浜田頓坊
－甘辛都々逸ほのぼのランド－
☆高いところで水中花火
見える楽しみ総選挙
☆ジイジイミンミンつくつくぼうし
政権欲しいと大合唱

稲葉浅治
川柳「ケータイ」
サクラサク昔電報今ケータイ
ケータイは持ったが財布忘れてる
ケータイが無い時何をしてたかな
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さあ、２５周年、３０周年に向けてスタートです
現在、毎月の例会に参加している面々を紹介し、その作品をほんの少しずつ紹介します
古くからのメンバーもいますが、最新の顔、ＮＥＷ ＦＡＣＥばかりです
２０周年特別披露は、
「獅子舞・琵琶・フラダンス」でした。
和久井哲男
（花川戸獅之輔）
獅子舞のおしまいは
獅子の口から２０周年
古澤猛夫
琵琶のワビ、古さは新しさ

土屋妙子
後ろは
ダンサーズ
（山口・米岡・
藤井・松山）＆
ウクレレ門口

お久しぶりです 石井志津夫さん
JOKE SALON ジョークサロン
“メッセ貝”でっせ
☆得意技
でんぐり返し － 大女優
手のひら返し － 政治家
☆同時宣言
「景気底打ち」
「人気底打ち」
－ 政府

☆鳩のイメージ
昔 － 平和
今 － 仲間割れ

NO.200 記念号

☆決め手
ファインプレー － 球界
相手のエラー
－ 政界
☆積めばはける
１Ｑ８４がうらやましい
－ 山積の政治課題

☆☆
ひとりしんぶんジョークサロン２００号達成
☆☆
ジョークサロン同志、伝笑鳩読者のみなさん、１８年の長きに亘り、時事コント「メッセ貝も笑う」
をご支援いただきありがとうございました。
おかげさまで、２００号を発信することができました。改めて深謝申し上げます。
健康の理由で本号で休みに入ります。皆様の益々のご健勝を祈っております。
時事コント 創って笑って ２００号
メッセ貝
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すこし愛して なが～く愛して（合掌：大原麗子さん）
すこし笑って なが～く笑って（ジョークサロン一同）
２０周年記念例会の折に、多くの出席者の皆様から作品が寄せられましたが、皆様の作品から、
ほんの少しずつしか紹介することができません。
すこし許して なが～く許して下さい。その代わり、写真を沢山入れます。
まずは、２０周年記念例会で作品発表のサロン五人男のご紹介です。
高木 正明

２０周年 コミック仕立て 語る七七七五調
・２０周年 記念の集い 場所は神田の ラ･リヴィエール
・軽い食事や お酒も入り ＹＹがやがや 和気ＩＩ
・人によっては 脳トレ・サロン 作品発表 etc.(エトセトラ)
・右脳左脳が 寝ている人も ジョーク注射で 眼が覚める
・溜りたまった ジョークのファイル 記念出版 企画中

門口 泰宣

阿呆リズム＆パロディ

＊１Ｑ８９年から始まったＪサロン 伝笑鳩を飛ばし続ける
＊♪一つ都政ー 一人勝ちした民主党
過半数及ばぬ
与党勢 ソイツャ豪気だね♪ （豪気節）
＊政権交代か政権後退かを競う総選挙
＊前哨の 民意覗ぞけき 夏の日に 静こころなく 自公の散るらん
藤井 敬三
ユーモア川柳
「ああ、心臓」

柴本 和夫
言葉の研究

曽田 英夫

心臓が飛び出しそうな初舞台
心音を聞かせ婚姻届書く
母になり心臓に毛も生えました
心臓の強さが決め手英会話
心臓と相談しつつ２００段
夏休み心臓だけは休めない
＊あると思います～吟じます！
国会食堂の焼魚定食を食べるなら～～
大根おろしでなくて、麻生おろし～
あると思います
＊ジョークサロンとは～笑いの《おくりびと》と
《もらいびと》～の集いの場です
みんなで～《笑いびと》になろう

狂歌ｎｅｗ門
２０年短くもあり長かった めでたい時は楽しく祝う
会話にもジョーク駄洒落入れてみる 笑い一番笑顔一番
居酒屋で笑い話で盛り上がる 笑い一番笑顔一番
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これから、頑張ってもらうことになる皆さんをご笑介。
渡辺 みどり

＜ジョークサロン祝 20 周年によせて 初都々逸 組織図の巻＞
過去も未来も 三役頼り 快鳥 金鳥

変集鳥

（これからもどうぞよろしくお願いします！）
新人類が 脇役かため その名も未鳥（ミドリ） がっちりと
（まだまだ未熟ではありますが、笑って縁の下の力持ちになれま
すよう、笑進します）

松山 カオリ

ジョークエッセイ

◆◆◆◆
ジャズの
シルバーシート

樋口 七郎

先日久しぶりに、山下洋輔のピアノソロを、テレビで聴きました。
初めて彼の演奏に接したのは３０代後半の頃。狂気とも感じられる鍵盤
を肘打ちする奏法も含めて、全身でピアノに体当たりする音の響きに、心
地よさを味わいました。ライブハウスには大分足を運びましたが、一人で
出かけたくないので無理に妹を誘ってでかけていました。
私は、ドラムソロの音も、仕事の疲れを忘れストレスを流す薬のような
ものだったのですが「ドラムの傍でうるさくありませんか」等と店の人に
心配されたりして、フリージャズは年代的に無理と思われたのかしら・・・
等と少し引いてしまったこともありました。
ましてや今の年齢なってしまえば、ライブに行くのはもう無理。
バスや電車だけではなく、ジャズにもシルバーシートがあり、年寄りが店
に入ると若者がさっと席を譲り、料金も無料。ジャズ好きの老人が皆ぞろ
ぞろとライブに通うようになるかもしれませんが、それはもはやライブ会
場ではない気がします。
ついでに音の刺激の方も老人特別３割増でお願いします。
いつもどこでも笑いを求め
ロールスロイスで、房総半島をボウソウした。
佐原で、鰆を食べているとき、サワラれた。
岳父は、最高学府を出たが、楽譜が読めない。
弘法大師が旅人に、おにぎりをさし出して。－空海（くうかい）
蚊取線香に火をつけるのに、金鳥する、
「言い訳」川柳

食い物編

加藤 熊次郎
メニュー見て カレーがあれば 避けられず
生卵 卵料理で 一番目
立ち食いの そばは場末が 濃く旨い
焼肉は 箸と手使い 奪い合い
バイキング にっこり普段の 倍は食べ
寿司土産 夜中に女房が 食べ尽くし
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「カレーパンも大好き」
「この台詞を女房は嫌がる」
「都心では上品でダメ」
「早い者勝ち」
「つい食い意地を張る」
「旨いと翌朝何も無し」

これまで、サロンの歴史に、しっかりと名前を刻んだ方々をご笑介。
奥村 篤史

“ジョークサ
ロン成人式を
今迎え” 20
周年洒落日記

印南 博之

◆大娯解◆
一門合慶
笑寿無量
信用亭 駒公
（世田谷
佐藤 忠恕）

小噺＆狂歌
◎電子たばこ

えっ成人式だって！ ジョークサロンに成人？はいませんよ。無論逝人？も
いませんが、正人？もいません、異人のみ。下ネタ得意な性人？は多いです
が聖人？清人？静人？は ほとんど無い様です。寧ろ各方面で活躍の凄人？
勢人？盛人？は凄い。醒人や錆人? つまり醒めた人錆びた人も見かけませ
ん。政人？も少ないが星人？的は多い。婿人は家庭の事ではよく判らんが判
る事は 20 年経った今、老人が多いこと、元に戻って成人がいない事。
アッシー君のジョーク歴（抄）
1990 年 9 月
日経新聞に出た小さな紹介記事を見て、1年遅れの第13回ジョークサロ
ンに、初参加。常連3名・新人5名でした。感想と言われ「☆同巣会出席
したし作はなし口に冗談心に負担」
「☆ジョーク作りの才なし智なし仕方
なしなし冗談顔だけ」
「☆同巣会出席したし作出来ず期限ぎりぎり心キリ
キリ」
。今の常連メンバーでは野本・曽田氏に続く3番手で、19周年です。
2009 年 7 月
ジョークサロン 20 周年、伝笑鳩第 237 号おめでとう！「☆ジョークサロン
のお蔭でテレビ新聞雑誌多数のりのり」
「☆ジョークサロンのお蔭で賞金賞品
多数ありがとう」
「☆ジョークサロンでワラワも我も笑われ続け！百迄も」
◆鳥に投げた石
たった一つで二倍の利益、つまり一挙両得でございますがここの所とんと
入荷がございません。このあいだ中国の方がお持ちになりましたがすぐに
◆功名をあげた怪我
大小いろいろございますが、大きいものは痛みもそれなりにありますので
我慢がお出来になりますか？
◆奥の手
これは手の内は見せないということで、非常に品薄でございましてね、勝
負ごとのお好きな方がすぐに、お買い上げになりました
八っつあん：ご隠居さん、なんですかい、ずーと前から禁煙したって言ってたじゃーない

ですか、何で今頃そんなに旨そーにたばこなんぞ吸ってるんでやんすか。
ご隠居
：はっはっはっ、やっぱり八っつあんでも見破れなかったなこの電子たばこ。
八っつあん：えっつ、電子たばこ？、そ、それって一体、何でやんすか。
ご隠居
：最近人気が急上昇中の本物そっくりの電子たばこさ、ほれこうやって吹口を
吸うと先端が赤く光って、実際は水蒸気なんだが煙まで出るんで、吸って
る本人は勿論、周りの人もまるで本物にしか思えないんじゃよ。お味の方
もたばこ風味からメンソール、コーラ、バナナ、チョコなど多彩で、色々
売られてるが、値段は高くても１セット 1 万円位で買えるんじゃよ。
八っつあん：へーっつ、電子たばこねー、道理で、あっしもすっかり煙に巻かれてしまい
ました。
そこで狂歌を 『禁煙し 電子たばこを 試したら 物足りなくて また喫煙し』
『偽たばこ あまりにたばこ そっくりで 禁煙場所で 使用禁止に』
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２０周年記念の特別例会で披露されました銘酒「ジョークサロン」は美味しかったなぁ。
平井 幸雄

米岡 泰

南亭琴内氏の
どんでん返し
＊ビール飲料
の副作用＊

林 勝行

“伝笑鳩”２０周
年記念に寄せて

ビールにはホップの中にフィト・エストローゲンなる女性ホルモンが含まれ、
ビールを飲むと、男性は女性化すると発表された。あるビール会社は、これを
検証するため、一般男子百人に、１時間以内に５本のビールを飲ませる実験を
行い、次のような結果が出た。
①体重が直ぐ増加した ②話が非論理的になる
③過度に感情的になる
④運転能力が減退した ⑤理不尽な抗議をする
⑥自己正当化が激しい
女性化は明らかだったので、これ以上の検証は不要と判断され、実験は打ち切
られた。
☆ あっ！２０年（歳）
二十になったら禁酒・禁煙を！（NPO 邦人：NiPpOn の若者を護る会）
⇒絶対反対！：JT・国税庁
☆ 嗚呼！成人式
成人前は⇒清人（きよく）
・正人（ただしく）
・静人・誠人・誓人
成人後は⇒棲人（カップル）
・性人・精人・盛人・勢人・醒人（ドラッギー）
・
政人（政治屋）
・省人（霞ヶ関キャリア）
・聖人（君主）
⇒最終ゴール……星人／逝人

☆Ah! The Twentieth Anniversary (Congratulation!)
Since 1989 : JOKE・冗句・Joke・情句・jokes・常句 《Joke Salon》
⇒2014（25th）⇒2019（30th）FOREVER and EVER (栄宴に！)
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久しぶりに参加の皆様、そして初参加の皆様からお祝いの言葉を頂きました。
皆様を笑介させて頂きます。
（敬称略）

神代、東、吉澤、河野、石神、伊藤、平光

北沢

野本 浩一

ジョーク
サロン小史
（抜粋）
特別例会で
配布しまし
た小史から
抜粋。
ＨＰに、全
５頁を掲載
しておりま
す。

海郷

伊藤、平光、和久井、堀川
町田市／青木孝「伝笑鳩」ありがとう存じました。
“春秋”のコラムは知りませんでした。
山下さんのすばらしいお人柄のあったことが、出
発点。いろいろ感慨深い方も多いことでしょう。
さらに２０年の
皆様方の努力にいつもながら頭が下がります。

Ⅰ．１９８９年 発足の年
１９８９年５月
同巣会 発足
１９８９年７月２８日（金）
同巣会トークサロン「ビジネスジョークの会」発進！
発起人・サロン代表の山下廣蔵氏 逝去 １２月１４日
Ⅱ．新生 同巣会ジョークサロン 発進
１９９０年３月伝笑鳩第 6 号Ｂ５版＊２枚（野本浩一 変集 開始）
Ⅲ．テレビでサロン同人の川柳が披露されました～開催日が４金から４水へ変更
１９９３年１月４・５・６・８ＮＨＫ「くらしのジャーナル・新春トーク」に
てジョークサロン同人が投稿した川柳が多数紹介された。
１９９７年２月２３日（日）ジョークサロン例会の模様がテレビ放送された
取材は２月４日 銀座 ラ・ポルタにて実施
Ⅳ．門口変集鳥の時代
１９９９年１２月～２００７年９月
１９９９年１２月２２日
No.123
門口泰宣 変集 開始
２００１年６月２３日（土） 出前ジョークサロン in 新潟
２００３年２月
「ジョークの総合笑社」発刊（文芸社）
＊２０００部発行しました。
（初版１０００部、増刷１０００部）
Ⅴ．ジョークサロンのホームページ開設 伝笑鳩と共に電笑鳩も飛ぶ時代到来
～幹事鳥（快鳥、金鳥、変集鳥）の若返り そして 女性パワー爆発へ
２００７年 9 月２６日
No.216 野本浩一 変集 再開
天野さんの鳩 初登場
２００８年１月１６日 日経新聞文化欄「発笑の地ジョークサロン」掲載
ジョークサロン２０周年記念特別企画イベントのご案内
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大事なお知らせ：９月横浜出前サロン

９月３０日（水）横浜で開催します
時間･場所が変わりますので、ご留意下さい。
第５水曜日 １６：００～１７：４５
二次会 １７：４５～１９：１５頃
「横浜出前サロン」という特別企画です。
＊横浜近辺の皆様のご来場をお待ち申し上げます。
＊勿論、関東近郊の方の参加も構いません。
昼過ぎから、生涯学習の会合（ゲスト：有馬稲子さん）
に合流し、夕方から例会です。生涯学習の会合は、
横浜「にぎわい座」にて、当日昼過ぎから開催され
ます。その会合に、ジョークサロン同人も多数、演
芸支援を行うこととなっております。
その後、ジョークサロン例会に流れる予定です。
例会＆パーティ会場 「驛（うまや）の食卓」

３０日のお楽しみ
１２：３０～１５：３０
「横浜にぎわい座」での講座
にジョークサロン同人が多
数出演致します。
＊にぎわい座はＪＲ根岸
線・横浜市営地下鉄「桜木町」
下車徒歩３分です。

１６：００～１９：１５
住所：横浜市中区住吉町６－６８－１ 横浜関内地所ビル
電話 ０４５－６４１－９９０１
にぎわい座から徒歩約 7 分。

「驛（うまや）の食卓」 下記の地図を参照下さい
住所：横浜市中区住吉町６－６８－１ 横浜関内地所ビル
電話 ０４５－６４１－９９０１

川越市／岩城元（元朝日新聞ウ
ィークエンド経済編集長）
同巣会ジョークサロン二十周年
記念例会にお招きいただきまこ
とにありがとうございました。
私のような者まで・・・と感激
しております。
実は今、夏休みで中国・桂林か
ら帰国中なのですが、あいにく
入院･手術が重なって、残念なが
ら出席できませんでした。
同巣会ジョークサロンのいっそ
うの発展を祈っております。

読売新聞・鳥居記者、日経新聞・関谷記者は取材等のため特別例会欠席の連絡がありました。
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★７月例会：２０周年記念特別例会参加者
７月２２日
３８名
東省三・阿部浩・石井志津夫・石神光雄・一ノ瀬善秋・伊藤まどか・印南博之・奥村篤史・
海郷達人・加藤義雄・亀山光昭・河井康博・川島奈緒美・北沢正嗣・神代京子・佐藤忠恕・
信太わか・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・高橋友季子・土屋妙子・野本浩一・林勝行・
樋口七郎・平井幸雄・平光庸司・藤井敬三・藤野有樹・古澤猛夫・堀川静雄・松山カオリ・
門口泰宣・山口幸子・吉澤史朗・米岡泰・和久井哲男・渡辺みどり （太字は初参加）
＊ラ・リヴィエールの神田支配人からもお祝いの言葉を頂きました。
＊東さんは、例会会場の向かいのビルにある東書店の社長さんです。
＊石神さんは、神田勤務の由。飛び入りで参加して頂きました。
＊伊藤さんは、変集鳥知人。亀山さん、柴本さんの会社後輩になります。
＊北澤さんは、ものは付け投稿の常連です。例会には初参加です。
＊平光さんは、変集鳥の会社の後輩。ジョーク大好き仲間です。
＊和久井さんは、例会初参加。平井さんの紹介で、読者継続中の粋人です。
＊ＨＰ作成時にお世話になりました吉澤さん、河野さんはご招待にも拘わらず、カンパを頂きま
した。また、高橋さんからも、会費と同時に、カンパを頂きました。ありがとうございました。
９月３０日（水）横浜出前サロン １６：００～１９：１５
＊詳細は９頁をご覧下さい。
１０月以降は１８：３０頃から受付開始です
１０月２８日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
１１月２５日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
１２月は追って連絡千代田区立スポーツセンター（予定）
＊第 4 水曜が祝日につき対応を検討中です。
電話
千代田区立スポーツセンター
℡03-3256-8447

切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2009 年 7 月 14 日～2009 年 8 月 18 日
高橋友季子、吉澤史朗、河井康博
埼玉県：曽田英夫 東京都：青木孝、大嶋京子
送付先 〒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 am9～pm9） E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
郵送希望の切手：一年分は 80 円×15 枚です。
ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞごらん下さい。
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