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 ２０１０年の初例会（１月２７日）は、初参加 

２名が加わりまして、参加者は２０名を越えて、 

賑やかな例会となりました。昨年の１０、１１、１２月は２０人を下回ったのでみんなニッコリ。 

 会場費と伝笑鳩の印刷代を捻出するためには、毎月２０名余の参加者が欠かせません。 

 関東地方在住の同人の皆様、どうぞ、ふるってご参加下さい。笑いに来るだけで、結構ですよ。 

 

 「金と政治が こんがらがって 国民生活 そっちのけ」（高木正明）という世の中ですが、 

 「６０を 越えたら好きな 道を行く サイフ寒いが ココロ暖か」（曽田英夫）という具合。 

 いろいろありますが、たまには気分を切り替えて、元気を出していきましょう。 

 原稿入力のタイミングの関係で、バンクーバーオリンピックにコメントができないのが、残念。 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

寒い日も カゼ引かないで 元気よく 大いに笑おう ジョークサロンで」 【曽田英夫】 

 

 

  お蔵（入り）百人一首 

民主党政権になって庶民から拍手喝さいを浴びた 

事業仕分けについて中央官庁役人が詠める 

前例も 理由もきかず 仕分け人  

金呉れないで 締めくくるとは 

（本歌 ちはやぶる 神代もきかず 竜田川  

からくれないに 水くくるとは 在原業平朝臣） 

           東京都 佐藤忠恕 

渋谷区：樋口七郎    伝笑鳩の「悪多川賞」（芥川賞）ともいうべき「今月の一笑」

（No.244）に選考していただきまして、ありがとうございました。さすが「迷変酋長」こ

れでいつあの世からお迎えがあっても心残りはありません。（オーバー） 

「これからも書きますわよ」これは数十年前に芥川賞か直木賞を受賞した作者が言った言

葉です。私も「これからもどんどん投稿しますよ」よろしくお願い致します。 

「苦しまぐれ」  鳩山政権から四億円借りました  －小沢一郎 

「負け惜しみ」  私が検事を任意聴取した     －小沢一郎 

「友愛」     身内をかばうことです      －鳩山由紀夫 

 

三鷹市：土屋秀雄   多岐に亘るジョークを毎

回楽しませていただいております。今年２１年目

に突入されたとのこと、内容の充実とともに皆様

のご努力に敬意を表します。 

何よりも核心をついたものが多く、種がつきない

のに驚かされます。 

ジョークサロンの益々のご発展を祈念します。 

 

鎌倉市：灘上哲之助 

本年も何とぞよろしくお願い申し

上げます。 

毎度伝笑鳩二部づつお送り戴き円

覚寺管長にお渡ししておりますの

で、今後ともお願い致します。 

 

豊島区：菅谷信雄   いつもジョークサロンを楽しく笑読させて頂いております。 

私の友人 白木大五郎氏の秀逸川柳をどうぞ。 

「坊ちゃまの子供手当は１２億」   今後も笑わせて下さい。 
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大田区：高栄子 

ジョークサロン、益々盛会に脳力活性化（ぼけ予防）で諸先輩方ご活躍ですね。 

私はものは付けで、今回（第１０８回 ２月号）秀逸をいただいてありがとうございました。 

南朝宗匠からご高評いただくとは御ありがとうございます。 

 

４月号の変集は、通常よりも１週間程度繰り上がりますので、投稿や切手郵送も早めにお願い致します。 

 

  「すごい名前だなあと思うものは  

 

 

ウラジオストク 《東方を制服せよ》 （鎌倉市：浜田 頓坊） 

征露丸               （相模原市：佐藤 昇） 

水たまり  《人名 水田麻里》   （伊勢原市：武井 美雄） 

ポルノグラフィティ         （京都市：牟禮 丈夫） 

肉食女子と草食男子         （中央区：松山 カオリ） 

大虎  《飲んべいの名》      （佐倉市：笠原 宏之） 

鬼嫁                （横浜市：織田 元康） 

ブットリア 《花の名》       （町田市：浅沼 マサ子） 

小沢   《実はダム》       （渋谷区：樋口 七郎） 

松竹きの子 《人名》        （荒川区：藤野 哲康） 

美空ひばり             （横浜市：鈴木 びん子） 

沢の鳩  《酒の名》        （文京区：稲葉 浅治） 

ドラゴンフライ  《トンボ》    （杉並区：石井 錬三） 

次回（第１１０回）の題 「惜しまれて去るものは」 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切 ：3月5日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈 

＊締め切りが早くなっております。応募はお早めにお願い致します。 

秀逸 

国家スパニエル （犬の種類の名） （世田谷区：奥苑 順子） 

【評】コッカーは愛玩犬の意味だと思ってました、ヘェーッ。 

入選 

虚無僧                 （大田区：高栄子） 

食べやすいか 《種なしスイカ》     （さいたま市：高木 正明） 

女泣かせ 《酒の名》          （江東区：柴本 和夫） 

ネコ  《犬の名》           （岩手県：片山 敦夫） 

アイウオントユー 《競走馬の名前》   （市川市：神代 京子） 

アーサーヒルバン 《２４H営業の店長》 （稲城市：藤井 敬三） 

金の玉子                （京都市：久保 三徳） 

佳作 
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信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕） 

お蔵（入り）百人一首 （小倉百人一首もじりで昨年の重大ニュースを振返って詠う） 

 

日本のプロゴルフ界で18歳の賞金王出現にゴルフファンが詠める 

飛ぶからに 他のプロ達 しおるれば むべ遼君は 賞金王に   

（本歌 吹くからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を 嵐というらん 文屋康秀） 

 

イチローの大リーグ記録の２００本安打９年連続記録について詠める 

イチローの 皆が驚く 二百本 ヒットつもりて 九年になりぬ 

（本歌 つくばねの 峰よりおつる みなの川 こひぞつもりて 淵となりぬる 陽成院） 

 

突然のポップの王様マイケルジャクソンの死去にファンが詠める 

月歩き 見れば猛烈 悲しけれ 我が世にもはや マイケルあらねば 

（本歌月見れば ちぢにものこそ 悲しけれ わが身ひとつの 秋にはあらねど 大江千里） 

 

賛否両論色々あった裁判員制度もいよいよ発足、選ばれた裁判員が詠める 

選ばれりゃ 裁くものとは 知りながら なほうらめしき 裁判員制度 

（本歌 あけぬれば 暮るるものとは 知りながら なほ恨めしき 朝ぼらけかな 藤原道信朝臣） 

 

JALの経営行き詰まりから聖域だった企業年金減額に追い込まれた退職者について詠める 

諸共に 哀れと思え 退職者 年金減より 方策もなし 

（本歌 もろともに あわれと思え 山桜 花よりほかに しる人もなし 前大僧正行専） 

 

政権政党から野党になって今更ながら失ったものが大きかったと自民党議員が詠める 

忘らるる 自民策なく 失いし 政権の座の 惜しくもあるかな 

（本歌 忘らるる 身をば思わず ちかひてし 人の命の 惜しくもあるかな 右近）  

 

 

高木正明  コミックどどいつ瓦版 《世間話を コミック仕立て 語る七七七語調》 

        

「吉」と出たから その気になって 蓋を開けたらとんだ「基地」 

八方美人の 鳩山総理 何処もかしこも 糞詰まり 

右にお袋 左に小沢 支えられてる ボクが居る 

小沢・鳩山 両家の蔵に もっとありそう 埋蔵金 

敵は検察 負けるな小沢 かばう鳩山 巻くメディア 

説明不足で 理解は欲しい そんな言い草 得手勝手 

チェンジ出来ずに 苦しいオバマ 期待外れで 逃げる票 

地図を見てみりゃ 遠いよハイチ 配置手間取る 救援隊 

JALのマークを ばっさり切った そんなデザイン 仇になる 

遂に日航 経営破綻 JALに下さい 飛ぶ翼 

安いユニクロ 売れても不況 続くデフレの スパイラル 

長期予報は 暖冬なのに 北はドカ雪 冬将軍 

宝船より 宝石店を 狙う強盗 爆窃団 

春の七草 知らなくたって 粥を食ってる 草食系 
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平井幸雄    干支せトラ・・・ｅｔｃ． 

 今年の寅年に何かにトライし、何かをトラえたい。トラ・虎・寅に関するいろいろを集め 

てみました。漢字、ことわざ、イラストなどなど・・・とら・トラ・Tigerの et cetera 

 ＊まだまだありますが、ページの都合で割愛させて頂いております。ご容赦願います。 

 

曽田英夫    狂歌ｎｅｗ門   

食糧難 我が家を襲い 野菜植え サイフ寒いが ココロ暖か  

毎日の 晩酌一合 楽しみに サイフ寒いが ココロ暖か  

今日もまた 仕事に向かう 足早に 体ともかく 気持ちはハタチ 

街歩く 若い美女を 目が追って 体ともかく 気持ちはハタチ 

孫できて ジージィ・バーバァと 呼ばれても 体ともかく 気持ちはハタチ 

元虎の エースあの世へ 突然に 虎へトレード それも突然 （合掌 小林繁さん） 

白こけて 青が優勝 初場所の 土俵のそとで 一門ちゃくが 
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奥村 篤史   めでタイガー あーめでタイガー寅の年虎年もよろしくお願い申しあげます 

“虎にトラわれた寅づくし 洒落日記” 

 

丑年から寅年へ。「☆牛歩から千里を行く虎に“チェンジ”」 「☆丑年が政権交代 寅の年」。心配

は「☆千里行く行ったが帰れぬ認知症」。ボケを避ける為にも 「☆寅の年トライ魂好奇心」「☆千里

道 六里八里行けば十四里」。少しでも頑張りましょう。 アッシーは「☆虎の子が頼り年金生活者」

です。分けるほど無いお小遣いですが 「☆虎の子を細かく使用仕分けをし」。でも「☆虎視眈々詐

欺師が狙う高齢者」です。 「☆振込みの詐欺にはトラトラトラれまい」子供は寅年大好き 「☆寅

の年子供喜ぶタイガーマスク」。最近の青年は嫌いかな。なんせ「☆草食系男子にほえる虎・タイガ

ー」。テレビを見ると 「☆虎年のタイガードラマが何故龍馬」 「☆寅年に猛虎（蒙古）暴れる大

相撲」、 「☆大相撲 虎のフンドシ土俵入り」もあるかも！そして 「☆虎の年優勝なるかタイガ

ーズ」「☆虎年になってもタイガーウッヅ（渦）の中」。虎は死して皮を残すそうで 「☆アッシーは

死して大金を残す」ことは無理、「☆アッシーは死してジョークとギャグを残す」が目標。「虎穴に入

らずんば虎子を得ず」ですが「☆ジョークサロンに入らずんば良きセンスを得ず」 「☆ジョークサ

ロンに入らずんば伝笑鳩を得ず」そして 「☆切手代を入れずんば伝笑鳩を得ず」ですね。今年是非

欲しい物は  「☆寅年の希望はジョークの虎の巻」 

 

西川信治     初登場  土産いろいろ  取り揃え   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米岡泰    南亭琴内氏のどんでん返し２２ 宮廷医師と竜騎士 

 

竜を倒した騎士ランスロットは、かねがね麗しき王妃の豊満な乳房を愛でたいと思慕していたが、

これは命懸け。親友の宮廷医師ホレイショに相談すると「金貨千枚で何とかしよう」と請け負った。 

 翌日医師ホレイショは、王妃の入浴の隙にブラジャーに少量のかゆみ液を垂らしておいた。王妃

が耐え難いかゆみを訴えると、医師ホレイショは「これは勇者のキスで治ります」と言って、騎士

ランスロットを王妃の部屋へ導いた。 

 騎士ランスロットは、医師ホレイショが秘かに渡した特効薬を口に含んで、熱心に治療。 

王妃のかゆみは一時間後に完治し、称賛され、王より褒美を賜った。騎士ランスロットは大満足だ

ったが、医師ホレイショへの礼金は知らぬ顔の半兵衛。 

 医師ホレイショは怒って、王の下着の大切な部分に、かゆみ液を垂らしておいた。再び騎士ラン

スロットが呼ばれたが、特効薬は…もう……ない！ 

時事呆談 

官僚は 大バカという 菅直人 

バカなんて 言っちゃイヤーン バ菅 

（天下り高級官僚） 

レンホウに 仕分けさせたい 政治資金 

民主党 自由ない分 もの言えず 

 

TV呆送 

小学生 脳に良いのは バラエティ 

脳サプリ 毎週見ても 憶えない 

健康法 せっかく見たのに 医者通い 

味めぐり 行きたい時に 名前でず 

 

 

新マニフェスト 

お母様 脱税手当ては 廃止です 

 誠実な 公設秘書を 雇います 

 

川柳 

いい加減 迷惑してる 鳩サブレ  

（普天間 四転、五転） 

ゼネコンも 現金拝受も 師の教え 

しがみつく 切れたら困る 蜘蛛の糸 

（幹事長の椅子） 

４億円 心配かけて 参院選 

陛下より 民の思いの 忖度を 
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藤井敬三      ユーモア川柳   「ああ、声帯」 ＜解体新笑シリーズ＞   

 

忘年会声帯壊すほど歌い      声帯がもう歳ですと言っている   

若い頃歌えた曲も声が出ず     声帯を取られても吼え座敷犬 

真打は七色の声使い分け      爺ちゃんの声帯模写は故人のみ   

声帯も精根尽きた勝力士      単調な講師の声で良く眠れ  

敬老会内緒話も大声で       風邪の声ハスキーですと誉められる 

立ち上がるときの掛け声多くなり  娘の声と間違えられて電話口 

女房の猫撫で声で身構える     ケータイの声で車内が敵になり 

タイガース足を引っ張る野次の声  声帯もくたびれ果てた負け試合 

 

上の空組 印南博之     大娯解  

♪エンジンの音ごうごうと 日航はゆく海越えて  翼に描きし日の丸と  

世界へはばたく赤いツル   新生日本のユメだった 

 親方日の丸背に負い 高給を噛む乗務員   ムダな飛行機買いすぎて 

 赤字路線の運航は      収入たちまち急降下   （加藤隼戦闘隊） 

 

「タッチミス、エラーは後世（校正）恐るべし」 

１． ツィターの愛好者が増えた 

   オーストリアの民族楽器がそんなに愛好されるワケはない  

                 （ツィッター、PC上のつぶやき） 

２． 飛行に走る子供が心配 

   リストラや転職で収入の減ったJAL社員の子供が心配だ  （非行） 

３． 舞い蹴るファン続  々

   ムーンウォークやセクシーなダンスで死後も大人気  （マイケル） 

４． ハイチが悪かった 

   遠すぎてね、救援隊がすぐには出動できなかったんだよ！ （配置） 

 

柴本和夫       言葉の研究  「政治・時事関連のネタ」 

 

①泣くな≪小鳩≫コンビ！～二人三脚の疑惑～ボケとツッコミ 

≪鳩≫と≪小沢≫が力をあわせて、民主の幸せを！～小鳩コンビ結成 

CMでは：まねきねこダック  ⇒ 政治資金の～マネー記載疑惑だった 

②漢字の読めない民主党議員 

・金～この読み方は～≪キン≫ですか！≪カネ≫ですか！≪猪木の声で≫ 

鳩山～母親からの資金提供～金（キン・カネ）のネクタイ／金（キン・カネ）のわらじ 

小沢～問われる疑惑の説明責任～沈黙は金（キン・カネ） 

・鳩山さん～朝三暮四（ボシ）と朝令暮改～区別できないその原因はなんですか？ 

  その1～身体的に～外反母趾（ボシ）で悩んでいたから 

  その2～精神的に～外伴母子（ボシ）～ブリジストン製のゴムのわらじを履いてます 

③自民党と民主党の相違点 

名前に～漢字の～自由がついていないないのが～民主党 

実力者＝幹事長～に苦言の～自由がないのが～民主党 

政策反対の表明の～自由がないのが～自民党～反対すると抵抗勢力認定！ 
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門口泰宣  阿呆リズム＆パロディ 

 

☆上には宇部がある   年末ジャンボ3本当たり 
★折込みどどいつ トラドシ（NHK新春おめでた文芸投稿） 

   年を越しても  楽観できぬ  どこへ移すか  島の基地 

☆検察が流しているのかリーク山会情報 

★口がすべると土砂降りの雨中人となる 

☆♪悩みつきない 果てしない 辺野古移設の ダメが出る 

    思いなおして あきらめて 夢は県外に 選びゆく♪（別れ船） 

★“５月までに決断って本当？” “Maybe” 

☆ジェット我慢の日航  会社更生法適用 

★「おぼれそうだ、助けてくれ！」「あなたは救命同意（胴衣）しますか？」 

☆大量リコールでヨタヨタしているトヨタ 

★アバータもえくぼが立体に見えます 

☆再婚の女性をリ妻クルという 

 

参議・松野信夫（＆変集鳥・野本浩一） 政界ジョーク ～～政界なぞかけ～～ 

 

H総理の政治献金と掛けて何と解く？ 

  古墳時代の王様と解く      （こころ）ぼせい（母性、墓制）の大きさが肝心です 

O幹事長（民主党）の政治献金と掛けて何と解く？ 

  人気のないストリートミュージシャンと解く （こころ）ゼネコン（銭こん）で悩みます 

T総裁（自民党）と掛けて何と解く？ 

  挑戦５回目で司法試験に合格した弁護士と解く（こころ）やっとう（野党慣れ）なれました 

  ＊話題はいまもHOT でもHOTけないかも HOTするのはいつになるのか 

  

一ノ瀬善秋  シャレクスピア（洒落久寿悲夜） 読み・聞き書き （猫の編 Ⅱ） 

 

 そろそろ「猫の恋」が始まる季節 

猫は人間の言葉がわかる、KY が読めて、一歩下がって距離を保ち、人にとってぬきさしならぬ、

親しくて、身近な存在だ。 

＊「猫町散歩コース」が世田谷区下北沢にある。萩原朔太郎「猫町」ほか文学者（横光利一・坂口

安吾・宇野千代・東郷青児・中村草田男・森鴎外の娘、森茉莉）の旧宅を訪ねる「文学・歴史散歩

コース」があり、北沢川緑道をぞろぞろと歩く人達がいる。 

＊「大学ねこサークル」がある。横浜国立大学キャンパスで居候をしている猫たちの面倒を見て、

研究している学生サークルがある。 

 猫を題材に文学者がよく書き名作が多い 

＊猫から見た人間 夏目漱石「我輩は猫である」 ＊猫と人 谷崎潤一郎「猫と庄造と二人の女」 

＊猫のいる物語 内田百閒「ノラや」 ＊推理・怪奇小説「黒猫」エドガー・アラン・ポー、生誕

２００年） ＊猫飢餓 村上春樹「うずまき猫」まである。 

 

＊幼き頃「猫じゃらし」で遊び、「猫またぎ」を知った。「猫ばば」はしたことは無かったかな？ 近

所の猫の恋を聞き、まだ若いぞと、猫背をやめてピンと背筋を伸ばして歩く。 
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松山カオリ   ジョークエッセイ ：  クロとクロ 

 

 一月末のある土曜日、銀座の交差点で信号待ちで立ち止まっていると、後ろに立つ人の会話

が耳に入ってきました。 

 ｢ユニクロとかアバクロとか、クロクロと名のつく店が繁盛して銀座までが不景気風が吹い

ているみたいね｣その日アバクロの真っ黒のビルの周囲には相変わらず行列が出来ていました。

その後交差点角のコーヒー店に友人と待ち合わせをしていますと、隣の二人連れの話題も又、

クロクロです。 ｢家の中ではユニクロで間に合わせるの、でもアバクロはチョッとね｣話して

いるのは 40 代のミセス風ファッションに身を包んだマダムがクロクロファッションとは意外

でした。 

 その日私は銀座8丁目の資生堂ギャラリーで｢鳴る色｣と題した作品を見ての帰りでした。鑑

賞者を非現実の世界へと誘うパステルとも言えるような色彩の大規模なインスタレーション

作品でした。月並みな表現ですが、目の覚めるようなカラフルな色、色、色のオンパレード、

夢のような華やかな色彩を見た後でクロ、クロの話題を耳にして現実にかえったという訳です。 

 

野本浩一     祝  ２０１０年 新春願掛けめぐり 

【１月１日 元旦 初詣 豊川稲荷 から １月５日 仕事初めに神田明神 】 

 ＊何よりも健康第一願います 叶えておくれ我が百円   （有り難き事也） 

＊その次に家内安全頼みます 家庭円満値万金      （嬉しき事也） 

＊願わくばほんの少々小遣いを 増やして下さい越前の守 （幸せな事也） 

  拝殿に向かいて並んでいると後ろで誰かが話してる。 

「その昔、１５円入れてたの。十分ご縁がありますようにってね」 

「２５円入れる人もいたの。二重にご縁がありますようにって、祈ってたの」どこかで聞いたこ

とがある口上だし、結構みんなそういう洒落には、関心が高いものだと改めて思う。 

という訳で、ボクは、しっかりと４５円入れた。「しじゅう、ご縁がありますように」と。 

 ＊ついでです商売繁盛叶うなら 定年延長あるやも知れぬ     （楽しき事也） 

＊いつまでも長生きしたいと言いません 出来れば少し延ばせる限り（素晴らしき哉）  

小生の会社の仕事初めは５日の火曜日。前日は１０万人近い人で賑わったという神田明神に会社

の同僚・後輩の４人で出向いて、商売繁盛祈願。 

元旦の豊川稲荷に比べれば、スーツ姿が目立つ神田明神だ。 

仕事初めの祈願に精魂こめた。まずは、商売繁盛続いて景気回復、最後に経済復興の三つを百円

で祈った。どれかひとつでも叶えばいいという気持ちだ。 

＊ひとつでも叶えて下さい明神さん みなさん同じ願いですから（頼もしき哉） 

 

稲葉 浅治      

 

川柳「幸せ」 

幸せはカミさんが居てオレが居る 

幸せになろうね信じ五十年 

盃に幸せ浮かべぐいと飲み 

幸せをおんぶにだっこ双児ちゃん 

幸せは待っては来ない掴むもの 

 

 

町田市：青木孝 

新年会の楽しさがまだ余韻となっています。いいお仲間

でした。お世話人の方々のおかげでしょう。 

 

京都市：久保三徳 

伝笑鳩楽しく読ませてもらっています。今年もよろしく

お願いいたします。 
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シェイクスビア島川  インテリゲッチャッチャ・ベトナム日記    

・ホーチミン市は昔南ベトナムの首都サイゴンでした。19世紀末にフランスの植民地になり、市内

には２つの尖塔をもつサイゴン大教会や中央郵便局、市民劇場などシャレた建物が目につく人口

630万人のベトナム最大の商都です。21世紀のアジアは中国、インドに次いでベトナムの発展が予

想され、超高層ビルなど建設ラッシュです。 (^人^)少子化など関係ありません。オートバイに家

族4人乗り。オートバイの超渋滞。警笛と喧騒の街です。 

・ホーチミン市には寝ている市民を起こさないという市民原則があり寝放題です。これを『放置眠』

といい、認知症の市民を『呆痴民』というとか。(×｡×) 

・ベトナムの首都はハノイ。世界で虫歯が少ない都市・地域が2つあります。ハワイとハノイ。逆

に虫歯が痛い市民が多い地域が最近大地震があったハイチ（歯痛）です。 大地震は頭の痛い災害

ですが・・・ （＞_＜） 

・ベトナムの京都といわれるフエはグエン王朝の王宮があり、文化の香りに満ちた素朴な人情もあ

り素敵な街です。フエ料理がまた素晴らしく美味しいし安い。『信用しない？これをフエ吹けど踊ら

ず』といいます。(o^―^o) 

・通貨単位はドン。1000円が20万ドン。請求書の200000などにビビってはいけません。『ドンと

来い』でなくちゃあ！ (×｡×) 国営スーパーでは店内に入る時、かばん類は預けて手にカゴだけ

でなければなりません。 (－;－) 

 

浜田親一    頓坊「甘辛都々逸ほのぼのランド」     

立春大吉   不苦者有智 （ふくはうち）  遠仁者疎外 （おにはそと） 

節分になると思い出す。先輩が書いて下さった一節。 

「智有る者は苦しまず。仁心無き者は嫌われる」との意味だとか。 

＊若宮大路を 新婚乗せて 声援あびつつ 人力車 

＊女房と畳は 新品が良い 役者と亭主は 若い人 

＊「あかだるに いつもさけ」とは 縁起がいいや 店の符丁に 見える粋 （五字冠） 

＊風刺アイロニ エスプリ ジョーク ウイット ユーモア ワッハッハ 

＊品も鯛とは めでたい極み 七七七五で 福禄寿 

 

京都市/／大石脩   ダジャ連発はダレジャいな 

  

「君、どうしてそんなに食べちゃうん？」 

「そういう貴方こそ、どうしてそんなに食が細いのん？」 

「そら、肥満になる暇がないからよ」 

「だったら、ワタシは肥満になる暇があるからよ。貴方はお腹をこわしては節食・絶食して、ワタ

シに当て付けてるん？」 

「ウウーーーーン、食・・・・ショック」 

 

「こないだ人間ドックで診てもらって、どうもなくて良かった」 

「そりゃ、気の毒ですねぇ」 

「なんだい、気の毒とは？」 

「つまり、ドクターは儲からなくてさ」 

 

「ミシュランの３つ星だ、２つ星だとのたまうがアメリカは、なんと５０星だぜ」（me酒乱） 
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★１月例会 １月２７日  集合順   ２１名  太字は初参加 

 野本浩一・平井幸雄・阿部浩・小内節子・佐藤忠恕・高木正明・印南博之・神代京子・ 

松山カオリ・門口泰宣・奥村篤史・藤井敬三・西川信治・川島奈緒美・曽田英夫・一ノ瀬善秋・ 

茨木信吾・山内豊和・柴本和夫・米岡泰・松野信夫 

＊初参加の茨木信吾さん、山内豊和さんは長崎市東京事務所（日比谷市政会館内）に勤務。 

 長崎市出身の変集鳥が声をかけて、参加して頂きました。NHK で放送中の大河ドラマ「龍馬

伝」の舞台となる長崎・亀山社中や、軍艦島のパンフレット持参で、長崎紹介を兼ねての顔出

しとなりました。「龍馬伝」では夏頃から長崎が舞台になります。お楽しみに。 
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新年のお年玉ではありませんが、松野参

議から、国会内売店で販売中というお洒

落菓子の差入れがありました。 

カレーせんべい「華麗なる一族」とまん

じゅう「よみがえれ！自民闘」です。 

賞味期限はいつまで・・・なのか？新し

い味と名前を開発するのも大変かも！ 

 


