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 冬季オリンピック・パラリンピックが開催される年には、サッカーのワールドカップも開催されます。 

今年は、北米のカナダからアフリカの南アフリカ共和国へと繋がっていきます。 

 カナダに比べると、南アははるかカナダです！ ジョークサロンの会場は、なんとカンダです！ 

 時差もなく、船や飛行機を使わなくても、カンダは来ることができる近場です。 

 ワールド杯は拝めませんが、カンダ杯は拝めて、且つお酒が飲めます。ナンダ？ナンダ？カンダ！？ 

 というようなワケで、是非、ジョークサロンにお立ち寄り下さい。お待ち申し上げております。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春風と ともに明るく なってくる ジョークサロンで 大いに笑おう  【曽田英夫】 

 

 

  阿呆リズム&パロディ ＝替歌＝ 

♪知らず知らず もらってきた 多額長いこの

献金 振り返れば 遥か遠く 母の顔が見える 

ああ川の流れのように とめどなく  

たかが贈与税を払うだけ♪（川の流れのように） 

横浜市／門口泰宣 

大田区／斉藤光正    いつもいつも楽しく見させて

いただいております。ありがとうございます。「笑こそ最

高の免疫パワー」人と人との付き合いの中で、どれほど笑

いをつくれるか。病人ばかりの世の中、心の病が病気にし

ているのでは、とつくづく思うのですが・・・。 

京都市／大石脩 

昔、エロール・フリンという役

者さんが居て・・・今の世に居

たら 何かとウワサのネタに

なるでしょうね 

さいたま市／和久井哲男  寒中お見舞い申上げます 

毎々伝笑鳩楽しく拝読しております。皆々様の欠削（けっさく！）が、待ち遠しい思いです。 

平成２２年２月２２日２時２２分２２秒投函  好奇高冷者の戯れ  （冷水年寄り？） 

香川県／彌永孝一  毎月、「伝笑鳩」が届くのを楽しみにしています。 

バンクーバーオリンピックのTV観戦応援で毎日忙しいです。TVを視ながら、私も 

いくつか作ってみました。＼( 0^ )^／      ２０１０年２月２６日 

&&&&&&&&&&&   五輪雑句川柳  孝茶    &&&&&&&&&&&& 

◎受験生視てはならない冬五輪   ◎よく滑る者が一等金メダル 

◎４年毎ひとつの階段登ります   ◎ライバルのミスを祈って結果待つ 

◎人生の最後の1投見定める    ◎４年後も生きて視たいな冬五輪 

                            

鎌倉市／若狭
わか さ

芳生
よ し お

  NHKとんち大学宿題応募   俳句｢梅｣ 
１．  松と竹 消えて梅だけ デフレの世 

２． 松・竹を 梅がｇうっちゃる デフレ場所 

３． 梅一輪 七輪ほどには 温もらず 

４． 「梅が咲く」 合格通知も 早咲きに 

５． 早咲きに 鶯焦る 梅一輪 

６． 早咲きの 梅に鶯 ホケキョッキョ 

７． 梅一輪 浮かせりゃなんと うめぇ酒 
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米岡泰  南亭琴内氏のどんでん返し２３ 数学穴あけ問題 

 

 期末の数学テスト用紙の右上隅に、直径５ミリくらい白丸「 ○ 」がプリントされてあり、 

第一問「この丸に穴を開けなさい（５点）」とあった。他は難問ばかりだったので、５点は貴重。 

皆は不思議に思ったが、思い思いの方法で、その白丸に穴を開けて提出した。先生は、答案用紙 

を集めると丁寧に紙を揃え、その穴を合わせ、黒い綴じ紐を通してしっかり結んで、職員室に 

帰って行った。アトで試験結果が発表になった。 

５点が三人いた。 

（難問に頭抱えて点取れず 穴に入らず穴開けし日よ・・・・・変集鳥） 

      「惜しまれて去るものは  

 

 

赤字ローカル線             （文京区：稲葉 浅治） 

三日ほどの帰省             （横浜市：阿部 浩） 

オシム元監督              （板橋区：植竹 団扇） 

冬                   （広島市：香川 京子） 

桜花の季節               （市川市：神代 京子） 

朝青龍                 （渋谷区：樋口 七郎） 

息子達に多額の小遣いを出した母親    （鎌倉市：浜田 頓坊） 

髪の毛                 （横浜市：鈴木 びん子） 

人柄の良い人              （岩手県：片山 敦夫） 

いい奴だった 酒さえ飲まなきゃ     （さいたま市：高木 正明） 

藤田まこと               （千葉市：岡部 千代松） 

この世                 （世田谷区：三浦 邦夫） 

福沢諭吉                （さいたま市：北澤 正嗣） 

山口百恵の引退             （町田市：浅沼 マサ子） 

結婚した保母さん            （杉並区：石井 錬三） 

次回（第１１１回）の題 「一度は経験してみたいものは」（出題：高栄子） 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切 ：4月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈 

秀逸 

冬季オリンピックの金メダル   （伊勢原市：武井 美雄） 

【評】スケート追い抜きの0.02秒差。惜しかったなぁ。 

泣かしたのはどこのどいつだ！ 

入選 

歌舞伎座の建物              （中央区：松山 カオリ） 

アナログ放送               （荒川区：藤野 哲康） 

５００系新幹線              （京都市：牟禮 丈夫） 

パチンコの最後の一球           （稲城市：藤井 敬三） 

他者とかち合った為に入選にならなかった案 （江東区：柴本 和夫） 

佳作 

 



 - 3 - 

平井幸雄      あ・うん（阿吽）の呼吸 

二人以上で何かひとつのことをする時、微妙なタイミングも多くを語らずピタリと決まること、気持ち

が一致している関係を「あうんの呼吸」という。さらに、最初から最後まで全てにおいて呼吸の合う、 

心の通じ合った関係というわけである。阿吽は、インド古語のサンスクリット語の「a」と「hum」の

音に漢字を当てたもので、万物の初めと終わりの象徴である。 
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門口泰宣  阿呆リズム＆パロディ 

 

１）♪綱功労の 引退金 めぐる暴力 影さして  

   千代の品格 分かちいず 昔の光 いまいずこ♪（荒城の月）   

２）「ハワイで一番好きな場所は？」「ワイ嬉々」 

３）♪ブレーキを信じちゃいけないよ ユーザーの心はうぶなのよ 

いつでも楽しい夢を見て 運転するのが好きなのさ 

ああ今度だけ ああ今度だけ もうどうにも止まらない♪（どうにも止まらない） 

４）♪幹事長のためなら 秘書をも泣かす それがどうした 文句があるか 

    嵐の永田町 民主党 何はともあれ 不起訴処分 

     今日も呼んでる 今日も呼んでる ど真実説明を♪（浪花しぐれ） 

５） 長崎で 罰点ついた 民主党 

６） サントリーとの統合交渉は♪もうこれっキリンですか♪ 

７） 日一便 一便ずつの 閑散さ  茨城空港 

８） 借金返済に忙殺仕事人だった  藤田まこと 

９） ボコボコにやられたコクボコ選手 

１０）カーリングとかけて虫歯と解く その心は ブラシが欠かせない 

 

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》 

 

１．党首討論 品格ぶって 聞けば疑惑の 蒸し返し 

２．ばれて納める 総理を見れば バカを見るよな 納税期 

３．母に無心し 子分に配る ばらす鳩山 兄弟愛 

４．いのちイノチと 気安く総理 年に三万 逝く自殺 

５．白でないとも 黒とも言はず 小沢グレーの まま不起訴 

 

６．泡が弾けた 合併ドラマ 醒めたキリンと サントリー 

７．空で日航 陸ではトヨタ おごる大手に 隙間風 

８．利かぬブレーキ 聞いてたトヨタ 鈍いトップの フィーリング 

９．弱みほじくる アメリカ・メディア トヨタ叩きの 公聴会 

１０．海賊退治に はるばる行くが 捕鯨テロには され放題 

 

１１．当てにならない 警察業務 ストーカーには 役立たず 

１２．貯金無くても セレブな暮らし 婚活男を 食う女 

１３．どこで線引き メタボの基準 臍の周りで 迷うメジャー 

１４．雪で普通の 列車を捨てて ヒッチハイクの 受験生 

１５．藤田まことは 多才な役者 粘り続けた 仕事人 

 

１６．品欠く続きの 朝青龍が 土俵追われて 鬼は外 

１７．不倫騒動 謝罪のウッズ ゴルフうずうず 断ち切れず 

１８．冬季五輪の お祭り騒ぎ 腰パンルックも 貢献者 

１９．ヤーだウォーだと 滑らすストーン ヤでも続ける カーリング 

２９．跳んで回って 滑ってダンス フィギュアスケート 華の舞 
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信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕） 

念のため解説：都々逸は元来三味線で唄われる俗曲、音曲師が寄席やお座敷で演じるもの、江戸時代末

期、都々逸坊扇歌が集大成した。七・七・七・五が基本だが五字冠りと言って、五・七・

七・七・五という形式もある。  

 

①  無実・不起訴は はっきり言えて 肝心中身は 知らんふり 

      

     検察が不起訴にしたのは不正がないからだとの説明では国民は全く納得してませんよ。 

 

②  見捨てちゃいやよと 口裏合わす そんな秘書たち 愛おしい 

      

     秘書たちの結束は固く、親分関与の証拠なく不起訴になった、そんな子分はさぞや可愛いことでしょう。 

 

③  毎月決まった 母仕送りは 積もり積もりて 億となる 

     

     首相の全く知らないうちに毎月、母からの資金がなんと10億も、こんな浮世離れした話、信じますか。 

     

④  政治と金の 討論よりも 景気回復の 殿が良い 

      

     政治とお金の話はさておき、庶民は明日の生活にも困っているのにねー、救う政治家はいないのかい。 

 

⑤  竹ならば 割って見たいよ 首相の心 民に届かぬ 不幸せ 

       

ともすれば政策が左右にぶれて、結論を先送りにしがちな首相の本心は一体どこに、見たいなー 

 

⑥  結論出さない 報いか今や はやく別れの 兆しでる 

     

   迷走首相には不支持が支持を上回ったねー、交代劇も意外と早いのかもしれないなー。 

 

⑦  たとえどのよな 逆風吹くも 初心忘るな 民主党  

     

     政権取って半年余り、当初の期待は大きく外れてますねー、初心忘るべからずですよ 

 

⑧  どの党支持かと 聞かれる度に 変えちゃいましたと 言う辛さ 

      

     遂に不支持が支持を上回った鳩山政権、民の失望感分かって下さいなー。 

 

⑨  付いて行けない 国会討論 政権維持は させやせぬ 

     

     国民の期待と大きく離れたところで議論を続ける与野党、いつも選挙に風は吹くとは限らないよ。 

 

⑩  不人気自民に 迷走民主 なまじあるゆえ 気がもめる 

      

     国民としても困ったものです。期待はずれの民主、やっぱり怪しい自民切ないねー。 
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上の空組 印南博之     大娯解  

♪ トヨタ トヨタ なにみてはねる 

    米公聴会の召喚状見て はーねる   （うさぎ） 

 

慣用句  新句も可 

 「驕るトヨタ久しからず」  日本製品全体に及ばなければよいが 

 「ココア串本」  さすがは南国ですなア 

 「洒落神戸」   どうりでダジャレ連発で 

 「座間―みろとうとう政令指定都市だ」   で、ナニ県でしたっけ？ 

 「反応がいいねエどこからきたの」    埼玉県飯能市 

 「乳部にさわって捕らえられ」      あんたケーシー高峰さん？ 

 「ボク パイロットに成田い全日空の」   かしこい子だねえ 

 「すべてがい千葉ん」    森田知事さんですか？ イエ千葉生まれで 

 「銚子ぱずれの客ばかり来やがってヨ近所迷惑だっぺ」 

 「新橋別れのステイション」   レトロだねえ 

 「三鷹聞いたかそのたんか」   聞いたことネエなあ 

 「ここがお江戸のニッポンばしか」    おめえさん上方かい 

 

笑門亭来福（西川信治）   政治呆談・スポーツ呆送 

  

●選挙後は 変えてゆくのが マニフェスト（民主党） 

●民主導 睡眠主導の 菅財務（官僚のレクチャーが難しくて） 

●古新聞でなく、レンガかザブトンを「裏」に置いてください（幹事長 門前の貼紙） 

●「検察が不起訴にしたんだから」と吹き、あちこちで 炸裂しまくる 小沢節  

◎陸山の 汚れに魚も 住みかねて 元の清らな 小泉恋し 

◎「あの人宇宙人なので１２億もらっても知らないんですよ」（国民（怒り）新党の自見氏） 

◎ああ弟よ 君黙れ 君金無心する無かれ 

◎子分養う兄なれば 親は政権とるのよと 

◎兄にお金を与えしや お母様の夢叶いしや 

★小沢一郎政治塾にて 

☆「革命的な行動をした歴史的な人物は国民の間で非常に評判が悪い」（「ちがうぜよ」坂本龍馬） 

☆「コンセンサス重視では日本社会は良くならない」 

→政治資金問題だけはコンセンサス重視して欲しいな（下士の新人議員） 

☆たくさんの秘書を雇い選挙応援に派遣しているから金がいる（参議院会長） 

→俺だって家族を養う金がいるが献金はもらってない（サラリーマン） 

   

△金偏に同じと書いて銅メダル（金と同じに値する フィギュア男子） 

△心技体 心が大切 アスリート（相撲界） 

△点取らぬ フォワード替えて 美帆使え（サッカーにスケートの高木美帆） 

 

島川謙二      今月のにんまり 

 

★ 赤信号みんなで渡れば怖くない    ＠日本（ビート・たけし） 

☆ 青信号みんなで渡るも恐ろしい    ＠ベトナム・ホーチミン市（島川謙二） 
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奥村篤史   

昨年小平市シルバー大学に参加したと申し上げましたが、まだご報告していませんでした。遅ればせな

がらの洒落日記です。６ヶ月二十数回の講習で500円という市報を見、あわてて応募。「☆シルバー大学

安いと応募 講義内容後回し」「☆60定員に100名殺到 皆んな金ない年金者」「☆一発当選ラッキー

Come Come！開校式にGo Go Go!」5月13日でした。初めて知った講座内容、中々多彩。七五調でご紹

介すれば「☆アサーティブネス・ウオーキング・美術鑑賞・認知に介護」「☆消費者問題・財産管理・相

続・遺言そして漢方」「☆郷土歴史に自衛隊見学（小平駐屯地）・ごみ処理見学・ボランティア」「☆料理

実習・国際支援・震災・防災・裁判員制」「☆最後を飾るは死のとらえ方・修了式入れ24」。そして「☆

近隣10名で班構成す 今後はいつも班行動」「☆隣の奥さん送り迎えし いつも一緒の班行動」 

 

最初のアサーティブネスは人とのコミュニケーション講座。「相手の権利を侵害することなく誠実・率

直・対等に自分の気持ちや要求を表現」「伝える的を絞り、繰り返し自分のポイントに立ち戻り、気持ち

を言葉に。理解されたいなら相手を理解し話す。相手と向き合い目を見て話そう。同じ班の人と何回も

話し方訓練をさせられ「☆初対面 なのに我が身の全てを晒し 隠し事なく嘘もなし」。中でも自分の呼

び名を紹介し今回は○○と呼んで下さいに至り、奥村篤史、幼名は「あっちゃん」、小学校1年生の時は

学芸会で雀のお宿の主役おじいさんで「じいさん・おじい」、小４頃母親が給食の手伝いをするとお袋は

「奥さんの奥さん」私は「奥さん」、以下結婚しても奥さん。最近はペンネーム「アッシー君」芸名「柳

屋ぎんざ」水泳教室では「先生！」飲み屋では「奥ちゃん」。結局奥ちゃんにしたのですが経歴・趣味が

全部ばれました。「○○ちゃんと呼び合い旧知の笑い 呼笑作戦大成功！」    

♪花ちゃんって呼べば奥ちゃんと返る 班の呼称の楽しさよ おいちゃん まあちゃん あとはしょ

うちゃん・ひろ・シシ・てるえちゃん（＆はやちゃん・としちゃん・・字余り 以上10名でした）                         

（♪山のこだまで）  

全体の講座も中々有意義でしたが「☆料理実習男が興味 相続遺言 女真剣」「☆皆真剣裁判員制度 な

りたいなれないなれるかな」「☆講師一流老漢方士除き話し忘れて筋がない」 

ついに先月1月13日「☆シルバー大学OB会が発足 シルバー大学大学院？」「☆班で行動さっそく駄べ

り・昼食・からおけ＆飲み会」「☆皆で旅行も楽しいでしょね 名所・花見に山登り」「☆高尾・秩父に

箱根に富士山 登りつめてくシルバー会」「☆梅に桜にあじさい・もみじ花見談義に花が咲く」「☆シル

バー知るほど楽しい会にシルバー大学・大学院」 

 

柴本和夫       言葉の研究  「政治・時事関連のネタ」 

政治問題 

鳩山の悩み～優先すべき課題とは～母離れ VS 小沢離れ 

雪は降る～あなたは来ない～アダモの曲のメロデイーにて 

由起夫・やわ～小沢は怖い 

雪やコンコンあられやコンコン・・・・・～童謡の≪雪≫ 

由起夫はマザコン～小沢はゼネコン ⇒ 庶民は ヒンコン 

小沢の4億円問題～ 

鳩山の呟き ⇒ あれっぽっちの≪はした金≫なのに 

小沢の反省 ⇒ 由起夫ママからもらっておけば良かった 

トヨタ問題    

ブレーキの欠陥でリコール～このためリコールのブレーキが利きません。 

社長の謝罪の言葉  ・こども店長風 ⇒ぼやき口調で～公聴会などやりとうなかった！ 

           ・スノボーの国母風 ⇒ 語尾を長くして～反省してま～す 
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野本浩一  【合掌 ２０１０年： ああ７６歳 】 

 会社に入ってから知り合った大学の先輩は、洒落やジョークを連発しつつ芸能界関連情報に詳しかっ

たボクの博識・薀蓄に敬意を表しつつあきれ返った感じで、ボクをこう呼んでいた。 

 「キミは、明星のようにして、平凡な男だ」 

 と言うことは、先輩も芸能誌である『明星』も『平凡』も知っていたのか… 

 立て続けに、その博識・薀蓄の中に存在していた方々が亡くなった。満７６歳で。喜寿の手前は、厄

年なのか。 

ミッキー安川  生年月日 1933年2月10日 没年月日 2010年1月18日 満７６歳没 

玉置宏     生年月日 1934年1月 5日 没年月日 2010年2月11日 満７６歳没 

＊ 1958年から1977年までTBS『ロッテ歌のアルバム』を19年・1,000回、1967年からNET（現・

テレビ朝日）『象印スターものまね大合戦』を10年勤める。冒頭の挨拶「一週間のご無沙汰でし

た。玉置宏でございます。お口の恋人、ロッテ提供、『ロッテ歌のアルバム』…」は当時流行語

になる。。『スターものまね大合戦』でも「一週間の…」のくだりは言う。 

藤田まこと   生年月日 1933年4月13日 没年月日 2010年2月1７日 満７６歳没 

＊ 1962年ABC制作のコメディ『てなもんや三度笠』に、主人公・あんかけの時次郎役で出演。白

木みのるや財津一郎との掛け合いや、「俺がこんなに強いのも、当たり前田のクラッカー!」など

のギャグで全国区の人気を得て、上方のお笑いを全国に波及させるきっかけを作った藤山寛美・

大村崑と共に、関西の喜劇王と呼ばれた。 

 ⇒ 君知るや かのタレントの 亡くなるを 喜寿前にして 七十六にて 

 

渡辺みどり  ミドリのお気楽（迷言）日記：親子で会話６（伊予旅行３世代編）  

 
2月某日、「坂の上の雲」のまち、松山は道後温泉へ両親と娘と3代で旅行に。道後温泉本館、坊っち
ゃん列車、松山城など、また秋山兄弟の歴史や正岡子規と夏目漱石などに触れ 2泊3日の旅を楽しん
だ。 
特に両親が気に入ったのが「坂の上の雲ミュージアム」。明治の日本と希望に満ちた秋山兄弟の世界に
どっぷりと浸っていた。なかでも 秋山好古が父に言われていた言葉の展示場所で何度も復唱させら
れていた我が娘。 
祖父 「まゆ、ココ、なんて書いてあるか読みなさい」 
孫 「貧乏がいやなら、勉強をおし」 
祖父 「意味わかるか？もう一回」 
孫 「わかるよ～勉強するってことでしょ、 貧乏がいやなら、勉強をおし」 

復唱は続く… 
 
夜、栄えている道後温泉商店街で。ある土産物やの店頭にバラ売りの伊予かんが一袋 200円で！ 
祖母 「きゃー、安い～！夜食べよーっと！ みどり買ってきて！」 
孫 「伊予かんでイ～予感！お得だね～！ ママ、これ今度のジョークサロンで使ってよ。」 

どうやら娘にはいつもジョークサロンの作品のことが頭の隅にあるらしい…、隅に置けない。。。 
 
毎朝我が家では、紅茶葉をショウガと水とミルクでゆっくり煮だして蜂蜜をたっぷり入れて飲んでい
る。 
母(私) 「あ！！ショウガ切れてる、しょうがないなぁ～」 

しょせん、私はこの程度だ… 
 

稲葉 浅治       川柳  「男と女」 

   溢れる愛溺れそうな私です         きらいきらいほんとは好きな好きなのよ   

   フルムーン切れそうな糸紡ぎ合い      赤い糸いつの間にやら鎖です 
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海郷達人        使えそうで使えないものは 
１ 眼から落ちた鱗（ウロコ）・・・コンタクトレンズの代わりになるかも。 

２ 猫の手・・・借りたいときもあります。 

３ 臍・・・茶が沸かせるそうですが、やってみるとなかなかうまくいきません。 

４ 臍を曲げた女房・・・使えるはずがない。 

５ 亭主・・・これは前世紀のこと。昔、横のものを縦にもしない人がいたそうです。 

６ 形状記憶合金・・・ブラジャーの芯に使っているとか。若いときの形状を記憶？ 

７ 新入社員・・・意気込んでいるのもいますから、将来を期待しましょう。 

８ 相談役・・・細かく入り込んでくるので、却って話がややこしくなることも。 

９ 古いカレンダー・・・何年かに一度使えるはず。何年ごとか計算してみよう。 

１０ テレビに付いているいろんな機能・・・ケータイも同じです。 

１１ ヴェネチアで買ったワイングラス・・・ムラーノですよ。 

１２ 越前クラゲ・・・酢の物に使えるかも・・・。 

対文コーナー 

尻が知る苦は、痔。 （ しりかしるくはし ） 痔は、苦しかりし。 

 

曽田英夫         狂歌ｎｅｗ門   

☆きちんとやれば 絶対出来る.   

・ マラソンも 恋愛さえも この年で  きちんとやれば 絶対出来る  

・ 若い人 手紙書かない 人多い    きちんとやれば 絶対出来る 

・ 金づちで 泳げないまま 死なれない きちんとやれば 絶対出来る 

・ 血糖値 落としたいのに 何故落ちぬ きちんとやれば 絶対出来る        

   ☆左うちわで 笑ってすごす 

・ 蓄財も 何とかたまり もう隠居   左うちわで 笑ってすごす 

・ テレビ出て コメンティター 各局で  左うちわで 笑ってすごす 

・ 新会社 立ち上げ当たり 利益出て   左うちわで 笑ってすごす   

・ 狂歌集 作り売ったら 大ヒット   左うちわで 笑ってすごす  

☆世のなかは どないなってまんねん  

・ マニフェスト 選挙に勝つも 実現が  危うくなって 事業仕分けに 

・ ジャンプでは スイスのアマン 一人勝ち 金メダル2個 あ満足だと  

・ 一段を 上げていくので いいのでは  頑張り結果 4位でいいでは   

・ ひもちゃんと 新品かえな あきまへん 勝ってたはずの 勝負も負ける 

 ★マスコミ登場作品ありまっせ 

   夕刊フジ・ビジネス川柳  1月21日  席があく もう次の駅 おりるのに 

   ＮＨＫ大阪放送局     2月13日  部長言い 課長が伝え ヒラが受け 

ぼやき川柳アワー   2月20日  相談を 誰にするかを 相談し 

浜田親一    頓坊「甘辛都々逸ほのぼのランド」   

小乗大乗 いろいろあって 賑やか都々逸 いいじゃないか 

大乗どどいつ とかいうジャンル 裾野拡げて 春を待つ 

 マンガブームの その先あたり 短詩どどいつ 花の山 

母の小遣い あまりに多額 金のネクタイ 重たかろ 

ガバイばあちゃん いやまあ凄い こんな元気が あればよい 

金のウエアで 臨んだ冬の オリンピックに “金”はなし 

銅だ銅だな どうでもよいぞ 銀とは立派 よくやった 
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京都市/／大石脩      失敗談のおすそわけ 

１月３１日（土）、鏡を見ると、Jパンのお尻のあたりが擦り切れている。ユニクロのチラシ広告に惹か

れて行った所、１，９９０円がアリンス。買ったはいいけど、なんと「Woman」とある。取替え面倒

だと「男だから子供は産まん（ウーマン）、ヒップが合わないだけ」と、洒落て気を取り直して穿いた。

だけど、ファスナーの長さが短い！ポケットの位置が低い！小さいなぁ！サイフ入れたら、チラリと見

えて、危ないやないか。座っても落ち着かん。という訳で、やっぱり、取り替えてもらいにユニクロへ。

ユニクロはユニーク（独自な）クローズ（服）の略だそうだけど、ユーニ（言うに）事欠いて、クロー 

（苦労）となったという次第。モノが服だけに、お「裾」分けと洒落ております。 
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ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞごらん下さい。毎月の例会で披露される作品が、 

「活動メンバー紹介」コーナーに全文掲載されております。読み応えありますよ。 

２０１０年の例会は、毎月第４水曜１８：３０頃から実施です。 

４月２８日（水）千代田区立スポーツセンター ７F 第２集会室 

５月２６日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

６月２３日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

電話  千代田区立スポーツセンター   ℡03-3256-8447  

 

★２月例会 ２月２４日  集合順   １６名 初参加はありませんでした（残念） 

野本浩一・阿部浩・佐藤忠恕・高木正明・平井幸雄・松山カオリ・渡辺みどり・神代京子・

奥村篤史・海郷達人・門口泰宣・西川信治・柴本和夫・米岡泰・曽田英夫・印南博之 

 

 

 

 

 

町田市／青木孝 サロン以外の多くの知り合いの方々の名を拝見するのも 

いいものです。それだけ広がりがあり、すばらしいことです。 

 

 

 

千葉市／石井志津夫     ２月は大変でした。大手術を行いました。 

経過順調で退院。自宅養生をしております。 


