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＊＊＊２０１１年６月 No.２６０＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

  

 

 

  

＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊ 

「あの日はどこに居ましたか？ その後は、 

どうされましたか？」ということが話題になる 

日々は続きます。本当に久しぶりに会った方と東日本大震災について語りながら、今を見詰めなお

す日々を過ごしております。過去の大津波を取り上げた書物が読まれてもいるようです。 

さて、４月の例会では、二ヶ月ぶりに会うというサロン同人もいました。例会で披露される作品 

に関しても、一日も早い復旧･復興を祈念するような作品があります。 

 ２６０号になった「伝笑鳩」でも、それらの作品を含めて、元気の素を届けたいと思います。 

  

福島市／松山カオリ   花々の咲き揃うさわやかな季節になりました。 

 先日は例会の皆様の作品をお送り下さいましてありがとうございました。お手数を掛けて申し訳なく

思っております。二ヶ月欠席して淋しい気持ちでしたので前回に続き四月の分も皆様の作品を読むこと

ができて本当に嬉しゅうございました。とても勉強になりました。 

 落ち込んでばかりでは元気がなくなりますので、今月は必ず出席しますので、よろしくお願いいたし

ます。どうぞお元気に・・・五月八日 

 

大阪府高石市／大森史郎  「伝笑鳩」、毎号ほんとうにびっくりしています。 

頓智というかアイデアというか感性というか、よくもここまでのものがどんどん出てきますね。 

私も稀には「おやじギャグ！」（「おやじギャル！」という人もいます）と渋い顔をされますが、

皆さんの傑作の足元にも及びません。 

あと百年くらい勉強させてもらってから投稿します。 

（あと百年は永すぎます。あと十年を目標に、出来る限り早く。来年でも・・・） 

 

新潟県魚沼市／永林寺／佐藤憲雄   伝笑鳩259号ご恵送ありがとうございます。 

毎回楽しみに拝しています。越後は五月というのに残雪があり、桜も中旬頃と思います。 

 

東京都町田市／青木孝   『伝笑鳩』ありがとう存じました。“可児”は読めませんでした。 

漢字の勉強までさせていただき、且つ、所在を再認識させていただき勉強にもなりました。岐阜県可

児市、それにしても印象に残る地名でした。良い五月をおすごし下さい。 

 

杉並区／辻喜代子   ジョークサロンの皆様 皆様の益々のご活躍お祈り申し上げます。 

永い間たのしい「伝笑鳩」お届け頂きまして、誠にありがとうございました。 

今回で送付打切りして下さい。ご健康とご多幸お祈り致します。 

（辻さんからは、カンパの切手を沢山戴きました。あらためて、御礼申し上げます） 

 

さわやかに 緑が萌えて 風薫る 大いに笑おう ジョークサロンで   【曽田英夫】 

 

 

  語呂合わせの詰め合わせ  

＊香取慎吾の蚊取り線香  

＊お久しぶりです。 

お日差し、ブリが照り焼き。 

＊酎ハイを中杯で下さい。 

＊土瓶沸騰（ロビンフッド）で万事急須。 

        東京都／片岡 隆 
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 ＊前回秀逸の宋志朗さんは宗志朗さんの誤りでした。「誤り」につき、「謝り」ます。御免なさい。 

 

稲葉浅治      川柳「返す」   また一波返す津波に巻きこまれ 

返すためまた借金の蟻地獄    恩返ししたい頃にはいない親 

合鍵をポストに返し終わる恋   遭難を避ける勇気で引き返す 

 

    「老いを感じるものは」 

 

 

思わず「ドッコイショ」と言ってしまう  （さいたま市：高木 正明） 

エレベーターを探しまくる        （港区：柏谷 達雄） 

高級レストランで爪楊枝をつかう     （稲城市：藤井 敬三） 

「あんた誰？」という言葉がつづく    （伊勢原市：武井 美雄) 

防災無線の尋ね人の年齢         （川越市：石原 義三） 

耳に入れど記憶に残らず         （佐倉市：笠原 宏之） 

一息ついてから又吠える老犬       （板橋区：植竹 団扇） 

白い鼻毛の発見             （京都市：牟禮 丈夫） 

「お若いですね」と言われる時      （文京区：稲葉 浅治） 

油っこいものが食べられなくなる     （町田市：浅沼 マサ子） 

綺麗な鏡                （横浜市：鈴木 びん子） 

「お孫さんは？」と聞かれた時      （荒川区：藤野 哲康） 

一升瓶が飲めなくなった         （渋谷区：樋口 七郎） 

黙っていても入場券が割引になる     （鎌倉市：浜田 頓坊） 

黙っていても入場券が割引になる     （岩手県：片山 敦夫） 

出不精になる              （千葉市：岡部 千代松） 

孫の還暦の祝い             （鎌倉市：志賀 明） 

ひまごの成長              （高知市：高橋 満子） 

身分証明書が米穀通帳の人        （横浜市：阿部 浩） 

アレ・ホレ・ナニの会話         （所沢市：北沢 正嗣） 

 

次回（第１２５回）の題  「無くなってうれしいものは」 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切日：6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 

娘の白髪       （世田谷区：奥苑 順子） 

【評】確かに自分の白髪よりガクゼンとなるかも。 

入選 

この世への執着が薄れる          （大田区：高 栄子） 

立って靴下がはけない           （横浜市：織田 元康） 

後期高齢者の保険証            （福島市：松山 カオリ） 

人目を気にしない身なり          （船橋市：川田 又一） 

 

佳作 
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一ノ瀬善秋  シャレクスピア（洒落久寿悲夜）  

 

３・１１ 地震・津波・放射能の三難 

マイナス語 余震 避難 被曝 自粛  節電 増税 風評被害 想定外 情報 

類似語   与信 非難 飛瀑 辞死苦 切電 造税 不評被害 想定内 剰報 

世界語   フクシマ ツナミ ニッポン ゲンパツ（厳罰） 

プラス語  ニホンジン精神 助け合い 援助 我慢 復興 技術・・・ 

 

「想定内で済む人生があるものか」と元気な戦中派 

＊見えたものが消えた（家・学校・工場・人・家畜・） 

＊見えない光が射す （放射能） 

＊外国が見ている 

   非難される首相・・運命だ！（交替・交代・・・誰が居る、世界に笑われる） 

   非難する鳩の軽口・マスク一郎と腹心（元自民党・原発も自民時代４０年前） 

＊「北国の春」は歌えないが、花が咲き緑の野山となる東北 

   与党も野党もない（夜盗）でも（四党・・）でもなく、頑張ろうオール日本 

  

高木正明    コミックどどいつ瓦版《東日本大震災特集 第二弾》 

 

でんと構えりゃ 動けと文句 動きゃ批判を 浴びる菅 

流す流さぬ 質屋じゃないが 原発汚水の たれ流し 

直ぐに健康被害は無いと 未知のリスクに 舌足らず 

出した工程 東電流で 上手く出来なきゃ 想定外 

地震・津波に 世界の支援 ガンバレ日本 応援歌 

たまるストレス 避難所暮らし 原発建屋の 作業員 

田畑・人畜 海まで汚染 原発被害に 恨み節 

福島産なら 何でもかでも  風評被害に 泣く産地 

自粛ムードの お花見よりも 被災産地の 酒を酌む 

義援金には 受刑者からも 罪の償い 気は心 

善意集めた 募金の箱を 盗む輩も いる世間 

キャンディー・スーちゃん病の床で 被災者気遣い黄泉の旅 

 

野本浩一     お洒落日記  【笑いは明日のエネルギー】 

連日報道される東日本大震災の被災者動向の中、元気を貰えるものがあった。赤沼ヨシさんという 

９３才のお婆さんを取材すると、ヨシさんは「まだ、たったの９３才よ。笑う門には福来る、なんだか

ら、笑って元気にならなきゃ」と、周りの人を励ましているとか。かつて、ＮＨＫのど自慢に登場して

会場を沸かせたこともある人で、被災した人たちの中で「それでも、笑いが必要なの」と、元気に振舞

っている様子が、テレビで放送された。見ているボクが大きな元気をもらった。 

 

行き過ぎた 自粛を自粛 さもなくば 金は回らず 仕事は増えず 

フクシマを いじめるなよと 思いやる ヒロシマのヒト ナガサキのヒト 

絶え間ない 余震の度に 思うのは 誰が止めるの 原発苦難 

風評が 農業漁業を 苦しめる 恨みつらみを 誰にぶつけむ 
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奥村篤史   「計画停電 施設は貸さず 真っ暗生活 洒落日記」 

計画停電の実施が始まる。小平市は公民館・地域センター・図書館・体育館など全ての施設が突然3月

末まで使用禁止。サア大変、予定していた水泳協会の会議50名は庭先で行われた。「☆庭先で会議す 津

波の現地並み？」。3月末発行予定の水協ニュースは数回の校正会議が全て引っかかり「☆ああせいこうせ

い校正会議どこも出来ずでああせずこうせず？」でも発行しました。プールも使えず「☆大地震 プール

も津波で？水泳禁止」。三味線は3月末発表会を予定しプログラムも印刷済み。会長は延期実施主張したが、

「☆幹部は今回中止を希望 皆も中止  々  々 ・・・の大津波」。そして集めた金は義捐金にしようと

いうことに。「☆会費4000円全部が義捐金？ 地震に寄付に心も大揺れ」。「☆昼のテニスも何故だか中止 

得意は目くら打ちなのに」「☆テニス仲間もお花見止めて義捐に妥当の？金1000円」。始めたばかりのマジ

ックの会も活動中止と義捐の電話。「☆マジックでお金出せ出せ義捐だ義捐だ、アッシー未熟よ、早く教

えて！」。初心者もどうぞで参加したばかりの囲碁の会も中止「☆関心あったがいつ始めるかな白黒を付

けるか囲碁よろしくね」小学校のグランド利用の朝のバードゴルフもまさかの禁止。何もやることが無く

なり残ったのは公園草むしり4ヶ所のみでした。 

 

笑門亭来福（西川 信治）   政治呆談：国民からの砲弾を受けよ 

○ソーリが「原子力についてもう少し勉強したい」と強く希望された。 

（安全とは程遠い）原子力安全委員会委員長談 

→ソーリ（そう言ったかは）「よく憶えてない」 

→そんな記憶力では勉強しても忘れてしまうだろう？（国民） 

○ＮＨＫ水野解説員  冷静に原発の危険性を指摘し続けた結果降ろされたとのもっぱらのうわさ 

○「歴史に残る復興を成し遂げたい」（ソーリ）意気込みはいいのだが復興会議メンバーに較べ議長は

口が軽く重し無しの評価。 

○「今じゃ枝野って呼びすてよ」 飯館村の主婦（官房長官が遅く来てすぐ帰ったことに） 

  

上の空組  印南博之       ☆大娯解★                  

①ラブ注入！ 楽しんご   ならば  冷却水注入！  福島原発 

②難破した漁船で助かった犬が居た！  シップがケンネルになったか 

③いわきアクアマリンから鴨川シーワールドへ避難してきたトドの一言 

     「トドのつまりが鴨川暮らしか」 

④１０年前に埋めた小学校のタイムカプセルが津波によって現れた 

   オイ出て来るのが早すぎるぞ！ 「はいわたしは閉所恐怖症でして」 

⑤団地の飲料水運びのボランティアにお相撲さんが参加した 

   その辺りで休みにしたら、に「のこった のこった」が思い出されて 

 

若狭芳生       “今が青春１８切符”の御殿場線旅でことばスケッチ 

２０１１･４･２ 大船発（東海道線）原・沼津（御殿場線）御殿場往復で沼津･三島(東海道線)大船着 

１．（呑兵衛たち） “花よ咲け酒・・・お花見列車” *お陰で三島大社で満開の桜に恵まれました。 

２．（淑女たち) ♪うちら陽気なかしまし娘♪やなくて、“♪ここは御殿場、お転婆娘♪”・・・元は娘の 

みなさん、御殿場で転ばんように！お転婆だけに。 

３．（御殿場の娯楽施設名） 「時之すみか」の漢字は木偏に西を書く。木偏に東で棟、木偏に南で楠、 

では木偏に北は？ そんな漢字ありますかな？ 

４．(江戸狂歌：駿河には過ぎたるものが二つあり富士のお山に原の白隠) そうです。お酒も化粧も 

ほどほどに。過ぎたるは及ばざるが如しであります。 
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曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

本当の事 誰も分からず 

・我が家では 停電ならず 何故だろう 本当の事 誰も分からず   

・シーベルト どんな基準の 単位なの 本当の事 誰も分からず 

・放射能 何処にどれだけ いるだろう 本当の事 誰も分からず 

・お魚に 水や野菜は 安全か 本当の事 誰も分からず 

突如あらわれ 突如消え去る 

・諭吉様 いつもいないが 時々は 突如あらわれ 突如消え去る 

・ゴミ出せば カラスの群れが カーカーと 突如あらわれ 突如消え去る  

世間はどないなってまんねん  

・スーちゃんは 太めだったが 可愛くて 好きだったのに スーッと消えて 

・佑ちゃんや 若い選手が はつらつと そんなニュースで 元気湧き出る  

・ラジオから ポロンポロンと 聞こえたら 直に揺れだす グラグラグラと 

  ・ポポポンにゃ テレビに出ぬが まだいるよ ただいマンボウ おやすみなサイ 

 

藤井敬三  ユーモア川柳 ＜解体新笑シリーズ＞ 「ああ、鼻」 

立体マスクはずせば元の低い鼻     花の香を嗅いだら蜂に鼻刺され 

赤鼻を付けてピエロのかくし芸     廻る寿司鼻近づけて返す皿 

生わさび鼻から目へと抜けていく    朝帰り小鼻が動き嘘がばれ 

珍しく妻の鼻歌孫が来る        バーゲンになれば鼻息荒くなる 

初めてのセールス鼻に汗をかき     宮仕え鼻っ柱が邪魔をする 

鼻のヒゲ引っ張りポチに噛み付かれ   鼻触る監督の癖サインミス 

 

門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 

１）頑張れは加油いところに手がとどく 

２）やたら組織を作り本部にだっこの対策協議 

３）首相（殊勝）な言訳ばかりでイイワケないだろうよ 

４）地震で亀裂が入りビッツリーしたなぁ、もう 

５）身自宅したいのに立ち入り禁止 

６）復興こうそう会議とは次のうちどれか？ 構想、抗争、高層、後送、高僧 

７）埋めよ増やせよの咎めがきた液状化被害 

８）キャンセル続出で観光鳥啼く 

９）現役復帰が悲ガンだったスーちゃん 

 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し３７   ◎緊急通報 

 

「誰かー！急いでー！助けを寄越してー！｣ 婦人が電話で金切り声を上げて叫んでいる。 

「どうされたのですか？落着いて下さい｣ と消防署の係員。 

「二人の裸の男たちが私の寝室の窓めがけて、よじ登ってくるのよー！」 

「こちらは消防署ですよ。この電話を警察署の方にお回しします」 

「だめよー！貴方たちに用があるんだからー｣ 婦人がまた叫ぶ。 

「どうしてですか？」と消防署員。 

「はしごの高さが足りないのよー！｣ 
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「？！×」 

渡辺みどり  親子の会話１４「音読」（あまんきみこ、車の色は空の色しろいぼうし）編 

娘：「菜の花横丁までお願いします、菜の花横丁までお願いします、菜の花横丁までお願いします、菜 

の花横丁までお願いします、菜の花横丁までお願いします、菜の花横丁までお願いします、……」 

母：「え？」 

娘：「だって、6回読むのは大変だから、こうやって一回で音読※を終わらせるの！ 

今から最高に早くするよ」 

母：「・・・？」 

娘：「白い白い白い白い白い白い 蝶が蝶が蝶が蝶が蝶が蝶が、舞い舞い舞い舞い舞い舞い…」 

母：「（変わらないと思うけど…；）」 

※ 「音読」(小学校の宿題)。国語で学ぶ単元やドリルを声に出して読む。１日２回、週末は金土日で２回×３

日＝計６回。きまって日曜日の夜になってしまう音読を、効率よく終わらせるためにあみだした娘の自慢の

策のようだ。良策か否かは、本人次第。でも、音読カードの保護者記入欄、「よくできた◎」、「もう少し△」

…JS所属の母としては、はなまる
．．．．

かな。 

 

柴本和夫       言葉の研究 

 

みずほのシステム障害の影響 

  銀行経営～障害減益   （参考野村は 野球人生～生涯現役） 

   自粛ムード～ATMの稼働を自粛対応としました 

   被災地支援～フクシマを応援します ⇒ 福島みずほ（どこかの党首の名前と同じですが・・・） 

ものは付け～かいだめ～とは 

   読売巨人軍・・・下位だめ ⇒ 常勝・セリーグの上位が定位置（一位じゃなくちゃだめ） 

   山ガール・・・・海～ダメ ⇒ やはり山じゃなくちゃだめ 

   富士山の眺め・・・・甲斐～だめ ⇒銭湯の富士は駿河の富士じゃなくちゃだめ 

   食のアレルギー・・・貝～だめ ⇒ 海老・蟹なら大丈夫ですが・・ 

「心」と「思い」も見えないけど、「心づかい」と「思いやり」も見えません。 

   電気と労働力と食糧は、東京に行くけど～東京からは何もきません 

   同心円の一律的な退避命令だけど～そこには家畜だって生きてます。 

   東電の社長は、被災地の人を心配しないけど～被災地の人は社長の健康を心配してます。 

   

大石脩       ダジャ連発 

☆「私のミラーはミラーい（未来）をミラーれるミラーよ、これをとくとミラーれよ」 

☆「ランキングのキングは、間寛平さんで 笑キングでもあるし、ショッキングだよーん」 

☆「ほおーあなたは肩が凝ってますね」 

「痛いーーー！」 

「おうー今度は別のとこが怒って（お凝って）ますねぇ」 

☆「お母さん、見てこんなとこにニワトリさんが居るよ」 

「まぁ、何言ってんのん、それはよく似た苔でしょ」 
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「だから、コケ・・・コケコッコさん」 

神代京子  『はめ字』 北上する桜前線に思いを託します。くじけないで・・元気出してと 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

石原正雄     ＜創作：故事ことわざ①＞ 

「光子の魂百まで」 

・・・体をきたえて１００歳まで女優を続ける人もいる 

「能あるたかの友梨 爪赤くす」 

 ・・・才能と美貌に恵まれた女性は美容業界で成功する 

「社歴も山の賑わい」 

  ・・・このリストラ社会で定年まで勤められれば最後まで平社員でも御の字 

「同期の落差」・・・最初はみな横一線だが、しだいに出世に差が出てくる 

「坊主にんにく食えば今朝まで臭い」 

 ・・・翌日にんにく臭いお経とならぬよう、僧侶は前夜の食事に注意 

「家内の体重を問う」 

 ・・・相手が一番聞いて欲しくないことを聞いてはいけない 

「男女七十にして飯をうな重にせず」 

 ・・・歳をとったら精のつく食事はやめて、あっさりしたものにする 

「病は木から」・・・花粉症のこと 

「ヨドバシで叩いて買う」・・・安売り店でもさらに値切って買おう 

「待てど介護の身寄りなし」 ・・・これからは孤独な高齢化社会を迎える 

 

香野好勇（好太）  好太川柳       東日本大震災鎮魂歌 頑張ろうチーム日本 

 

停電が呉れた朝風呂昼寝なう 

停電も地震の揺れも酒の友      

マーフィーを舐めた原発 

世をねめる 

 

今の世は自粛顰蹙皆萎縮       

晩酌の水道水割りそっと飲む 

定年後人ごみ牛の群れに見え     

 

電燈の紐が我家の地震計 

原発のニュース津波に皆やられ    

地震揺れ老化の揺れと 

 
 

 

 

が 核抱きて天より預かる原発の むずかる高温に人手放しつ 

ん ん、阿吽いのち大切魂込（たまこ）めて 再生へ力添えたき 

ば 早く早く逃げろ逃げろ高台に 海のもくずに幾千のひと 

ろ 論より証拠 大地震来たり 惨たり水漬く屍 方丈記 

う 生まれる子幸愛（ゆきあ）小林 奇跡の子 生命引きつげ宮古の母娘 

チ 地は裂けて 海は溢れてどよもせり 人のかよわさ大自然の前に 

イ いつかまた訪れゆくと約せしに 帆立の貝に会えず淋しも 

ム 無念なり祖先と築きし山河も 地底の揺るぎにご破算の跡 

に 逃げ場なく無慈悲の波にさらわれし 我同胞（はらから）に涙一束 

つ 積み上げは壊す力に抗いし 船も車も家も道端へ 

ぽ 吠える声海の叫びはこだまして 避難の民を幾夜おどかす 

ん ん、ん、ただ見守るかうつりゆく 運命（さだめ）を天にまかす日々来て 

                   量修 詠 （香野） 
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ダブリゆれ 

平井幸雄  

 
  紙面の都合で紹介できないものがあります。以下に記載します。 

 「鬼に金棒」「転ばぬ先の杖」「呆け帽子」「左うちわ」「大風呂敷」「ヨ・ウソ８００」「おかんむり」 

 

信用亭 駒公（世田谷 佐藤 忠恕） 
都々逸パロディー（お馴染み都々逸をもじって世相を詠う）no.18 

①  王室挙式は 節約ムード 庶民流儀で 暮らしたい？ 

（元歌 一人笑うて 暮らそうよりも 二人涙で 暮らしたい） 
   英王室も時代の波に洗われて、王子の結婚式も簡素に行われるらしいなー、それとも財政難かい。 

②  泣かざなるまい ファン熱望の 復活無理だよ スーなしで 

（元歌 泣かざなるまい 野に住む蛙 みずにあわずに いられよか） 
 キャンディーズの復活を願ってたファンにとって今回のスーちゃんの死は痛恨のきわみ 

③  野菜、魚も 安全基準 風評蹴飛ばし 暮らしたい 

（元歌 主は二十一 わしゃ十九 四十仲よく 暮らしたい） 
今回の原発事故は人災ですよ。それに加えて風評被害も加わると泣きっ面に蜂ですぜ全く。 

④  民の怒りは 限度を超えて 視察も半端に して帰る 

（元歌 春のひと日を つい飲みたおれ 花とふたり寝 して帰る）  

  総理の現場視察は台本通りにはいかず、却って避難民の怒りを買ってしまいました。もう優等生ぶりは駄目よ。 

⑤  政治資金の 操作はしても 義捐金出す 人がない 

（元歌 花は咲いても 身は山吹よ ほんに実になる 人がない） 
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   遼君やイチローが義捐金出してるのに、あの金庫に4億置いていた政治家は何も動いてませんねー。 

片岡隆    嗤いものですが、何か？ （震災関連）  

 

お叱りはあるでしょうが、肝心なことを避けて通るわけにはいきませんでした。 

川柳・狂歌・替歌 

松浪が 待つ波しばし まー津波 （元議員、水かけが好き） 

避難生活者のご心境：旅に病み 夢は枯野を 駆け巡る（松尾芭蕉、奥の細道） 

風呂の夢を見る  ：タイ湯あみ 湯女は華麗に お湯かけめずる（待ちましょう） 

計画停電の夜   :度々に止み 夕餉はカレーを 書け眠る（街を照らしそう） 

原発損傷     ：タービン止み 湯気は枯れ炉を 駆け巡る（末法場所または末期場所、  

多くの放送無知） 

対文（海郷さんもすなる「対文」といふものをボクもなさむとてするなり） 

震災復興の国債発行⇒ 地震債：ジシンサイ：遺産指示（遺産で国債を買いましょう） 

放射能の軽減措置⇒ シーベルト：取るべし（科学的厳密性に欠ける表現だが） 

昔はのどかだった⇒ エコ 鎮守 木 林：エコチンジュキハヤシ：シャバ基準値越え 

怒るときれいが台無し（女性大臣さん、落ち着いてね）  

⇒いい女怒り心頭、あり得ん指示：イイオンナイカリシントウアリエンシジ 

：地震エリア疎んじ理解、難を言い 

今度の地震は大きかった⇒ マグニチュード大：マグニチュードダイ：いた、道中に熊（熊も驚

いて飛び出したのか） 

各分野各国のレスキュー部隊が参加⇒ 窮すればレスキュー：キュースレバレスキュー（回文） 

 

シェイクスビア島川  《インテリゲッチャッチャ・ジョーク》「ト イ レ 物 語」 

 

▼３年前ウイーンに９日間滞在してウイーン国立歌劇場でオペラを３つ鑑賞。最寄りの駅は地下鉄

カールスプラッツ駅。その地下アーケードにある有料トイレには『美しき青きドナウ』が BGMで流

れていました。♪♪ なぜか出がいいような気がしましたし、イヤなことは水に流せ・・・という

ことのようです。これがハプスブルグ家の『文化』です。 (o^―^o) 

▼博多港から釜山へ高速フェリーで行きましたが、博多港のトイレには韓国の人たちへの配慮でし

ょうか、使用済みトレぺを入れるバケツが置いてありました。日本は湯水のように水も紙も使い捨

てにしています。韓国、中国ではトレぺを流す習慣がまだ十分ありません。また会社の出張でアム

ステルダムに行ったとき、巨人国オランダのオフィスのトイレの「モーニングフェイス」(^人^) 

が高い位置にあるのです。これも『文化』・・・参りましたねえ。（×｡×） 

 

浜田頓坊  甘辛都々逸ほのぼのランド 

 

★国籍取得し 日本に住むと 歓迎ドナルド キーンさん 

★残った奇跡の 一本松に 夢を託して 義援金 

★笑いが効くとか 糖尿病に 臨床医学で よい結果 

★真面目くさって 冗談とばす これぞユーモア うまい洒落 

★「持って帰れよ 原発なんか」 気持ちわかるが 切ないな 

★ずけずけ東電 批判はよいが 怖い群衆 心理波 

★目には見えない 放射線を 閉じ込め作業は 命懸け 

★一度やらせて みようじゃないか 政治ではこれ 大誤算 
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★きょうも明るく 縁起をかつぎ 岡本太郎の 鯉のぼり 

４月例会 ４月２７日 会場：島ひで    集合順 １９名   

野本浩一・石原正雄・片岡隆・阿部浩・川島奈緒美・奥村篤史・印南博之・門口泰宣・平井幸雄・ 

佐藤忠恕・曽田英夫・藤井敬三・柴本和夫・米岡泰・神代京子・高木正明・一ノ瀬善秋・西川信治・ 

渡辺みどり 

＊３月に引続いて、居酒屋「島ひで」での例会でした。３月は計画停電の影響等により、参加者は 

 １０名という少し寂しい例会でしたが、今回は１９名となり、女性陣も３名になりましたので、 

 賑やかな例会になりました。 

＊スポーツセンターでの例会よりも少し早く１７：３０頃から集まり始め、１８：００頃には半数 

 近い人が集まりました。伝笑鳩を封筒に詰める作業が済んだのは、１８：３０頃です。それから 

 例会になり、作品披露となりましたが、その時点で、他のお客様が、飲んだり食べたりしていま 

 したので、皆さん、気もそぞろという雰囲気でした。「早く、飲みたい！」という気分ですね。 

 その気持をぐっと抑えて、１９：３０頃まで作品披露を行い、それから１９名での賑やかな二次 

 会を楽しみました。毎月会っていた常連組も、３月は欠席の方がいましたから、久しぶりという 

 ことで大いに話が弾みました。趣味の仲間の集いは、遠慮不要というのが嬉しいものです。 

 

＊例会で披露された作品が多くなったことや、投稿作品も増えてますので、掲載に際して、割愛 

 する笑品がかなりありました。ご容赦下さい。個人の作品はＨＰ等でお楽しみ下さい。 
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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・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 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2011年4月19日～2011年5月15日 

福島県：松山カオリ 東京都：青木孝 神奈川県：浜田親一 京都府：大石脩 

大阪府：大森史郎 

＊切手送付、カンパありがとうございました。 

送付打切り 東京都：辻喜代子 

長い間のご愛読、ありがとうございました。 

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。 

６月２２日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

７月２７日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

８月２４日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

千代田区立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  ℡03-3256-8447   


