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◎時事川柳
小沢がせ 菅も狂って あかん野田
スクリュウで 洪水戻す そりゃ無理タイ
神奈川県／米岡泰
＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊
ジョークサロン２０周
年記念事業として取組み
ました記念誌出版は、自
費出版という形になりま
したが、無事に刊行する
ことが出来ました。
原稿のみならず、費用
供出に応じて頂きました
サロン同人の方々に、厚
く御礼申上げます。
忙しい合間を縫って、賑やかで元気を貰うこと
ができる表紙を描いて頂きましたサロン同人の波
木博信氏の協力は、本当に有り難いものでした。
また、毎月の「伝笑鳩」の印刷につきまして、
多大なる協力を頂いております㈱リョーイン殿に
は、今回の自費出版に関しましても、
「伝笑鳩」同
様に、温かいご支援を頂きました。
皆様のご支援、ご尽力によりまして、無事に刊
行に至ることができまして、
幹事鳥の３羽
（快鳥、
変集鳥、金鳥）は、祝杯を挙げて、飛び上がって
しまいました。

さて、ジョークの宝箱には、右上掲載のよう
な面々による個性溢れる作品が掲載されております。変集鳥も、友人諸氏に届けたり、カンパ代わ
りに買い求めて頂いたりしております。長崎の友人からは、
「女房が、先に読み始めて、面白すぎ
るわ、と読み続けてます」というメールが届きました。
快鳥と変集鳥は、同巣会（どうそうかい）にひっかけまして、高校・大学の同窓会で、宣伝・頒
布に励み、カンパを沢山頂くことができました。
まだまだ、在庫はあります。これから、寒くなって来ます。寒波の襲来が予想されますが、皆様
からのカンパの襲来にも、備えておりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
ご案内は、１０頁に掲載しておりますので、ご参照頂ければ、光栄です。
＊代金は、千円もしくは千円相当の切手です。
では、今月の伝笑鳩をどうぞ、お楽しみ下さい。笑顔を忘れずに、を合言葉にしましょう。
秋深く 青空の下 紅葉萌え 大いに笑おう ジョークサロンで
【曽田英夫】
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妻の長所
秀逸

入選

佳作

（稲城市：藤井 敬三）

【評】大人（たいじん）だなあ。ボクは短所を見つけて喜んでるのに。

「すぐ忘れてしまうものは」
カレーの中の肉
太指にはまる指輪
好みの洋服とバッグ
うまくて安い焼鳥屋

（さいたま市：宗
（大田区：高
（横浜市：鈴木
（千葉市：岡部

志朗）
栄子）
びん子）
千代松）

金を貸してくれる友達
思わぬ所から出たへそくり
雑踏駅で待ち合わせた人
ちいさい秋
冬服のポケットの忘れ金
ホールインワンの記念プレート
雪の下のふきのとう
腕のいい歯医者
庭に生えてきた金の成る木
戦地から帰ってきた息子
夢に出て来た初恋の人
落したコンタクトレンズ
同姓同名
結婚相手
大掃除で出て来た５００円玉
へそくりの在りか
バーゲンセールのちらし
忘れていたもの
同じ所にある黒子
新聞に載った宝くじの当選番号

（横浜市：阿部
（伊勢原市：武井
（川越市：石原
（鎌倉市：志賀
（岩手県：片山
（鎌倉市：浜田
（渋谷区：樋口
（文京区：稲葉
（さいたま市：高木
（港区：柏谷
（町田市：石井
（福島市：松山
（所沢市：北沢
（荒川区：藤野
（京都市：牟禮
（船橋市：川田
（江東区：柴本
（町田市：浅沼
（板橋区：植竹
（高知市：高橋

浩）
美雄)
義三）
明）
敦夫）
頓坊）
七郎）
浅治）
正明）
達雄）
達也）
カオリ）
正嗣）
哲康）
丈夫）
又一）
和夫）
マサ子）
団扇）
満子）

次回（第１３１回）の題
「捨てたくても捨てられないものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切日：12 月 10 日
ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
青木孝

『ジョークの宝箱』ありがとう存じました。カバーの絵もステキです。
会員の方々の、正に豪華な足跡です。ますますのご発展をお祈り申上げます。
藤野哲康
毎月「伝笑鳩」を楽しく見させて頂いています。
今回の「ジョークの宝箱」の発刊おめでとうございます。私の知人でジョークサロンに大変興味
を持たれた方がおりまして、伝笑鳩を差し上げましたところ、仲間に入りたいような事を言ってい
ました。その折は、よろしくお願い致します。
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柴本和夫
言葉の研究
「○○の△△氏」
リビアのカダフィ氏・・・・・死亡が世界の知るところに
1942 年生まれ～1969 年にク－デタ－で政権樹立
42 年間の独裁政権～69 歳で殺害
シルトで殺害されたことが、世界のシルト（知ると）ころとなりました
タイのインラック氏・・・・・兄のナナヒカリ
タイの初の女性首相（44 歳）～親でなく兄のナナ光
（9 人兄弟の末っ子）
タクシン氏（実在）～元首相：政治手法はタクシンでなくカクシン（革新）的とのこと。
アンラック氏？～すこやかにお休み中：アンラクシ（安楽死）との噂も・・・
ウンラック氏？～運とラック（幸運）を手にしたそうです。～ツキを呼ぶ名前ですからね
エンラック氏・～日本で落語家（円楽）をしているそうです。～腹黒・友達がいないらしい
日本の野田氏・・・・・・詐称疑惑・金権体質
出身地の偽装疑惑が発覚！
野田氏の出身地： 千葉県の【野田市】でなく、
【船橋市】です。
党籍： 民主党 ではなく、泥臭くて地味な～地味ん党（奥さんも地味・・）
≪どじょう≫するなら、≪金≫をくれ
≪どじょう≫するなら、≪票≫をくれ
福島の土壌（とじょう）はどうするの？
門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）どじょうするなら金をくれ
議員歳費満額支給
２）本牧亭閉鎖
降壇師
３）タイへんだ、バーツの国からパーツが入らない
４）まさか再度復活は住居（すまい）？
朝霞公務員宿舎
５）格差の壁に挑むデモです
ウオール街
６）土壇場で息切れとはアンブレラブル
ヤクルトフアン
７）落合へしあいして首位奪回のドラゴンス
８）ギリシャ財政再建への道のりは悪路ポリス
９）しがない性（さが）の旧習電力の報告書
10）維新伝心を狙う橋下氏
神代京子
「あきのよい」
「やまもみじ」
「いわしぐも」
「さとのあき」
美いあ小や
しざきさま
いよのきあ
思いよ宿い
出月いでの

おりこみ『はめ字』和歌風味
山あいの 小さき宿で 秋の宵 十六夜月 美しい思出（おもいで）
あでやかに 谷間いろどる 山紅葉 青き美空 止る時間
被災地に 野分わたり いわし雲 仰ぐ心に 希望も宿る
故郷は 稲穂と柿実（かきのみ） 里の秋 夕空赤く 遠き思出（おもいで）
ま青やたあ
るきまにで
じみもまや
か空み彩か
んとじるに

希あい野ひ
望おわ分さ
もぐしわい
宿心ぐた地
るにもりに
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と夕さ稲ふ
お空と穂る
きあのとさ
思かあ柿と
出くき実は

片岡隆
嗤いものですが、何か？
★懐かしの名画・名曲を弄ぶ（もてあそびシリーズ）
テレビ映画「ローハイド」：歌フランキー・レイン「老練、老練、老練・・・老～廃～度」
テレビ映画「ローンレンジャー」：「キモサベ、インディアン嘘付かない」「はいよ、シルバー、
老練じゃ」。衣装は異なるが、怪傑ゾロや、オペラ座の怪人と同一人物かも知れない。
サイモンとガーファンクルの「スカバローフェア」
アー ユー ゴーイング トゥ スカバローフェア
⇒ああ言う 強引と
スカ バカヤロ 変や
パセリ セージ ローズマリー アンド タイム
⇒ぱしり政治
戸締り
安堵皆無
★狂歌破門（快鳥のパクリですみません）
押せど引けども びくとも動かず
象さんが お食事あとの お昼寝だ
押せど引けども びくとも動かず
台風で
道に倒れし
マロニエよ 押せど引けども びくとも動かず
倒木を のこで挽いたら はさまれた 押せど引けども びくとも動かず
大関の
誉れめでたき 琴奨菊
押せど引けども びくとも動かず
与野党の 意地の張合い 国止める
押せど引けども びくとも動かず
拉致されど 手詰まり無策 彼の国は 押せど引けども びくとも動かず
駆け込みて 飛び乗る前に 閉じしドア 押せど引けども びくとも動かず
高血圧 ジョークサロンで 笑い過ぎ 押せど引けども ぴくとも動かず

奥村篤史

アッシー君の「男の料理教室―いろは」に入会洒落日記 （抄）

今年の4月より地元小平の男の料理教室に入りました。1回の会費が材料費込みで500円のみという信じ
られない会費！年配者が多く老人クラブ？ 親子丼・肉じゃが・味噌汁・簡単サラダ・デザートなど食べ
やすく作りやすい料理ばかり。しかも 現ｏｒ元会員の奥さんが講師となり続けてくれて、もう20年以上
も続けているという。毎回の出席は12－3名。気ままに出席しています。楽チン楽チン！
「☆理想の教室会費が安い材料費込で500円」
「☆理想な教室お袋料理作るに簡単食べて良し」
「☆理想の教室同世代ばかり高齢加齢の老人クラブ」
「☆楽チン楽チン会費が楽チン作るも食べるも居るのも楽チン」
開始は1時半、出来上がりは2時半～3時。そして試食。昼食を取ると食べられないので、昼はおにぎり1
個だけ食べ我慢。賑やかな試食会。美味しい美味しい、反省は少々。分配量が多い為半分以上残る。それ
をタッパに詰め持ち帰り、晩飯として再び登場します。
「☆料理教室会費が安い晩飯込みで500円」
「☆おにぎり1個昼飯で食べた昼と夜とで600円！」でした。
実は昔アッシー君現役時代、フランス・イタリア料理の「ラ・ポルタ」の取締役総支配人に命ぜられ、
東京都調理師の免許を取得してしまいました。
「☆取締役総支配人アッシー君は調理師免許を騙し取り」
「☆調理もできずに調理師免許あっしはどうする？どうする？どうする！」
定年後、自分の昼飯は自分で作っています。女房、昼間は気兼ねなき自由時間になり大変幸せに。これ
をある人に言った所、素晴らしいことだけど他ではあまり云わない方が、と。料理のできる男はいいが、
多くの料理出来ない男はこれが広まると全く困ってしまうからね。
・・・？！
「☆男子厨房に入るべからず 守り育った！信じてた！」でも「☆厨房に入れば楽し食作り」
「☆料理教室いろはに入会 ほゝゝへゝゝと散りぬる終わかに成りませんように！」
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米岡泰

南亭琴内氏のどんでん返し４３

◎「三つの願い・役人編」

役所で退屈しきった職員が、暇つぶしに古い倉庫を漁っていたら、古い真鍮のランプが出てきた。 ア
ンチークで持ち帰ろうと、錆びた所を一寸こすったら、何とランプの精が出てきた。
「カダ～ム！３つの願いを叶える～」
「まず冷えたビールを一杯くれ！」
「カダ～ム！」冷えたジョッキーが出た！
「美女達にモテモテで暮らしたい！」
「カダ～ム！」突如、南海の楽園にワープ、美女達がにこやかに彼
を取り巻く。彼は悦に入ってウッカリ３つ目の願いを言ってしまった
「何もしないで楽に暮らしたい」
「カダ～ム！」
彼は元の役所の自席に戻っていた。

香野好勇（好太）
好太川柳
粋な人秋の味覚に屁でこたえ
スマホ手に格差抗議のウォール街
ＯＢ会病気自慢でお開きに
積ん読が崩れかかって読めと言う
不況風ユニクロ乗せて五番街
高木正明

お医者さん！ヤブでいいのは蕎麦屋だけ
秋怖い美術音痴にメタボ族
色白の美女がパクつくクリ－ムパン
資産なく浅学非才俺なノダ
今きっと天じゃこれでは水不足

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》

（Ｔ）とんだ協定 （Ｐ）ピントが合わず （Ｐ）パニック起きそう ＴＰＰ
ユーロのお荷物 破綻のギリシャ 支援どうする 義理捨劇
遂にカダフィ 袋のネズミ 哀れ独裁者の末路
タイの水難 企業にピンチ ワニも逃げ出す 大洪水
富める一部のリッチに反旗 世界に広がる 貧者デモ
ホットスポット 調べてみれば 床に怪しい ラジウム・ビン
食の安全 宣言しても 風評被害が 吹き飛ばす
大王製紙の 元会長が ティッシュ代わりに 使う億
遺産商品 人気がアップ ジョブズあの世で ほくそ笑む
開き直って オレ流見せて 勝ったが兜を 脱がされる
浜田頓坊
―甘辛都々逸ほのぼのランド―
宝箱とは 立派な記録 揃って力作 おめでとう
① 米大統領 演説ジョーク 都々逸口調で 詠んでみる
（以下 五字冠）
② アメリカの 大統領には ゴーストライター ジョークのプロなど いると聞く
③ オッパイの 数に比べて 子ブタの数が 多すぎ困ると リンカーン
④ Ｆケネディ 国がどうしてくれるか問うな 何ができるか 皆よ問え
⑤ Ｒレーガン 未来は勇者の 為だけにある 臆病者には 無い世界
⑥ Ｗブッシュ 「ランクＣ」クラスの 成績でもね 大統領には なれるんだ
⑦ 政治家は オムツと同じさ どちらも何れ 取り替えなければ ならぬモノ
稲葉浅治
川柳「１１月」
七五三ママの着物が目立ってる
ボタモチがおはぎと呼ばれ秋を知る
菊人形大河ドラマの主人公
文化の日文化について考える
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文化祭模擬店文化花盛り

一ノ瀬善秋
シャレクスピア（洒落久寿悲夜）の聞き書き
Ｉ・Ｈ・Ｒユーモア共和国のサミット（１０月１５日）レポート
各国（各支部）は語る
＊父と子 「お父さん、僕名前を変えたいんだ」
「ダメだ」
「僕、芸人になるんだ！」
「芸名だからいいだろう」
「ダメだ、お前が有名になったら俺が困る」
＊区役所のカウンターで怒鳴る人がいる、＊「皆さんの声を聞かせて下さい」と・・
投書箱に向かって「わあ～、今日も元気だ！・・」
＊支部会員にあだ名が「河馬さん」
、かばの観察・研究の得意な人、カバの歌がないと嘆
く。Ｍさん「ある、ある、千昌夫の『北国の春』白カバ青空・・がある」
童謡にはリス、山羊、犬、猫、熊まであるのに「カバ」がない「あるよ、ある」
「海行かば、水漬（みづ）くかばね・・」
「古いね、軍歌だね、南の国へ行ったんだね」
＊カバさん、野毛山の動物園で河馬を観察、河馬の上にカラスが乗っている。ビクッともしない、
カラスは突いている？虫を突いているか、毛を抜いているかその度にピクッとする。
＊中国語 目出度く金持ちになるようにと新年の挨拶「恭賀発財」
、ワンパターンは×（馬鹿）
、風流
×（下ネタ）
「蚊」は中国語、ミャンマー語も発音が日本語では「チースー」
「スーチー」とか紹介
した。
＊大宮支部 埼玉県は「スカイツリー」建設を熱心に勧誘したが墨田区・曳船へ行ってしまった。
代わりに鉄道博物館が出来た・・まあ～いいか。６３４メートル武蔵の国へ行った。

ＮＥＷヒライ信 VOL.2 NO.47 何ぞ？ なぞ？・・・
（謎謎、なぞ）
☆問題 ★ヒン頓智 ○こたえ
☆「子子子子子子子子子子子子」は何んと読む？
★日本で最初のなぞなぞ。考えたのは嵯峨天皇、解いたのは小野篁と伝えられている。
○ねこ（の）ここねこ、しし（の）ここじし（猫の子子猫、獅子の子こ獅子）
☆朝は四本足、昼は二本足、夕は三本足。この生き物は何か？
★ギリシャ神話のスフィンクスが出した世界的に有名ななぞなぞです。
○人間
☆朝･昼・晩の３食とも同じものを食べた。何を食べたか？
★３度も・・・
○サンドイッチ（３度一致）
☆背景に書かれているものは何？
★北の下、京の上・・・
○月と日
☆朝から晩まで働いた人にくれるものは何か？
★夏より冬の方がくれう時間が早い
○日が暮れる

平井幸雄

藤井敬三
ユーモア川柳 ＜解体新笑シリーズ＞ 「ああ、歯」
白い歯の笑顔にこころ食べられる
女房の小言を聞けば歯が疼く
妻よりも優しい声で歯を抜かれ
熱唱で差し歯が落ちた演歌歌手
値切ったが不安が残る歯の治療
嘘ついた夜念入りに歯を磨き
その啖呵奥歯が我慢しろと言う
今日もまた入れ歯を探すお爺ちゃん
入れた歯を無常にガムが持って行く
歯医者の日だけは忘れぬお婆ちゃん
総入れ歯素通りをする乾物屋
小六の孫の宿題歯が立たぬ
はずされた歯車ひとつ定年後
真打の歯切れのよさが江戸を呼ぶ
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上の空組
印南博之
①消防車出動

大娯解
上 「集合！上戸の隊員のみ乗車」
ナ
なんで！
「下戸は匂いを嗅いだだけ酔ってしまい仕事にならん」
下 「集合！下戸の隊員のみ乗車！」
ナ
なんで
「上戸は空になったタンク車に酒を入れて帰る恐れがある」
②「魚塚」はオレのことかとＢＯＴＫＡ言い
（ウォートゥカ）
③海賊ってラム酒が好きだよナ
じゃあ山賊は？
八海山、鳥海山、岩木山、武尊（ほたか）山・・・
④火炎瓶担当はなんでイビキかいてんだ！ 徹夜で空き瓶を作っていたようで
⑤「その方はササをたべるか」 じょうだんじゃねエおいらはパンダじゃねえんだ
「ハテ笹とは竹葉青という唐渡りの酒のことじゃ 熊猫も飲んだかのう」
（八五郎の出世）

海郷達人

パリンドローム（英語の回文）の一部紹介
Don't nod
Never odd or even
Rats live on no evil star
No trace; not one carton
Was it Eliot's toilet I saw?
Murder for a jar of red rum
Satan, oscillate my metallic sonatas!
A Toyota! Race fast... safe car: a Toyota
Straw? No, too stupid a fad; I put soot on warts
Are we not drawn onward, we few, drawn onward to new era?
Doc Note: I dissent. A fast never prevents a fatness. I diet on cod
No, it never propagates if I set a gap or prevention
Anne, I vote more cars race Rome to Vienna
Sums are not set as a test on Erasmus
Campus Motto: Bottoms up, Mac
Go deliver a dare, vile dog!
Madam, in Eden I'm Adam
Oozy rat in a sanitary zoo
Ah, Satan sees Natasha
Do geese see God?
God saw I was dog
Dennis sinned
出典：http://www.fun-with-words.com/palindromes.html から抜粋

若狭芳生
アナグラム を ほんの 数グラム
セシウム
牛咽せ・虫失せ
人体に有害。牛は咽せ、虫は失せる。
ストロンチウム
無論土地吸う
土地や土壌も被害。
ベクレル
レベル苦
高レベルなら苦渋。ノーベル賞のベクレル氏が発見。
ラジウム
宇治村
京都の宇治にもラジウム温泉が。
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曽田英夫

狂歌ＮＥＷ門

苦笑いしか やりようがない

・ 気がつけば 40 分も 寝坊して 苦笑いしか やりようがない
・ 買おうとし 値札をみれば バカ高く 苦笑いしか やりようがない
・ 宝くじ 二万も買って 当たらない 苦笑いしか やりようがない
えらく心配 金の心配
・ 擦り寄って オレが好きだと 美女が言う えらく心配 金の心配
・ 身の回り 慶弔ごとが 多すぎる えらく心配 金の心配
・ パソコンに インターネット プリンター えらく心配 金の心配
世間はいったい どないなってまんねん
・ 落合は やめるも最後 優勝し 後一息で 日本一に
・ 阪神は 急に真弓を 首にする 前に告げてりゃ 三位とれたか
・ オリックス 最後逆転 され 4 位 バファローは泣き 毛の差に「モー」

笑門亭来福（西川 信治）
☆政治呆談
◎世相呆談
☆小沢初公判にて 「こんな裁判は即やめるべきだ」
国会の証人喚問には応じず「司法の場で話す」と言ってたのにこれだ。
☆文科省の放射線新教材→福島原発の怖さについては全く触れていない。原発事故への反省なし。
◎「日本の若者は昔は海外へ行きたくても行けなかったが、今は行けるのに行かない」
「原発事故は恥ずかしい事。日本こそ原発に代わるエネルギーを手掛けるべきだ」
素晴らしいオザワセイジ
同じ姓でも政治家小沢とは正反対
◎落合退団
リーグ優勝したのに何故？
中日球団トップ「彼はヨイショが出来ないんだよ」
→無理でしょ「いつも胴上げでよいしょされてる方（ほう）だから」
◎立川６億円強盗 元美容師の男 分け前もらえず内部告発
ヘアーサロンがヘイ（塀）サロンになってしまったな
◎韓国大統領の晩餐会に日本料理（すし、和牛）を出したと韓国マスコミが騒ぎたて。いいじゃ
ないか男女のプロゴルファーや、セクシー女性グループ、イケメン俳優がいっぱい日本で稼い
でるんだから。スシも和牛も世界の料理。晩餐会にキムチやビビンバは出せんだろう。
食い物の恨みはおそろしい。
浜田頓坊
「ジョークの宝箱」読みました。
皆さん、いろいろのキャリアーの持ち主で、その方面のプロですね。
よい勉強をさせて頂きます。マイペースで、ぼちぼち書くつもりです。
今後ともよろしくお願いします。
樋口七郎
いい加減にして欲しいよ！
ある飲み屋さんに入って、ワインを頼んだら一杯１０万円とられた。
ワインの産地は、ぼるドーだった。
菅谷信雄
ゆっくりすます、しっくりすます、とっくりすます
妻に、今年のクリスマスは「クリで済ます、クリスマススにしようか」と言ったら、
妻が、
「それなら、クリご飯、クリームシチュー、ケーキはモンブランにしましょう」と応えました
私が、
「アルコールは、ワインでなく、とっクリに日本酒、つまみはクリきんとん」と。
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信用亭 駒公（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.24
タイの洪水 被害は止まぬ 止まぬはずだよ 無対策
（元歌 歳は取ったが
浮気は止まぬ 止まぬはずだよ 先がない）
ギリシャ国内 デモ呼び掛けりゃ 役人ばかり 寄ってくる
（元歌 香具師が花見で
口上きれば 桜ばかりが 寄ってくる）
緑の革命 初心を忘れ カダフィ最後は ただひとり
（元歌 会いたさ見たさに 怖さも忘れ 暗い夜道を ただひとり）
嫌いなお方の 意見が通り セ連覇でも 首が飛び
（元歌 嫌いなお方の 親切よりも 好きなお方の 無理がよい）
大阪改革 邪魔する奴は 知事辞めてでも 対抗す
（元歌 人の恋路を 邪魔する奴は 窓の月さえ 憎らしい）
無理を無理とは 言わせぬように 除染は東電 最後まで
（元歌 無理を無理とは 思わぬような そんな無理なら 言われたい）
角栄政治に いろはを習い 大義忘れて 金ばかり
（元歌 七つ八つから いろはを習い はの字忘れて 色ばかり）
公約実現 難航すれば それを端から 破る党
（元歌 富士の山ほど お金を積んで それを端から 遣いたい）
野本浩一

お洒落日記

さらば会社、よろしくハローワーク

【１０月１３、２４日 グッドモーニング？ ハローワーク、ハロー！ ハローワーク】
さあ、年金の前に「雇用保険」を頂こう。ということで、ハローワーク大森に出向く。何しろ、初め
て行く場所なので、幾分緊張して「朝だから、グッドモーニングという挨拶でいいのかな。ハローワー
クという名前なんだから、やはり、挨拶の出だしは、
『ハロー』というべきかな」と悩みつつ歩いた。大
森駅で下車して、地図を片手に、駅前の薬屋さんの店員さんに尋ねると、聞かれ慣れているのか、手で
前方を示しつつ「このまま、真直ぐですよ」と言われる。店員さんの顔には、
「大変ですよね。頑張りま
しょう！」という表情があるような気がした。
「ありがとうございます」と答え、
「しっかりやりますか
ら」と、以心伝心で伝える。
玄関を通りつつ「ハロー！」とは声に出さず、そろりと入ると、９時ちょっと過ぎなのに、結構な数
の人たちで、溢れている。まさに、老若男女、溢れるヒト、人、ひト、ヒと、ひとである。いろいろと
注意書きが溢れているのだが、それらを総称して「波浪注意報」というらしい。
無事に、失業状態を認定してもらい、頂くべきものは頂いた。２４日以降、顔出し（俗語的には、出
頭！なのか）しなければならない月日の指定を受ける。
「雇用保険」をもらう為には、まだまだ乗り越え
なければならない勤めがあることを知り、ハローワークにグッバイを告げて、帰宅したのだった。
気合込め ハローと言って ワーク見る 湧くものはなく またグッバイ
野田文雄
時代の流れを詠むひととき
苦労せず登りつめたる双六で 腕振るえるか栗山英樹
もうもうも もうもうもうと 人気落ち 競値上がらず じっと牛見る
大石脩
ジョークサロン２０周年＋なう！
楽しいとき：ジョークサロン
苦しい時：冗苦サロン
娘が多いとき：嬢九サロン
和室の時：畳句サロン
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飛行機の中：上空サロン
上達すれば：上級サロン

１０月例会 １０月２６日
集合順 １７名
平井幸雄・香野好勇・高木正明・阿部浩・佐藤忠恕・一ノ瀬善秋・曽田英夫・奥村篤史・野本浩一・
門口泰宣・藤井敬三・片岡隆・海郷達人・柴本和夫・神代京子・米岡泰・印南博之
＊１０月２５日に、神田河岸ビル内の東書店に納入された「ジョークの宝箱」を、例会当日に、
原稿寄稿者の皆様に、配布しました。また、寄稿者以外の方には、購入頂きました。
片岡さんは、大きなリュックを担いでこられて、さらに２０冊も、お求め頂きました。
その後、追加購入も行なって頂きまして、頒布販売の実績増大に多大なる貢献を頂きました。
＊１１月９日（水）に故山下廣蔵氏をご存知の皆様が集う、同巣会昼食会があり、変集鳥から、
「宝箱」
の案内を行ないました所、出席の皆々様から購入頂きました。
「絆」は有り難いものと思います。
「ジョークの宝箱」申し込み要領：＊代金は、千円もしくは千円相当の切手です。
【銀行振込の場合】 みずほ銀行本店 普通口座 2359322 柴本和夫（ｼﾊﾞﾓﾄｶｽﾞｵ）口座
（ただし、
「伝笑鳩」ご愛読者以外の方は送付先を葉書で下記住所へ送付してください。
）
【現金書留・郵便小為替・切手の場合】
宛先 〒146－0085 東京都大田区久が原 6－20－11 野本浩一宛

毎月の例会は、第４水曜１８：３０頃から実施です。
利用する部屋が変わることがありますので、ご確認下さい。
１２月２１日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ 第２集会室
＊１２月は、恒例により一週早く例会兼忘年会です。
１月上旬（現在調整中）
新年会予定
１月２５日（水） 千代田区立スポーツセンター 予定
２月２２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

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）
2011 年 10 月 17 日～2011 年 11 月 13 日
宮城県：宗田淳 埼玉県：笹崎静雄 千葉県：岡本喬 東京都：石井達也、藤野哲康、
宮川彰久、三浦邦夫 神奈川県：武井美雄 佐賀県：野田文雄
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。
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