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＊＊＊＊２０１１年１月 No.２５５号＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

  

 

 

  

＊＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊＊ 

 ２０１０年、振り返るといろいろとありました。 

 上海万博、サッカーワールドカップ、信じられないくらいの猛暑・酷暑。 

 チリ鉱山奇跡の脱出、日本人２人のノーベル化学賞、プロ野球ロッテの下克上優勝。 

 大相撲の賭博問題、双葉山に迫った白鵬の６３連勝。 

 しっかり振り返ったら、２０１１年を楽しみに待ちましょう。 

  

 恒例になりました、年末の投票にご協力下さい。 

 また、関東地区の方は、是非、新年会にもご参加下さい。 

 では、２０１１年も、どうぞよろしくお願い致します。 

 

埼玉県／薩摩琵琶 古澤史水    大変ご無沙汰いたしております。 

今年に入り、琵琶の方が忙しくなってきまして、ジョークサロンにお伺いできず、皆さんの作品をライ

ブで聞けなくて残念です。またいつも「伝笑鳩」をお送り頂き有難うございます。些少ですが、切手を

お送り致しますので、お使い下さいませ。皆様の益々の笑いを楽しみにしております。お元気で。有縁

感謝。追伸：私のＨＰの『ブログ』で、高木正明さんの作品を紹介させていただきます。 

  

町田市／青木孝        『伝笑鳩』ありがとう存じました。 

 永林寺の住職さんの“感字”アイデアに感心しました。 

ちょっとの工夫で、且つわかりやすいのが何よりでした。毎号の編集のご努力に頭が下がります。 

 

船橋市／栗田勉       次年度もよろしくお願い申し上げます。 

いつも楽しく拝読させていただいて居ります。 

 「伝笑鳩 玉石混交 これ冗談」 

永林寺の「ニコニコ日めくり」一ダース購入しました。よろこばれています。一冊で何年でも使用可。

ありがたいことです。ご健康にて、ご活躍祈ります。 

 

三郷市／田中康浩   〝伝笑鳩〟 大変お世話になります。 

 毎号の送付、有難うございます。こちらペーパー読者。お笑い頂くばかりです。 

 この頃、笑えないのです。万才、漫才、落語をきいても。分かりました。真面目に国会中継を見てい

たためでした。 腹がたって・・・。これからは〝伝笑鳩〟もっともっと努力？ して読みます。 

宜しくお願いいたします。１日に家族外の人３人との会話が必要とか。 

何とか外へ出て、誰にでも挨拶を<誤解されない程度に> 

お決まりの切手同封します。では、また。 

 

早いもの もうクリスマス やってくる ジョークサロンで おおいに笑おう  【曽田英夫】 

 

 

   はめ字始め 

み す や ゆ ふ 

惑 べ は ゆ ゆ 

の て や し や 

夢 す る き す 

み て 心 事 み 

      千葉県／神代京子 
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東京都荒川区／藤野哲康       大変ご無沙汰しております。 

 前回初めて「ものは付け」で秀逸に選んで頂き大変喜んでおります。 

本日、私と宮川彰久さんの二人分のえさ代を同封しましたのでよろしくお願い致します。 

また宮川さんより、次の伝言がありました。 

「いつも快報をありがとうございます。来年こそ私参加したいと思っております。『ものは付け』の 

上位入賞を目指したいと思いますので、心の準備しておいて下さい。新参者の宮川でした。」 

     「振りむいてはいけないものは  

 

 

自慢高慢過去への妄執      （川越市：石原 義三） 

バックシャン          （文京区：稲葉 浅治） 

化粧を落としたあとの素顔    （江東区：柴本 和夫） 

車間距離のない車        （京都市：久保 三徳） 

熟慮して決断したとき      （町田市：浅沼 マサ子） 

バツいち同志の過去       （板橋区：植竹 団扇） 

「さよなら」のあと       （さいたま市：北沢 正嗣） 

別れの手紙を投函したポスト   （船橋市：川田 又一） 

過去の栄光           （町田市：石井 達也） 

怖い態度の人          （横浜市：鈴木 びん子） 

マドンナの老いた姿       （京都市：牟禮 丈夫） 

見返り美人           （佐倉市：笠原 宏之） 

過去の女            （港区：柏谷 達雄） 

お迎えの声           （大田区：高 栄子） 

３０ん年過ぎた結婚生活     （横浜市：山口 栄子） 

仲直り後の過去         （鎌倉市：浜田 頓坊） 

イヤな 思い出         （伊勢原市：武井 美雄) 

「振りむかないで」と言われた時 （さいたま市：高木 正明） 

 

 次回（第１２０回）の題  「出たり引込んだりするものは」（出題：） 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切日：1月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

オィ！ と呼ばれて、すぐに・・・（広島市：香川 信子） 

【評】短い「オィ」は駄目。長い「オーイ」には振り向いてあげましょう。 

入選 

鞭打ち症                  （千葉市：岡部 千代松） 

カミさんと一緒の時にすれ違った若いお姉さん （岩手県： 片山 敦夫） 

ビリのランナー               （横浜市：阿部 浩） 

筆記試験の最中               （福島市：松山 カオリ） 

床屋での顔そり中              （稲城市：藤井 敬三） 

お客から話しかけられたタクシーの運転手   （荒川区：藤野 哲康） 

 

佳作 
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２０１０年しっかり笑いましたか？ ２０１１年もっとしっかり笑いましょう！ 

 

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  語る七七七五調◆  

環太平洋 菅大変よ そんな会議の APEC 

ぶれ菅トップに ぶれ閣僚が 軽口叩いて 買う不信 

言ってしまった 暴力装置 時代錯誤の ナンセンス 

二つ知ってりゃ務まる法務 そんな逃弁 逃げ切れず 

仕分けされても看板替えて ゾンビ事業で 化けて出る 

票の格差が 多けりゃ違憲 言いっぱなしで そのまんま 

守秘義務破って 漏らしたビデオ 義人扱い 保安官 

売ってやらんと中国カード 売り手市場のレアアース 

小中高にも 悲惨ないじめ 教育現場も 要るカメラ 

遺族思えば 死刑も有りか 悩み尽きない 裁判員 

チョウザメ不漁でキャビアが高値 禁漁５年のカスピ海 

高が三位と 侮るなかれ ロッテ優勝 下克上 

核をカードに 砲撃事件 朝鮮半島 きなくさい 

 

三鷹市／稲垣元博さんからの特別なお便りです 

 高木様、毎月面白いコミックどどいつ瓦版とパンフ伝笑鳩をお送り下さり恐縮しております。会費の

代わりに郵便切手を同封しました。御笑納下さい。 

私自身は９１才となり眩暈症状高度のため、家族がヘルパー同伴（1 時間 1500 円）でなければ外出を

許可されないので、貴方と偶然お目にかかった養老渓谷の紅葉もテレビでみるだけに終わって残念です。 

向寒の折、インフルエンザにかからぬよう予防注射を打っておいて下さい。 

 

曽田英夫        ◇狂歌NEW門◇  

 

いいか悪いか 誰か教えて 

63 大記録には あと一歩 いいか悪いか 誰か教えて   

折角に かくす尖閣 ビデオ出た いいか悪いか 誰か教えて 

家に猫 いつきニャンとも 騒がしい いいか悪いか 誰か教えて 

酒をさけ ストレスをさけ 女性さけ いいか悪いか 誰か教えて 

                                 

笑顔笑顔も ごまかしきれず 

ミス怒り 上司赤顔 湯気がでて 笑顔笑顔も ごまかしきれず  

パーティでは 腹が痛くて ごちそうが 笑顔笑顔も ごまかしきれず 

ゆっくりしては 遅れとるかも 

はやぶさが イトカワの石 もってきた ゆっくりしては 遅れとるかも  

地デジとか ブルーレイとか 3Ｄ ゆっくりしては 遅れとるかも  

もう師走 もうジャンボクジ もう賀状 ゆっくりしては 遅れとるかも  

プリペード 電子マネーと 現金が ゆっくりしては 遅れとるかも 

 

京都府／久保三徳    又、一年楽しませて下さい。 

 

変集鳥返歌  楽しみは切手と共に来る便り 読者の笑顔浮かび来るとき 
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２０１０年たっぷり笑いましたか？ ２０１１年もっとたっぷり笑いましょう！ 

門口泰宣        阿呆リズム＆パロディ 

 

１）投打そロッテ日本一          

２）四面ソ華の領土問題 

３）世の中は 結果がでぬと またチェンジ  （１１月６日朝日川柳 掲載） 

４）♪無駄が出る 無駄が出る 事業仕分けの 成果よ 

    内輪同士の 応酬は レンホー レンホー 大臣の胸痛む♪ （アルプスの牧場） 

５）♪しわよせは 歩いて来るよ だから 走って逃げるのよ♪（３６５歩のマーチ） 

６）本人が 出ない式典 レアケース 

７）新婚の妻をポージョレ女房という 

８）就活はヒローワークです  新卒生 

９）北鮮のやりたい砲台の砲撃は許せない  

１０）排泄に大切です  トイレの紙様 

                    門口泰宣さんの作品 

                    久しぶりの朝日新聞 

                    掲載でーーーーす 

 

笑門亭来福（西川信治）   ★政治呆談 ●呆け川柳  

 

★政治呆談    官僚に 利用されてる 菅（利用）内閣 

         （主導権 官僚たちが 奪い取る） 

         菅「石にかじりつき」総理 

             「どこまで頑張れるかわからないが石にかじりついても頑張りたい」 

              →「尖閣島にかじりついてくれ」（国民） 
 

「大臣は 1日前まで政治家をやってた人間なんでエキスパートじゃない」 
（笑える山岡副代表のテレビ発言） 

 
●呆け川柳   ： Ｖサイン 2つ憶えの 呆務相  

         ＊国会を馬鹿にしている→ジョークを馬鹿にしている 

        ユーチューブ よりも価値ある 広島テレビ 

自転車で ぶつかりそうでも 知らん顔 （＊若者のマナー違反増加） 

 

神代京子      『はめ字』 に はまり はじめたの      

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市／加藤勝彦  いつもありがとうございます。        ＊どうぞ、 

町田市／石井達也   お世話様です。よろしくお願いします。    ＊来年も 

横浜市／中町栄住   いつもお世話になっています。        ＊ご愛読下さい。 

らくまざひ 

くなるわざ 

きりでめま 

ぶごときく 

んくおもら 

ぼくえたか 

さるむまた 

つしきにえ 

のきみみく 

如時はせぼ 

 

すますりく 

てっずんり 

きしがりす 

なろ鳴んま 

街でりとす 
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２０１０年にっこり笑いましたか？ ２０１１年もっとにっこり笑いましょう！ 

柴本和夫   言葉の研究 

影の総理と言われる～仙谷官房長官です。 

 三田線にあるの駅名は～千石駅。箱根にある地名は～仙石。・・≪仙谷≫官房長官です。 

小沢陣営との～仁義なき戦い～≪戦国≫時代。・・≪仙谷≫官房長官です。 

菅を防衛します～牛若丸の前に立つ弁慶のように。・・仙谷≪菅防≫長官です。 

冬の寒さ対策はバッチリのつもりが～。・・仙谷≪寒防≫／≪感冒≫長官です。 

最近ちょっと、健忘症気味かも・・仙谷≪健忘≫長官です。   

批判は先刻承知しております・・・≪先刻≫官房長官ですから・・ 

策士家といわれますが・・・作詞家の方です。菅が私の詞に合わせて、演じてます。 
柳腰内閣です～粘りの柳田大臣もいましたから・・・やっぱり弱腰内閣でしたね。 

 

日本の外交交渉力のアップ 
尖閣諸島～歴史的には語学的にも、日本の領土である。領土問題は存在しない！ 
≪尖≫の漢字～≪小≫と≪大≫しかない、⇒ 中国の≪中≫の字は存在しない。 

TTP交渉・・・農業問題あり 
  ≪農≫と言える日本をめざせ 
日ロ・日中・中ロの対決問題・・・外交問題にあらず～すべて国内問題 
日ハム／ロッテ・日ハム／中日・中日／ロッテの対決 

 

松野信夫参議 特別寄稿    もう一度、学んでいらっしゃい！ 

 

最近、政治の世界では外交防衛問題で厳しい局面を迎えることが多い。その中では英語が飛び交う。

英語が得意な人ならばよいが、そうでない人には紛らわしい。最近よく出る単語は以下のとおりだが、

紛らわしいのでよく間違える。 

  APEC=Asia-Pacific Economic Cooperation（アジア太平洋経済協力） 

  EPA=Economic Partnership Agreement（経済連携協定） 

  TPP=Trans-Pacific Partnership Agreement（環太平洋経済連携協定)） 

  FTA=Free Trade Agreement（自由貿易協定） 

  WTO=World Trade Organization（世界貿易機関） 

 ＴＰＰは、ＴＴＰとか、ＰＴＴなどと間違える。ひどい人はＰＴＡなどと言う。  

もう一度、親と教師に学んでいらっしゃい！ 

 

一ノ瀬善秋：シャレクスピア（洒落久寿飛夜）  

 

法相辞任   １０日前の地元広島で気楽に放言、２つの言葉を覚えておけばいいと。 

「個別案件は差し控える」「法と証拠に基づいて適切にやっている」と 

ジョークのつもりで発言、聴衆は誰も笑ってくれない。Ｔ大卒、２０年議員シマッタ！ 

たびたび放送、法相、呆相で辞任 

せめて３つの言葉で「国会は厄介だから気をつけて」とよればよかったかな。 

 

尖閣問題  「衝突したビデオ放映をしないでくれ」と中国・・・ 

  日本で「反中」になる映像だから、戦略的誤恵（互恵）関係で、うやむかか？ 

  内部抗争、反日教育、反体制、格差、とりあえずテーマは「反日」の中国。 
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２０１０年大いに笑いましたか？ ２０１１年もっと大いに笑いましょう！ 

 

佐藤忠恕   都々逸パロディー（お馴染み都々逸のもじりで世相を詠う）no.13 

 

① 相撲負けても 心で褒めて 63勝 大偉業 

（元歌 口でけなして 心で褒めて 人目忍んで みる写真） 
 横綱白鵬ついに負けてしまいましたねー。でもこれは大記録です、再挑戦期待してますよ。 

②  苦難乗り越え 来たのかひとつ はやぶさ宇宙の なぞ解きに 

（元歌 便り聞かせて 来たのかひとつ 窓を掠めて 飛ぶ蛍） 

7年もかかって奇跡の生還を果たしたハヤブサには宇宙の秘密を解くかも知れない物質を積んでたんだ。 

③  就活成功 命の明かり 決まらにゃバイトで フリーター 

（元歌 たった一つの 命の明かり 暮れりゃあなたが つけに来る） 
   過去にもない空前の就職難に学生さんたち必死です。でも新卒資格を3年にするって解決になるのかなー。 

④  仕分けしたのに 違いはないが ゾンビ予算で 蘇る 

（元歌 切れりゃ他人に 違いはないが 引かせたくない はやり風邪） 
民主政権になって唯一得点稼ぎの事業仕分けだが、以前仕分けしたはずのものが再仕分けされるってなぜ。 

⑤  仲間割れする 政府と与党 仲の良い時 思い出せ 

（元歌 喧嘩した時 この子をご覧 仲の良い時 出来た子じゃ） 
 予算編成でも税制論議でも党と政府の不協和音が絶えません。ここは仲良くしっかり仕分けしてほしいなー。 

 

野本浩一 お洒落日記【長崎かんぼこ王国 応援隊 隊士になった日】 

 １１月１９日、日比谷松本楼にて、長崎市役所主催の「東京ながさき情報連絡会」が開催された。 

今年のテーマのひとつは、長崎の企業の東京進出ＰＲとなっており、長崎に８０社あるという練り製

品企業が共同で取り組む「長崎かんぼこ（蒲鉾）」のブランド立ち上げ、売上げ倍増作戦である。生産量

や一人当たり市場規模が全国２位であるにも関わらず、「小田原蒲鉾」や「薩摩揚げ」に遅れを取ってし

まったことを反省し、これからＰＲしてブランドを確立しようとなったとか。 

という訳で「長崎かんぼこ王国」を立ち上げます。今回、連絡会に参加の皆さんには、是非、応援隊

の隊士として、宜しくお願い致します、と丁重なご挨拶があった。 

 名刺を作成して、送付させて頂きます。「どうぞ、よろしく」とサンプルが全員に配られた。 

 ということで、２０１０年１１月１９日を以って、ボクは長崎かんぼこ王国・応援隊・隊士となった。 

   身をすりてかんぼこを売る隊士には 名刺配られ使命重大 

   その昔かんぼこ売れた練るだけで  今売るために練るは智恵なり 

 

樋口七郎        切腹最中 持参仕り候 

  

元禄１４年３月１４日、江戸城「松の廊下」で吉良上野介を 

切りつけた「浅野内匠頭長矩」は、田村右京太夫屋敷で即日切腹を 

命ぜられました。 

 その屋敷跡地にある御菓子司「新正堂」が「切腹最中」を売って 

おります。 

 ネーミングは悪いのですが、あるサラリーマンが、取引先との 

トラブル処理のために赴くに際して、処理ができなければ切腹する覚悟ですと、この「切腹最中」を 

持参したところ、めでたく解決したとのことです。 

取引先とのトラブル真最中の方をご存知あれば、この「切腹最中」を、お勧めあれ！ 
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２０１０年ひとりで笑いましたか？ ２０１１年もっとひとりで笑いましょう！ 

 

平井幸雄          ゆめのこばなし 
 
常々思っていることを夢に見るといいますが、私は酒が大好きで、よく酒の夢を見ます。 
先日も、友達から上等なお酒をいただいたので、「今夜は寒いから、やはり酒は熱燗に限 

る」ってんで、燗がつくのを待っていたところで、女房に起こされました。 
「しまった。こんな事なら冷で飲んでおけばよかった」・・・ 
 
金が欲しぃほしぃと思いながら道を歩いていると、一両小判が落ちていた「これはありがたい」

と拾おうとすると、寒い冬で、ガチッと地面に凍りついていてはがれません。 
叩き割ろうとしましたが、石もなければ棒もない、「なんか暖かいものをかけたら氷が溶けるだろ
う」ととっさの機転で、ジャ～ジャ～小便を引っ掛けて、氷を溶かして小判を拾いあげて「しめし
め」と思った途端に目が覚めた。小判が夢で小便がほんものだった。 
 

「夢」とかけてホットコーヒーと解くどちらもさめない方が良い 

 

鎌倉の視覚笑害者・若狹芳生  ○オバマ大統領とメドベイジェフ大統領で時事川柳３句 

①「お茶会で オバマ苦い茶 呑まされて」 *ティーパーティに選挙大敗。 

②「オバマさん 抹茶アイスで 口直し」 *鎌倉大仏観光で。 

③「俺のシマ やくざよろしく ロシア吠え」 *北方四島視察で。 

  

広島市／香川信子   先日１２月号をみて、あまりの偶然にびっくりしました。 

永林寺の住職さんが載っていたからです。 

私事ですが、１１月９日、１０日で長崎を旅行した時、私が同封の永林寺さんの「仏様のことば」を皆

に紹介したばかりだったからです。２１名がマイクロバスで１泊旅行いたしました。楽しく、幹事さん

が後で皆にＦＡＸされたものを、又皆様にどうぞ、送ります。 

１年間ありがとうございました。ためにもなり大いに笑いました。 

来年もよろしくお願いします。 

 
 変集鳥返歌  笑うだけ それだけでなく ためになる 伝笑鳩は 国の宝ぞ 
        偶然が いくつも重なる 人生よ どうぞよろしく 続いておくれ 
 

大石脩          禁煙に成功！ 

 十月九日からだから充分にそう言える。過去に2度（１１年間と１３年間）あるけれど、３度目の正

直で永遠に続くことになるのかな。でも、何となく禁煙した気になれない。何故なら、実は電子タバコ

に切り替えたからで・・・といっても、ニコチンやタールは含まれていない。実際のタバコは吸うと胸

にグーンと重くのしかかってくる感じだが（個人差あり）、電子タバコは軽くてかるくて。慣れるまで物

足りなくて本当のタバコを吸いたくて吸いたくてたまらかなった。でも、もうその心配はなく、軽さに

慣れてしまった。その軽さかげんは、ゴールデンバットなみである。そして、吸えば先端に赤い灯がつ

き、すぐ消え又吸うと赤くなり、吐けば水蒸気の煙が出る。紫煙とまではいかないが、ほぼ、そのよう

な感じで、吸うと持ってる指が少し熱さを感じるが、灰が出ないので安心できる。そして、この電子タ

バコは充電する必要があり、又、香りがなくなってくるとフィルター交換する。 

 
先生「中学生なのに、もうトイレでタバコを吸っている生徒がいる。誰だ、お前か？」 

  生徒「先生、すいませんでした。本当に、すいません。もう、吸いません」 
  先生「タバコ吸うのもいいが、禁煙することで人間は意志も強くなる。禁煙だ！」 
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２０１０年ふたりで笑いましたか？ ２０１１年もっとふたりで笑いましょう！ 

上の空組 印南博之   ◆大娯解◆   「中国･四国地口旅行」 

①おならって下の咳   （下関） 

②大山を大銭て書いたらオエンのう 

③神様はいづも元気な仲人さん  （出雲） 

④小結が取りも鳥取大金星 

⑤お土産何かくれんかのう  （呉） 

⑥スペイン語みんなでＵＮＯから始めよう   （宇野） 

⑦古楽器鳴ると鳴らぬで値が違う     （鳴門） 

⑧大呆けが小呆けとコンビでやって来た   （大歩危） 

⑨優勝は高知のお陰ぜよ   （コーチ） 

⑩ゴメンナサイ手すり足すり額すり   （足摺） 

⑪今バリバリやがて敷かれる妻の尻   （今治） 

⑫列島へ新幹線が全通し     （善通寺） 

 
浜田頓坊      ☆甘辛都々逸ほのぼのランド☆  

<甘口> 

☆青い空より お札が降って そこに昼寝の 頬叩く 

☆五両十両 百両に千両 使いきれずに 目が覚めた 

☆これに似たよな 駄洒落の唄を どこかで聴いたよ その昔 

☆「女房質入れ この株買え」と バブル時代に 記事を見た 

☆あれから２０年 平均株価 四分の一だよ 底値圏 

☆兜町での バーゲン・セール いつ迄続くか さあてさて 

☆日本の株価は 今でも甘い 外国株より お買い得 

☆人の売る時 確り買って じっと待つこと できる人 

☆ただの一言 びしっと決めて さっと身を引く 術も要る 

☆儲けという字は 信じる者よ 急ぎ商い 損のもと 

 

<辛口> 

☆島を見にきた 泥棒のドンは 世界の涯まで 知れわたる 

☆外交オンチの 日本の政府 選んだ国民 罪重い 

☆柳田 仙石 その次誰だ 政治家仕分け 避けられぬ 

 

湯島天神「都々逸之碑」建立記念 第二回 都々逸全国大会 作品集  参加百四十五名 

平成二十二年十一月二十三日  吉住義之助（東京）選 

課題吟「菊」 七秀 風の恵みか毎年芽生え 忘れず垣根に咲く野菊 

自由吟    七秀 翌檜（あすなろ）あしたも真直ぐ背伸び 夢は檜の大舞台 

 

稲葉浅治           川柳 「クリスマス」 

 

サンタ来る信じた頃に戻りたい    煙突が無くて困ったサンタさん 

クリスマス苦しみますとリーマン後  サンタさん世界平和を連れて来て 

 

横浜市／高橋久夫     １年間、ニヤリ（伝笑鳩）をありがとうございました。 

来年も、たくさんのニヤリを楽しみにしています。 
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２０１０年みんなで笑いましたか？ ２０１１年もっとみんなで笑いましょう！ 
 

米岡 泰        南亭琴内氏のどんでん返し32  

 

ある会社の求人広告 

「急募！１分間７０語のタイピングが出来、パソコンの機械語を解し、バイリンガルの方。当社は

雇用機会均等法順守」 

通りを歩いていた一匹の犬が、これを見て応募して来た。マネージャーは 

「この仕事に犬は雇いません」犬は黙って「雇用機会均等法順守」の看板を指した。マネージャー

「よろしい！では、この手紙をタイプして下さい」犬はワープロに向かうと、下書きメモをあっと

いう間に、書式に合った手紙文に打ち直した。 

次にマネージャーは「この課題をコンピュータでプログラミングして解いて下さい」犬は１５分

で正答を出してきた。マネージャーは未だに信じられない様子で 

「この仕事にあなたは向かないと思います。何故なら、あなたはバイリンガルでなければなりませ

ん」 犬はマネージャーに向って吠えた「ニャーゴ！」 

 

奥村篤史   アッシー君の「国勢調査を初体験 洒落日記」 
 
5年に1度の国勢調査が今年の 10月 1日に行なわれました。謝礼 1地区3万円強、原則 2地区担当の
割りに人気がなく調査員が集まらず、市役所の人より頼まれる。経験者に聞くと、もう嫌だと言う。「☆
国勢調査は酷凄調査？嫌だ嫌だとやり手無し」。何故？「国勢調査は酷凄調査？夜は夫に同伴依頼」「☆
酷凄調査？防犯ブザーの支給受け」。同伴制度あり、防犯ベル支給。相当大変なんだなと思ったが引き受
けることに。「☆説明会も半日がかり、やっぱり酷凄調査かな」。 
今回記入書類は郵送で OK、調査員は記入内容チェックはせず、逆に絶対見るなの新ルール。郵送 OK
も大好評！ だが記入日の 10 月 1 日までに少なくとも 3 度訪問し原則直接渡しは継続。共稼ぎ家庭に
は夜の訪問もする。最終的には書類をポストに入れて OK。5 名以上になると記入用紙不足で追加、二
所帯同居にはもう１セット追加。調査員名が書かれている為連絡があり数度追加に行く。・・・ 

トラブル集 

○年配の男性出てくる。国勢調査ですと説明し出すと突然ドアを閉める。書類をポストに入れておきま

すという、入れたら破るという。１階のポストに入れるとその人降りてきて、書類を真っ二つに破る。

「☆書類破かれ驚くアッシー あやつ脱獄・犯罪者？」 

○9月末不在を確認したのに10月初 表札が付いている。10月2日3日が土日で引っ越してきたのだろう。

逆にいなくなっている人も。「☆10月2・3土日の引越し10月1日住むはどこ？」 

○今回は雨が多く書類が濡れしわ皺に。予備がないのでそれで提出すると、書き直し要求。「☆雨多く書

類が濡れる晴れ祈り アーメンアーメン祈れば又雨」 

 

河内長野市／山下貞子     皆様の健康が守られますよう、お祈り申し上げます 

今年も残り少なくなりました。 

いつも伝笑鳩をお送り下さり有難うございます。 

お元気で御活躍のこと嬉しく存じ上げて居ります。 

例年のように八十円切手を三十枚同封いたします。私は年を重ねて、眼が悪くなり字を読むのが大変に

なって参りました。緑内障で視野が狭くなっている様で、眼科には定期的に通っております。 

来年には満八十八才になりますので、今まで健康に過ごさせて頂いたことを感謝しております。 

伝笑鳩の働きがいつまでも続けられます様に、祈っております。 

野本様はじめ編集御協力の皆様の健康が守られますよう、お祈り申し上げます。 
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★１１月例会 １１月２４日 集合順  １６名  

野本浩一・曽田英夫・平井幸雄・阿部浩・一ノ瀬善秋    ＊２０１１年新年会会場地図 

高木正明・奥村篤史・佐藤忠恕・印南博之・米岡泰・ 

神代京子・西川信治・門口泰宣・藤井敬三・ 

渡辺みどり・柴本和夫 

 

＠２０１０年の「今月の一笑」の投票用紙、新年会の 

  案内（関東圏の人のみ）を送付します。 

  変集鳥宅の事情により、投票及び新年会参加申し込みに 

  つきましては、ファックスはご遠慮願います。 

  郵送又は、同人への手渡しをお願いします。 

＠２０１１年新年会は、昨年同様に、 

神田・多町のレストラン「ラ・リヴィエール」（第３ハヤカワビルＢ１Ｆ）で実施致します。 

１月１５日（土）、１２：００～１５：００のランチタイム、会費 ６，０００円 
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2010年11月15日～2010年12月13日 

新潟県：佐藤憲雄 埼玉県：大畑道之助、古澤史水、田中康浩、石原義三 千葉県：栗田勉 

東京都：浅沼マサ子、青木孝、稲垣元博、藤野哲康、宮川彰久、石井達也  

神奈川県：伊藤良雄、高橋久夫、中町栄住 愛知県：加藤勝彦  

京都府：大石脩、牟禮丈夫、久保三徳 大阪府：山下貞子 広島県：香川信子 

＊送付打ち切りのご連絡を受けました。永い間、ご愛読有難うございました。 

神奈川県：西森和枝 

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、どうぞご覧下さい。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。 

毎月の例会は、第４水曜１８：３０頃から実施です。 

１月１５日（土）新年会 神田多町ﾚｽﾄﾗﾝ「ラ・リヴィエール」 

            ℡ 03-3258-1800 

１月２６日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ 第２集会室 

２月２３日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

３月２３日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

千代田区立スポーツセンター   ℡03-3256-8447  

 

 
 

 


