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祝 伝笑鳩２５０号 都々逸二つ
◎ へたる頭を 伝笑鳩で
笑いの刺激を トッピング
◎ 錆びた頭を 笑いで磨き
過ぎて頭が 光り出す
さいたま市／高木正明
＊＊＊＊80 円切手 15 枚で 1 年笑えます＊＊＊＊＊
暑い暑い夏がやって来ました。梅雨明け前のゲリラ豪雨、或いは
局地的大雨で、何人もの方が亡くなり、行方不明の方も出ました。
亡くなれた方々のご冥福を祈ります。
サッカーワールドカップでは、日本が決勝トーナメントに進出し、
我々も熱狂しました。参議院選挙では、与党が大敗し過半数割れとなり
「ねじれ国会」となりました。大相撲では野球賭博が発覚し、名古屋
場所のテレビ中継は無しとなりました。そんなこんな世の中ですが、
伝笑鳩は今月で２５０号となりました。この後、３３３号、６３４号、
１３２７号に向けて、頑張ります。どうぞ、よろしくご支援下さい。
千葉市／石井志津夫
鳩去るも 笑いで貢献 伝笑鳩
継続は力なり、楽しみなり。２５０号達成おめでとう。心からお慶びを申し上げます。
がん闘病に明け暮れた二年間でしたが、
「笑いの医力」にも助けられ、九死に一生を得て笑いに
感謝しながらリハビリ中です。これからも笑いで景気を盛り上げ、世のため人のために御活躍下さ
い。ジョークサロン同志の益々のご健笑をお祈りいたします。
千葉市／佐々木明子
毎回楽しく、読ませて戴いております。
一年分切手お送り致します。皆様の御健康を祈ります。
羽村市／吉澤弘泰
前略
皆様の機転に富んだユーモアを、時に頷き、
時に頭を捻りながら、楽しく拝読しております。
謎の鳥と謳われた某鳩は短命に終わりましたが、こちらの鳩はこれからも長く飛び続けて欲しいと願
っております。
草々
鎌倉市／浜田頓坊
２５０号おめでとう。
伊達や酔狂だけで続くものじゃないですね。お世話様です万歳！！
岐阜県加茂郡／日比野昌彦
永らく、お世話になりました。
都合により、上段（冗談）から中段（中断）へ下りますので、勝手ではございますが、よろしく
お願い致します。
仙台市／藤沢浪子
いつまでも楽しく続きますように。
お世話になりましたが、退会しますので。今まで、ほんとうにありがとうございました。
（日比野さん、藤沢さん、これまでのカンパ等、こちらこそ有り難く感じております。どうぞ、お
元気にお過ごし下さい。どこかで、会えましたら、またよろしくお願い致します）

白い雲 青空に海 夏が好き ジョークサロンで 大いに笑おう 【曽田英夫】
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「総理にのぞむものは

歴代首相の中で、最高の総理だったと言わせて欲しい
秀逸
（大田区：高 栄子）
【評】
「ですから、最高の消費税率にしました」って、そういうことじゃないって!!

入選

佳作

カン違いのないリード
次の総理に私を指名して下さい
国民にゼーゼー（税）息をさせないで
何事も伸子夫人に相談してから決めて
初（庶）志貫（菅）徹
菅でふくめるような演説

（横浜市：織田 元康）
（稲城市：藤井 敬三）
（伊勢原市：武井 美雄)
（広島市：香川 信子）
（松戸市：田中清咊
（千葉市：石井志津夫）

賭博省の設置
（さいたま市：高木 正明）
国会議員の定数削減
（福島市：松山 カオリ）
日本の洗濯をして下さい
（港区：柏谷 達雄）
浮気はいけません
（練馬区：井手 裕子）
平和の永続
（横浜市：鈴木 びん子）
大風呂敷はちゃんと畳め
（横浜市：阿部 浩）
税金のバラまきはやめよ
（荒川区：藤野 哲康）
消費税の使い道を示せ
（町田市：浅沼 マサ子）
総理を辞めなさい
（岩手県：片山 敦夫）
福祉の充実
（高知市：高橋 満子）
国民生活に視点を
（千葉市：岡部 千代松）
国民に笑顔を
（京都市：牟禮 丈夫）
マンガを読みすぎないこと
（文京区：稲葉 浅治）
アイム総理（謝罪発言）のないこと
（江東区：柴本 和夫）
「アイアムソーリー」なんて言わないでよ総理 （鎌倉市：浜田 頓坊）
アイアムソウリでは困る（任期を全うすること）
（佐倉市：笠原 宏之）
少なくとも一年は在職しなさい
（渋谷区：樋口 七郎）
「アイ・アム・ソーリ」はいかんぜよ
（世田谷区：三浦 邦夫）

次回（第１１５回）の題
「齢をとって良かったことは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切 ：8 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈
祝
伝笑鳩２５０号
「大関カイオーになったような気分です」
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（古文亭南朝）

祝２５０号！ 人生は愉快なことばかり、
「伝笑鳩」と「笑い」はもう止まりません。藤井敬三

天野秀雄

250 号誕生に立ち会わせていた
だけ、私もとても幸せです…さら
にお洒落でウィットに溢れたサ
ロンになるといいですね<#!!>
神代京子

伝笑鳩讃 デンショウバトサン
飛べよはばたけ伝笑鳩
おまえは天使か鳳凰か
種も実も無限に有るぞ
笑の翼に果ては無い
印南博之
薬のヒグチの目標は 1327 店です。
あと 1077 号～とりあえず
頑張りましょう。
柴本和夫

「ジョークを活かし、ユーモリストになろう」
Ｉ・Ｈ・Ｒユーモア共和国
一ノ瀬善秋

平井幸雄
奥村篤史

祝２５０号 ＆ ジョークサロン洒落日
記
２５０歩の伝笑鳩（三百六十五歩のマーチ替え歌）
アッシーは
♪しあわせは 歩いてこない だから歩いていくんだね
２５０号替え歌：
１３号より会員になり、途
一年十二歩 三年で三十六歩 二十年進んで ２５０歩
（鳩ポッポで）
中福岡転勤で数回さぼっ
ジョークは ワン・ツー・パンチ
ポッポッポ鳩ポッポ
たこともありますが、約２
汗かき 頭かき 知恵だそうよ
ジョーク送って２０年
あなたのつけた 足あとにゃ
皆で飛ばした２５０（ﾆｰｺﾞｰﾚｰ） ０年間、
２００号以
ユーモアの花が 咲くでしょう
上ジョークを作り続けた
腕を振って 胸を張って ワン・ツー ワン・ツー
（夢想花で）
ことになります。「☆ジョ
休まないで歩け
飛んで飛んで飛んだ２５０羽
ークでしょうジョーク作り
ソレ ワン・ツー ワン・ツー
笑って笑って笑った２０年
を２０年」
ワン・ツー ワン・ツー♪
門口 泰宣
奥村篤史
年齢に不足はないけれど、笑いの養
250 は自然数、整数で 249 の次で 251 の前の数だと？
分が不足していると気がついて、ジ
わかりやすいですねえ (^人^)
ョークサロンのメンバーに加えて
中国語では『阿呆』という意味もあるとか (@_@)
いただいてから早３１か月が過ぎ
・・・わが国において車検を必要としない二輪車は
ました。
排気量 250cc 以下。検閲なしで行きや笑 (#^.^#)
メンバーの上質なジョークの種が、
（シェイクスビア島川）
私の身体の中で少しづつ芽生えて
きております。
実は 1 年半前に「☆三味線も借りて
２５０号の伝笑鳩にあやかり多少
日間三味線コースを体験終了。三味
でも枝葉を伸ばしたいものです。
もあるがダメでせめて 3-40 万円の
松山カオリ
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「☆２５０号お
めでとう！作るアッシーお
めでたい？！」「☆２５０号
読んでる読者は５万人！」

「何でも
挑戦アッシー君は遂
に三味線！ 洒落日
記」
講習 500 円也」の 10
線は 5-6 万円の練習用
ものをという先生のお

言葉に「☆今多忙入会断るその本心三味線買ったら止める訳には」
。神保町の古楽器屋に時々三味線が並
んでいるのを見ていたので物色。新品だったら○十万円というのを 2 万 5 千円で交渉。付属品も全部つ
けてくれ真っ赤な花柄の布製ケースに入れてくれた。弾いてみると音色は中々いいが外に持ち歩くには
真っ赤な花柄が恥ずかしい。ある日近所の古着屋でかっこいい黒いケースを発見。三味線を持ち込んで
入れてみると何とか入りそう。大枚 980 円で購入した。自宅の近くの地域センターで三味線同好者募集
を見つけ、黒いケース入り三味線をもってノコノコ出かける。10 名強のメンバー皆上手い。
「☆買い物
もお上手ですねとお世辞も上手」
。先生は三味線の皮は張り替えが必要、初心者は皆と一緒は無理なので
先生宅の個人指導にいらっしゃいとの事。
「☆張替えと個人指導と先生攻撃」
。今、昔習った黒田節・斉
太郎節・島原の子守歌、そして新しく武田節・原釜大漁祝い唄・南国土佐等に挑戦しています。素晴ら
しく筋がよいと褒められ「☆有頂天！俺は天才チントンシャン」
「☆チントンシャン弾いたつもりがトン
チンカン」
「☆三味線持ったら芸人気分 音さえ出さなきゃプロの顔」
「☆三味よりも本当に得意は口三味線」
「☆筋よいと言ったがあれは筋違い」と言われそう。

門口 泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）♪啼くな小鳩よ 民主党のトゲよ なまじ啼かれりゃ 未練がからむ
たとえ辞めようと 互いの胸に 抱いていようよ政治とお金♪（啼くな小鳩よ）
２）或る秘書痴漢の出来事
蓮舫大臣
フーテン

３）
“日米合意を尊重します”を言っちゃおしまいよ

普 天 間の寅さん

４）♪命短し 許せよ公約 Ｖ字支持率 あせぬ間に 熱きサポートの
冷えぬ間に 明日の参院選は わがものを♪（ゴンドラの唄）
５）♪野球賭けるなら こういう具合にしやしゃんせ
ハンディで こう張って 公になったらエッサッサ
アウト アウト ハッケヨイノヨイ♪（野球拳）
６）目の上のタンコーヴ上映
７）イトカワむけた日本の宇宙開発技術
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． 鶴は千年 亀万年で 日本の総理は 小一年
１０．芋の人気が
２． 奇兵隊だと 自認の菅氏 最小不幸が 旗印
メートル上げて
３． お目付け役には 姉さん女房 婦唱夫随の 菅さん家
女性取り込む
４． 拒否やバラマキ 横暴なのは 以前自民が してたこと
芋焼酎
５． 化石燃料 むさぼる報い オイル漬けする メキシコ湾
１１．点の有り無し
６． 宇宙旅行の はやぶさ帰還 惑星イトカワから土産
天国地獄
７． 汗の匂いが 気になる季節 おじさん臭いと 嫌われる
岡田ジャパンの
８． 街に溢れる 書けない漢字 読めりゃ常用 お墨付き
評価表
９． 野球賭博に 力士が溺れ 相撲賭博が 無い不思議
森のクマさんこと神代京子
「はやぶさに祈りを」
☆ななとせの数奇な旅終えはやぶさは 浪漫を遺す我が身果つるも
オレンジ色の閃光に包まれながら、ひとすじの光（カプセル：イトカワの忘れがたみ？）
をはなった、はやぶさの最期は宇宙の壮大さ、その神秘を改めて感じさせてくれました。
人間はなんてちっぽけな存在なんだろうかと・・サッカーの妙技に酔いしれながら
しばし思いをはせるクマさんでした。
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松山カオリ

ジョークエッセイ「針山の戦い」

福島に越してからの新しい私の部屋は、東南角部屋、日当たりも良く、小さなベランダがついていま
す。しかし、そのベランダが大問題。狭いスペースは鳩にとっては好都合のようで、下見に来た時、鳩
の糞であまりに汚れていて、
「なに？これ！」と思わず声に出してしまいました。
面積のある他のベランダは何事もないのに、ここのベランダだけ鳩の糞の絨毯攻撃。入居前にきれい
にしたことを確認してから引越しをしたのですが、たった数日で、またすっかり汚れてしまいました。
一週間ほど窓の外を注意してみていると、時折様子を窺うように、ベランダの囲いの上でジッとこち
らを見ている鳩と目が合いました。こんなに優しそうな目をしているのに、こんな攻撃をするなんてあ
んまりです。今すぐ鳩は、
「平和の象徴」という肩書を返上するべきです。何回か追い払った後に、大仕
事が待っていました。汚れを取り除いて、熱湯をかけてきれいにした後に、猫よけ用の針山のようなマ
ットを９０枚余り敷きつめました。風情はありませんが、見方によっては見事な眺めです。
その後、危険を察知したのか、私に追い立てられるのが不快なのか、鳩は現れなくなりました。後に
は、針千本のマットが、戦争の爪あととして残されました。
渡辺みどり

みどりのお気楽迷言日記 「おきらく会話９」

reapeat your name again！電話編実話その１
先方：
「お世話になっております。○○のウマクナイと申します。渡辺さまはいらっしゃいますか？」
う ま く
私 ：
「渡辺です、お世話になっております。え～と？上手くない？さん？」
先方：
「ウ・マ・ク・ナ・イ…です。
」
私 ：
（え？馬久内？ウマクナイにしか聞こえないんだけど！？一文字ずつ区切って言われるとますますわからない）
「漢字でどのように書くのですか？」
みずうみ
先方：
「 湖 より小さい【沼】に、宮内庁の【くない】で、
【ヌマクナイ】です。
」
私 ：
「そうですか、大変失礼いたしました、で、ご用件は何でしたか？」
reapeat your name again！電話編実話その２
先生：
「いつもお世話になっております。○○のちゃちと申します。渡辺さまはいらっしゃいますか？」
夫 ：
「渡辺です、いつもお世話になっております。え～と？ちゃちさん？（まさか、なわけないよね）
地鉢（チハチ）？さん？」
妻 ：
「いいえ、ちゃーちです、教会の church です。
」
夫 ：
「チャーチさんね、失礼しました、はじめまして、よろしくお願いいたします。
」
先方：
「夫がオーストラリアで。
。
。
」
私 ：
（まさかそれがご用件じゃないよね）
※取引のある会社からの電話で、初めて聴く名前は特に戸惑ってしまう。初めてお電話します、○○ですとかって言っ
てくれればいいのだけど。その点、渡辺みどりって平凡だけどよかったかも。笑

関野美和
「五七五 私も詠みます 滑稽和歌よ」
☆紫陽花の 花柄ワンピ 争奪戦 掴んだ手の先 あら先輩も（！？）
☆「すぽると」で 控えのキーパー 言うじゃない 結構イケメン 許しちゃうかも
☆仕事だけ それじゃだめなの リラックス スマイルもっと 笑う人生
一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）
知って良かったことばかり

笑顔の３得 ３法
①安心 ②安全 ③接近
効果
ミラー効果
A 笑顔は人のためにある
B 笑顔は自分のためにもなる
（客観性・自分は今笑っているな！）
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②顔のかたち
A 口元は目よりも上手にものを言い
（目は口ほどにものを言い）
B 喜怒哀楽が出る
③発音と発声 母音
ア イ ウ エ オ ン
○ ○ × ○ × ×
○の言葉で、写真うつりが良くなる

例：
えひめ（愛媛）みかん・チーズ・キムチ・
ウィスキー・ レモンティ ・ミルクティ
ななわらい（七笑） 長野・木曽の酒

曽田英夫
狂歌 NEW 門
悪の始まり 悪い終わりが
大関と 多くの力士 賭博バレ 悪の始まり 悪い終わりが
会長が 財産隠し 400 億 悪の始まり 悪い終わりが
あげ足を取り 倒してしまう
オレオレと かかった電話 逆襲し あげ足を取り 倒してしまう
秘密ごと 妻にばれかけ 逃げまくり あげ足を取り 倒してしまう
新聞の 勧誘員が ひつこくて あげ足を取り 倒してしまう
気に食わぬ 商品買えと 押し付ける あげ足を取り 倒してしまう
足地につかず 体が震える
大勢の 人を前にし あいさつを 足地に着かず 体が震える
検査して 結果出るまで 1 時間 足地に着かず 体が震える
宝くじ 何度みても 3 億円 足地に着かず 体が震える

柴本和夫
言葉の研究
菅首相誕生～特集！
総裁選（菅：291 票、樽床：129 票）
樽床（たるとこ）への投票・・・名前を間違えで≪やめとこ≫と読んじゃいました
菅を選択しました・・あなたが≪菅だ≫～首相にしたい～きのうの夜の・・・
言訳の言葉違い
鳩山・・・良く知りませんでした
菅・・・・・勘（菅）違いしてました。
新旧の交代
旧 ⇒ 官僚の時代
新 ⇒ ≪菅≫と≪遼≫の時代
～≪赤≫と≪緑≫のじゅうたん
野本浩一
お洒落日記【サッカーは 武器なき戦と 人は言う 兵のみならず 将も肝心】
日本決勝ラウンド進出
○NIPPON が 三本入れた その時に 国民は皆 狂喜乱舞よ
日本対パラグアイ
●延長を 終えてスコアは ０対０ ＰＫ戦で 散った日本
パラグアイ
○初めての ベスト８に なりし後 たらふく食べて パラグアイ良い
オランダ 準優勝
●南アにも 女神オランダ 準優勝 二度あることは 三度あるのだ
スペイン 初優勝
○吹きまくる スペイン風を 帆に受けて 無敵艦隊 優勝果たす
若狹芳生
★一言・川柳
☆薄着の駄じゃれ
★「扇子なく浴衣はだけて団扇揉め」
★「消費税菅官諤諤やかましく」
★「ネコの手は借りるもんかと郵パック」 *遅配の郵パックと競合のクロネコ便
☆蝉の脱け殻 セミヌード
カップル脱いだら カップヌードル
☆岡ちゃん賞賛 ワールドカップ
由美かおる入浴シーン Ｆカップ

浜田頓坊

甘辛都々逸ほのぼのランド
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ヨット・マンには 夕凪辛い ゴルフもやっぱり 風次第
七七七五の リズムでゴルフ ラウンド終われば ＢＢ賞
プラス・マイナス ゼロなら良しと 哲理学んで 楽になる
コンビニ店頭 ニイチェの本が 訳者代って 大ブーム
神は死んだと ニイチェは言った 自己が責任 とる時代
天の半分 支える女性 もてる男は 出世する
オケと指揮者が 阿吽の呼吸 ピタリ「運命」 第五番
稲葉浅治
川柳「塗る」
禁煙を 誓い部屋壁 白く塗る
口紅の 色が変わって 弾む恋
大石 脩

厚化粧 子供気付かず 参観日
厚化粧 何故か気になる 若い喪主

さり気なく飛ばした洒落で株を上げ

「母さん！ 今日は特別なおウドンだって！」
「勿論、もう！ ヤシの実よ！ みんなさぁ食
べてたべて」
「なぁーんだぁー」
「エヘ、具はもやしのみよ」

「芸能人の君とサラリーマンの僕とでは、
どちらが先にフケるだろう？」
「飲酒にフケるあなたよ」
「いや、君だ」
「どうして？」
「役者だから、やあクシャクシャ」

片山敦夫＠岩手
ほらえびす、シブヤなジョーク、原宿へ
常識と非常識
夫「おまえ、俺のことをバカだと思うか？」
妻「思わない。私は世間の人とは考えが違うから」
違い
患者「先生、アレルギーと単なるかゆみとでは、どう違うんですか？」
医師「かゆみ用の塗り薬は３００円で、アレルギー用のは５、０００円・・・・」
島崎謙二

インテリゲッチャッチャ・ジョーク

立川談志物語 その２―抄―

★伝笑鳩 247 号で『爆笑問題の太田光は立川談志の子供です』と書きましたが、変集鳥が『噂話ですよ』
とわざわざ注でコメントしました。著者としては、ハッキリしておく責任がありますので・・・(^人^)
立川談志著『談志百選』の 223 ページに家元（談志は自分をこう称す）は、
『ちなみにこのコンビ（爆
笑問題）の片っぴらは家元が他所（よそ）でこしらえた子供である』書いています。(#^.^#)
★談志は 24 才で第一生命ホールの案内嬢の則子さんと結婚、
『ノン君』と呼びます。ノン君に『眠れな
い』といわれると落語を一席していると寝てしまうそうです。タケウマやってないから私（ノン君）に
は『竹馬の友はいない』というそうな・・
★人生はヒマつぶし。大根おろしの美味さがわからねえヤツは日本人じゃねえ。
上の空組 印南博之

大娯解

東北鉄道駅地口紀行

①へのへの野辺地
②そんな洒落は沼宮内
③駅員は久慈きっかりに集合のこと
④小間借り 中間借り 大曲
⑤相馬で言うなら行くべえか
（野馬追い祭）
⑥仙台の借金？ そんなの関係ねえ （先代）
⑦当たって痛いよ大石田
⑧らーめん有るかと暖簾を分けりゃ
わたしゃウーメン白石娘
⑨古社あります
宮古市
-7-

⑩痒かったら掻くのだって
⑫もうアキタ？
藤井敬三

（角館）

⑪二戸 三戸 八戸すぎて鮫の港で目が覚めた

ユーモア川柳 「ああ、体重」

ママの乗る体重計は食事前
体重計見つけては乗るダイエット
体重の一部に見える厚化粧
ハワイでは太ってるのがステイタス
社長よりリッチに見える太い腹
体重計積んで行かない宇宙船

＜解体新笑シリーズ＞

年齢と体重だけは明かせない
リバウンド体重針がうらめしい
体重をブザーが笑うエレベータ
綱引きに重い体が喜ばれ
激痩せで重い病気を疑われ
体重を乗せて笑おうジョークサロンで

海郷達人
対文「菅内閣は苦界なんか？」
（参院選前に子供手当支給）
裏もばらまき、金が要るわ。
悪い金か、決まらばもらう。
うらもはらまきかねかいるわ
（野党案に乗って消費税 10％）
菅を救った、野党揚げ足。
仕上げアウトや、タックス・オンか。
かんおすくつたやとうあけあし
（国債発行残高 1000 兆円）
財政再建分かっとるか。
借ると使わん経済性さ。
さいせいさいけんわかつとるか
米岡 泰・南亭琴内氏のどんでん返し 27

式典罰倒

ある自転車修理工場が創立三十周年を迎え、イベントを企画していた。すると三十年前にはじめて、
この工場に修理を依頼した人の記録が見つかり、
今だに近くに在住である事が分かった。
検討した結果、
その人を式典に呼ぶ事になった。
さて式典当日。彼は壇上に呼ばれ、工場長から記念品と表彰状を渡され、盛んな拍手のあと挨拶した。
「かくも盛大な式典にお招き頂き大変光栄です。この工場の更なるご発展を祈ります。ところで三十
年前に、私が修理をお願いした自転車チェーンはいつ頃、取りにうかがえば宜しいのでしょうか？」
「！？×」
狂歌一首
南亭琴内氏、はやぶさの帰還を知りて詠める
七年（ﾅﾅﾄｾ）の 旅路の果てに 燃え尽きて 宇宙の種を 地に産み落とす
北沢正嗣＠所沢
転居と近況報告
古希を前に“優雅な老後”を送りたいと、４０余年過ごした「さいたま市」から転居しました。
当初は腹案もあり、
“最低でも県外”だったはずが、
「所沢市」へ。
一ヶ月たつのに“金銀財宝”が片付かず、お宝に埋もれ「伝笑鳩」を読んでいます。
信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）都々逸パロディー（お馴染み都々逸もじりで政争を唄う）no.10
① 最後には はっきり言えた 一緒に辞めよ ぽんと叩いた 小沢の背
鳩山さん、評判の悪かったが、最後に良いことやってくれました、小沢さんの首を切ったのが最大の功績かな。

② あたまごなしに 首切られても 復活狙って いる小沢
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鳩山さんの最後っぺで不本意ながら辞めることになった小沢さん、でも復活を狙って虎視眈々ですね。

③ 首相になるまで 待つ身の長さ けれど人気の 短さは
自民の歴代首相も鳩山さんも、就任直後は高かった人気もすぐに急落、参院選を急ぐわけだよね。

④ 沖縄基地の 難問かかえ 交渉前から 熱が出る
前首相の有り難くない置き土産には、多方面の交渉で、就任早々頭を痛めそうです。

⑤ ようやく射止めた 首相の座でも 中にゃ苦労の 種ばかり
ようやく登りつめた首相の座も解決の難しいことが山積ししてますなー。

★伝笑鳩が２５０号を迎えたことは、日本のジョーク界に輝かしい１ﾍﾟｰｼﾞを飾るかもしれない
重大エポックであり、ジョークサロンの栄えある一員になっている誇りを強く感じています。
小生も早、入会して１３年目で、今やジョークサロンが我が生活に与える影響は誠に甚大
であり、特に締め切り直前は他のことはまるでほったらかし状態です。
振り返れば、これまで小生の拙い作品に辛抱強く付き合って頂いた会員各位に感謝すると
ともに、今後とも笑える作品をなんとかひねり出そうとの決意を新たにしております。☆☆☆

平井幸雄

「てるてる坊主」
（長男から十四男まで）
梅雨のこの時期に出番となる「てるてる坊主」は、雨雲をほうきで掃く「掃晴娘」という女性の紙人形を軒
下に吊るす中国の風習が起源だそうだ。日本の江戸時代に、いまの僧侶の姿に変化したようだ。先日、てる
てる五兄弟というおもしろグッズを見つけた。ヒライ流に新兄弟を作ってみた。

六男
七男
八男

てるてる五兄弟は、長男（へのへのもへじ・正統派、生真面目で頑固）
、次男（へへへへもへじ・温厚な面倒見のよい優
男）
、三男（へいへいもへじ・お調子者、人情もろい面も）四男（へろへろもへじ・放浪派、楽天家）五男（へとへともへ
じ・心配性な末っ子。やや人見知り）六男（へなへなもへじ）気弱なへなちょこ文字文字男 七男（へンへンん?へもじ）
へんに疑い深く、日和見主義な男あしたは晴？よそうはうそよ? 八男（べろべろ呑ん兵衛）あしたも酒気が抜けません

九男（メールもじ） 十一男【色々カッコ表じ】
十男（－＋－＋数じ）

十三男【雨リカ生まれの英字】
十二男（記号表示）

十四男（ひっくり逆様）

２５０号発行 快鳥メッセージ
「伝笑鳩」が今回で 250 号を迎えました。このように長く続いたのは、いつも出席して笑いを飛ばし
てくださる会員諸氏、
全国で楽しく読んでいただいています読者の皆様のお蔭だと深く感謝しています。
とはいっても250号は通過点です。
これからも引き続き全国に 笑いをお届けしたいと思いますので、
ご愛読を御願いします。
快鳥 曽田 英夫
No.249 一口レビュー
町田市／青木孝- 9 毎月の投稿される方、編集される方のご努力、すごいことです。多方面の見方があって驚きます。

★６月例会 ６月２３日
集合順
１８名
印南博之・野本浩一・一ノ瀬善秋・曽田英夫・高木正明・平井幸雄・阿部浩・小林久枝・佐藤忠恕・
神代京子・松山カオリ・海郷達人・渡辺みどり・門口泰宣・柴本和夫・奥村篤史・藤井敬三・米岡泰
＊渡辺さんと小林さんは「笑い療法士」仲間の由。女性パワーで、サロンが華やかになります。
＊松山さんは、福島へ引っ越した後は、サロン前後に上京して笑いのエネルギーを吸収して、福島に
戻っておられます。二次会前に東京駅から福島に戻ります。体調にご留意下さい。
★★さて、伝笑鳩２５０記念号は如何でしたでしょうか？ 読者の皆様からの、お祝いメッセージや
作品を待っております。どんどん、送って下さい。
「もっと笑いと和来を！」で行きましょう。
２０１０年の例会は、毎月第４水曜１８：３０頃から実施です。
８月２５日（水）千代田区立スポーツセンター ７F 第２集会室
９月２２日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
＊変集鳥５９才の誕生日になります。賑やかに行きましょう。
１０月２７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

切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2010 年 6 月 14 日～2010 年 7 月 20 日
千葉県：矢崎迪・佐々木明子・石井志津夫
東京都：青木孝・吉澤弘泰・杉浦仁臣
埼玉県：北沢正嗣
神奈川県：若狭芳生・浜田頓坊・天野秀雄 京都府：大石脩
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。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。

伝笑鳩 No.250
発行 2010.7.28
変集鳥・・・野本浩一
変集協力
阿部浩・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・神山徹・佐藤忠恕・
【笑品快発集団】 柴本和夫・曽田英夫・高木正明・土屋妙子・野本浩一・樋口七郎・平井幸雄・
藤井敬三・松野信夫・松山カオリ・門口泰宣・米岡泰・若狭芳生・渡辺みどり
海郷達人・西川信治・島川謙二・大石脩・稲葉浅治・浜田親一 他 多数
あたたカット ： 天野秀雄、平田レイ子
ホームページ：河井康博、渡辺みどり
発行鳩舎：同巣会ジョークサロン
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