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＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊ 

 「東日本大震災の年」として我々の記憶に残り続けるであろう２０１１年ですが、ジョークサロンの

同人の方々の作品を掲載しました「ジョークの宝箱」を発刊した年でもあります。「ジョークの宝箱」に

つきましては、頒布販売も実施しておりまして、お陰様で現在までに２４０冊余が販売できましたので、

在庫僅少となっております。同人並びに読者の皆様のご支援に、御礼申上げます。 

 さて、２０１２年を迎えることとなりますので、今号には、「２０１１年の一笑投票」と、２０

１２年ジョークサロン新年会の案内（関東地区の方を対象）を同封しております。 

 投票並びに新年会関連の〆切が迫っておりますが、どうぞ、宜しく御願い致します。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

【１１月１６日、１７日 東方落語チャリティ寄席にて】（野本浩一：お洒落日記抄） 

松野信夫参議から、チケットの購入を打診された今野東参議院議員の「東方落語チャリティ寄席」に

快鳥、金鳥と一緒に出向くので、現地で「ジョークの宝箱」のチャリティ販売が出来ないものかと松野

参議に問い合わせた。松野参議経由で今野東議員の快諾を得たので、２０冊程度持参して販売すること

にし、売上げの一部を東日本大震災の義援金としてカンパすることにした。初日には、松野参議も来場

したので、落語で笑って気分が良くなった皆様に「もっと笑いましょう。オヤジギャグ満載ですよ」と

一緒になって声をかけて貰い、岡田元幹事長や江田元参院議長や他の議員さんにも購入して頂いた。１

６冊売り。翌日は、松野議員の秘書さんが孤軍奮闘、８冊売り。松野参議に感謝、深謝、多謝・・・。 

尚、２４冊の売上げの一部を今野議員経由、カンパさせて頂きました。 

政界に 波紋を呼ぶか 宝箱 オジサンギャグに 反響如何  

 

川島奈緒美   「ジョークの宝箱」ありがとうございました。ジョークサロンの歴史も記されて 

いたり、メンバーの方の人生を垣間見ることができたり、「へぇ～、そうだったんだ」と思うことが多く

宝箱の中は輝きがいっぱいですね！ じっくり読ませて楽しませていただきます♪ 

 

寒くなり またクリスマス やってくる ジョークサロンで 大いに笑おう 【曽田英夫】 

 

 

    政界ジョーク 

参院決算委員会質疑に先立って発言： 

 「参議院はねじれてまして 

  衆議院はこじれてますが・・・」 

     熊本／松野信夫（参議院議員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松野参議の隣が今野東議員、一人おいてエスラーさん（ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学院生）右：江田元参院議長・松野参議 

＊エスラーさんは、落語を通じて「日本人の笑い」を研究中。博士論文を書いているとのこと。「ジョークの

宝箱」を購入して頂きましたので、ジョークサロンの案内をした所、例会にも参加して頂きました。 
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横浜市／高橋久夫  伝笑鳩をとどけていただいてから、もう２０年たったんですね。 

 光陰矢のごとし、実感です。単チン赴任時代にもおかげさまで和ませていただきました。これからも、

楽しみしています、よろしくお願いいたします。では、みなさま、よいお笑（正）でがっつ（月）を。 

 

高知市／高橋満子    いつも笑いを土佐までありがとうございます。 

 唯々、皆様方の盛り沢山の笑いに秋の夜を楽しませて頂いております。 

 

    

 

 

 

 

   「すぐ忘れてしまうものは」 

 

 

拾ってきた仔猫         （千葉市：岡部 千代松） 

不良で突っ張っていた頃の写真  （京都市：牟禮 丈夫） 

夫の買ったもの         （横浜市：鈴木 びん子） 

母のガマ口           （板橋区：植竹 団扇） 

貧乏ゆすり           （鎌倉市：志賀 明） 

巣立った子の残品        （川越市：石原 義三） 

初恋の人からのラブレター    （高知市：高橋 満子） 

自分のアルバム         （横須賀市：山中 静代） 

わが甘辛人生旅日記       （鎌倉市：浜田 頓坊） 

妻               （渋谷区：樋口 七郎） 

孫に作った七五三の着物     （町田市：浅沼 マサ子） 

子供の幼稚園時代の絵      （文京区：稲葉 浅治） 

今の自分は仮の姿だと思う心   （横浜市：阿部 浩） 

給与明細と預金通帳       （江東区：柴本 和夫） 

自分のヘソの緒         （横浜市：渡辺 達雄） 

悲しい戦争の思い出       （伊勢原市：武井 美雄) 

かなわぬゆめ          （所沢市：北沢 正嗣） 

男の優しさ           （さいたま市：宗 志朗） 

生まれ育ったふるさと      （福島市：松山 カオリ） 

着れないけど高かった洋服   （世田谷区：奥苑 順子） 

次回（第１３２回）の題  「やめてくれと言いたいものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切日：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 
整理術の本       （八王子市：西川 信治） 

【評】一向に整理できない。もう一度読んでみるか。 

入選 

家の中のものぜんぶ        （大田区：高 栄子） 

銘酒の空きビン          （さいたま市：高木 正明） 

お腹の脂肪            （稲城市：藤井 敬三） 

煩悩               （荒川区：藤野 哲康） 

佳作 
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石原正雄        ２０１１ 世相四字熟語 

＊「雨多砂多」（うおうさおう）    ←「右往左往」 

・・・各地で大雨による土砂災害が多発した。 

＊「猛暑秋来」（もうしょしゅうらい） ←「蒙古襲来」 

・・・秋になってもまだ暑い。１０月中旬には各地で夏日も。 

＊「鉢呂失言」（はちろしつげん）   ←「釧路湿原」 

・・・経済産業相鉢呂氏が、問題発言で辞任。 

＊「水戸降門」（みとこうもん）    ←「水戸黄門」 

・・・被災地の高速無料化を悪用した多数のトラックが水戸インターで降りる。 

＊「紙業自得」（しぎょうじとく）   ←「自業自得」 

・・・大手製紙会社の会長が巨額の金をカジノで使い、身の破滅に。 

＊「泰川増苦」（たいがわますく）   ←「タイガーマスク」 

・・・タイで河川が氾濫、首都バンコクが水浸しの被害に。 

 

海郷達人    １１月２２日：今日はいい夫婦の日、今日も夫婦の議論沸騰 

●家の中でおならをブーブー出して、顰蹙を買っている。 

“おならを出す権利”を主張したが、ワイフから“公共の福祉が優先する”として棄却された。 

① おならを出すことは基本的人権（自由権）に属するか。 

② プライベートな空間である家内にも“公共性”が認められるか。 

●お弁当箱を入れる可愛いバッグは、娘のお気に入り。 

先日、同じ柄のバッグにスコップを入れてマルチーズを連れた人を見かけた。 

このことを娘に伝えたいが、ワイフが反対。 

① 教えてやらないのは、知る権利を侵すのではないか。 

② これを知らなければ、明日も明後日も、ウンチ・バッグは娘のお気に入り。 

●ワイフと二人で台所。晩酌の肴を作る。 

タコとマメを一緒に甘辛く煮付ける。うん、これはうまー、お酒にぴったりね。 

でも、これはなんだか、“足の裏”を食ってるみたいじゃないか。  

  参考：タコとマメの違い [たこ]は 皮が厚くなり固くなった状態 

[まめ]は 皮がズレて中に水がたまった状態 

 

一ノ瀬善秋：シャレクスピア（洒落久寿悲夜）  挨拶・あいさつ・アイサツ 

＊あいさつ・会話ができない世代となった。 

「困りものだ、コミュニケーションが出来ない」 東京都知事と首都大学東京・教授が嘆く。 

「原因は携帯電話・インターネット・ＴＶだ」「便利なものはデメリットが多い」時には情報の「断・捨・

離」が大切だ。 

＊「あいさつ運動」を東京都とコクヨ㈱が主導して十数年になる。 

 標語は「みんなで明るくあいさつしよう会」「あいさつは魔法の力」 

 ア（明るく）イ（生き生きと）サ（先に）ツ（続けて） 

＊「先に」ができない＊昨日やったが返事がないから、今日はやらないはダメ 

災害の大きい岩手県山田町に激励に行った。応援部の団長が言う・・・。 

「うちの大学は学長が先にあいさつをする、岩手に行ったらみんなあいさつを元気よくしてくれた」

一人だけしてくれない人がいた・・「お地蔵さん」だった。 

留学生で一年生のチアガールが「こんにちは」と「は」とはっきり強く言う。 

「あいさつ、会話、ユーモア」でいこうとパーティがはずんだ。 
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上の空組  印南博之    大娯解 [ことわざがらくた店] 

 

①軽重の問われた鼎（鼎の軽重を問う） 

  鑑定団に出したい？ およしなさい斯界の権威者が首をかしげた物ですから 

②山の枯木      捨てたもんじゃありませんよ、キャンプファイアで燃やせますから 

③柳の下に居た泥鰌  野田の漁師が利根川で取ったもんで運がいいですよ 

④描かれた餅     まあ何もないよりましですが、バベル塔のほうがまだ・・・ （画餅に帰す） 

⑤夏炉冬扇      エアコン時代にはゴミですねえ 

⑥千里馬       チョンリマって言うようになってからガタ落ちです、アーア 

 

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》 

公私過労で 陛下もダウン 多い認証式 その他 

ドジョウ・ヌー坊 増税臭く 舌にヌルヌル 泥の味 

賛否ピーピー ＴＰＰと 消化不良の 音がする 

市長・知事選 ハシズミ絡み 叫ぶ大阪 都構想 

タイの洪水 暮らしを見ずに 企業ばかりを 見るメディア 

火事のギリシャを 眺めていたら イタリア・スペイン ボヤらしい 

ベルルスコーニ おーそれ見よと 鼻をつまんで ブーイング 

ブータン国王 被災地巡り 祈り爽やか ハネムーン 

叙勲などより 除染を早く いまだ進まぬ 瓦礫処理 

除染担当 女選じゃないぞ 釘を刺される 西山氏 

安全宣言 叫んだ後で 出荷停止の セシウム米 

オリンパスでも 見抜けぬ患部 ピント狂った 内視鏡 

清武謀反に ナベツネ激怒 お家騒動 泥試合 

熱い福岡 相撲に野球 ソフトバンクが 硬く勝つ 

 

神代京子         おりこみ『はめ字』和歌風味 

「ふゆたちぬ」  木々ふるえて 梢ゆすり 冬たちぬ 凍るちまた 陽溜（ひだまり）ぬくし 

「やまもみじ」  歩をやすめ 林みまわす 山紅葉 悩み消え 山路むかう 

「みにしみる」  国みだれ 復興にぶり 身にしみる 温盛みちた 豚汁の香 

「いろはざか」  赤黄彩る（いろどる） 道路登り いろは坂 目鮮やかに 光る山 

 

   

 

 

 

 

 

鳥居晴美（読売新聞・記者） 「ジョークの宝箱」をお送りいただき、誠に有難うございます。 

 発足当時を懐かしく思い出しました。お互い年を取ったということでしょうか？ 実年齢よりも若い

ですけど・・・。同巣会の益々の発展をお祈りしております。 

小平市／小柴常雄  いつも楽しませて戴いています。皆様の頭の柔らかさに感心しています。 

町田市／青木孝   圧倒的ボリュームと多方面のジャンルの作品群に、敬服してます。 

 メンバーの中心の方のみならず、全員の若々しさのなせるところでしょう。 

陽凍ふて木 

溜るゆ梢  々

ぬちたゆふ 

くまちする 

したぬりえ 

やなや林歩 

まやまみを 

じみもまや 

向消みわす 

うえじすめ 

に目いる赤 

ひあろ道黄 

かざはろい 

るやざ登ろ 

山かかりど 

豚温み復く 

じ盛に興に 

るみしにみ 

のちみぶだ 

香たるりれ 
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松山カオリ           笑いの瓶詰 

 時々使っているお店から、今年もお歳暮用食品のカタログが届きました。同封の挨拶状は、"拝

啓 遺伝子工学の第一人者、村上和雄さんの著書に「糖尿病患者にＢ＆Ｂの漫才を聞かせて大笑い

をしてもらったところ、大変効果があった」と紹介されていました。「笑い」が遺伝子に働きかけ

たそうです・・・。皆さまの周りに「笑い」が満ち溢れるよう自然の恵みに感謝し心をこめて作り

ました"という書き出して、新潟県の新鮮な魚介類を加工した商品の紹介でした。最近各地の講演

などで、難しいお顔でサラリと笑いの効用について話をされて評判の学者のお話を頭に持ってきて、

自社商品のＰＲとはなかなかのアイディアです。 

 人は笑うと、脳細胞に新鮮な血流が流れて、糖尿病や脳卒中を予防したり、記憶や感情をつかさ

どる脳の働きが刺激されたりするとのこと。作り笑いや思い出し笑いでもよいそうです。以前、美

容の専門家に聞いたところでは、無理にでも笑った表情を作ることが大切とか。健康にも美容にも、

役に立つ笑いなのでした。 

 とはいえ、笑いが満ち溢れる魚介類の加工食品とはいかなるもの？ とりあえず今は、この加工

食品を、決して人前で食べないように気をつけています。 

 

片岡隆        嗤いものですが、何か？ 

 

香野好勇（好太）          好太川柳 

・開国を促す汽笛ティぴ～ぴ～         ・義援金お礼にガレキがこんにちは 

・ボケ手ぶれシニアー好みの写真出来    ・誇らかにオバマの隣でどじょう跳ね 

・オリンパス縮小技術で大勝負         ・茶のしずく涙のしずくに名を変えろっ 

・ナベつらに男清武涙かけ（蛙のつらにしょん便、、、、） （ナベツネを切って巨人よ強くなれ：フアンより） 

 

埼玉県／田中庸浩  毎号の“伝笑鳩”ご送付有り難うございます。・・・私には、少し難度が高い 

ようで、笑うよう悩むといった形です。これからも宜しくお願いします。 

笑話大学 へんてこ技術研究所 面妖教授 片岡 隆 

放射能汚染土壌の廃棄法に関する情報開示（要約版） 

東北地方の放射能汚染土壌を除染するため表土削り取る方針が決まった。この土量は約 2,800万㎥と

見積もられている。今夏、きかん坊長官からの要請に基づき、密かに解決策を提案ずみである。 

今般、本提案の秘匿を防ぐためウィキリークスを通して、広く国民に開示する次第である。 

１．かいつまんで言うと 

大気圏外（県外でなく）、最低でも国外を目指す。 

①堅い岩盤の土地を上からくり抜き、外径 200ｍ、内径160ｍ、深さ1,000ｍの円筒を作る。 

②この円筒の中に汚染土壌を封入する。 

③この円筒型の砲弾を水爆を爆薬として太陽に打込む。 

２．留意事項 

①核物質は、某国や別の某国から高値で購入すれば、核の脅威を取り除く副次効果もある。 

②約1億ｔの打上げなので、発射時の轟音と震動を避けるため、周囲 500ｋｍ外へ退避すること。 

③太陽方向に打ち上げた反動で地球の軌道が多少は大きくなるが、温暖化対策にもなる。 

④核爆弾の威力が不十分な場合は、地上に舞い戻るので、人の庭に落ちるよう計算すること。 

⑤あとに残された穴は、海水を導入してマグロを養殖するなど有効に活用すべし。 

⑥費用の足しにするため、宇宙葬希望者を募り１体につき 100万円を頂くべし。ペットは 10万円、 

金魚は1,000円。隠し場所に困った死体は、匿名かつ現金で 1,000万円にてお引き取り。 
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奥村篤史   アッシー君の「チラシ配りもしていますよ」洒落日記 

シルバー人材センターの仕事は色々。今、市報を始め市のお知らせの配布ができないか、所謂ちらし配

りで。「☆新聞のちらしで市報を配布、新聞取らぬ人増え不伝達」。逆に「☆各紙新聞取る人も多い 多数

の市報配布は無駄使い」。これを解決するには直接配布だが、「☆だけど出来るの完全配布 届かぬ市報は

市民のクレーム」。「☆人材センター配布の練習 市報以外の市のお知らせで」「社協だよりと明るい街を

配ってみましょうお知らせを」アッシーも参加させらる。 

昨年４月より開始。アッシー君は近隣の380箇所。1部2,8円で1回約1000円也。最初は入れる家も特定

できず、ポストに入れる技術も結構難しく3－４時間もかかりました。「☆ポストがポスット立ってはいる

がどこが入口？分からない」「☆ポストない外にないやっと見つけた玄関に！」「☆ポストがない外にない

我が家はデカイ裏口にあるアッチ」「☆ポストの口にも個性があって硬い・小さい・入らない」下準備と

してポストに入れ易いよう今はまずは２つ折にする。30分強かかります。大手マンション200弱を先に配

りますと約半分、約30分。残り個人住宅中心に3－40分。合計1時間30分強。時給600円かな。ちょっと慣

れました 

 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し４４  ◎「最新鋭旅客機の処女飛行」 

B社が I社と共同で全自動コンピュータ制御の旅客機を完成。祝賀パーティで、 

Ｂ社社長「有難うございました。お陰様で世界初のパイロットなしの旅客機の完成です。処女飛

行には是非ご同乗を」 

Ｉ社社長「有難うございます。生憎その日は妻の誕生日でして…」 

Ｂ社社長「飛行日を発表しておりませんが、どうしてお分りになりました？」 

Ｉ社社長「！？× …」 

 

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.25 

 

①  経済無策で 揃ってこけた ギリシャ・イタリア 瓜二つ 

（元歌 街で見かけた 可愛いあの娘 初恋相手に 瓜二つ） 

②  ドンに逆らう 内紛巨人 代表孤立で 目に涙 

（元歌 火鉢引き寄せ 灰かきならし 主の名を書き 目に涙） 

③  誤り無いと 威張った社長 損失隠しと 頭下げ 

（元歌 どこが悪いと 問われたならば わたしの不徳と 頭下げ）  

④  年があければ あなたの元に きっと行きます 大増税 

（元歌 年があければ あなたの元へ きっと行きます 断りに） 

⑤  馬鹿にしゃんすな 国民たちを 説明不足の TPP 

（元歌 馬鹿にしゃんすな 昔は花よ うぐいす啼かせた こともある） 

⑥  相変わらずの 政治の拙さ 震災被災者 涙ぐむ 

（元歌 逢ふた夢見て 笑ふてさめる あたり見まわし 涙ぐむ） 

⑦  首相就任 まだ間もないに 支持率降下は 速いもの 

       ブータン スペシャル  「にっこりで、幸せかも」 

香野好勇  我家ではとうの昔にＧＮＨ 

アントニオどてらで大手、、国王だいっ （アントニオ猪木似のブータン国王） 

米岡泰   もうイノキ 出て来いブータン 帰国した 

門口泰宣  ブータンに 応援頼めば 勝てたかも（ドラゴンズ） 
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（元歌 君と別れて まだ間もないに 女は出世の 速いもの） 

平井幸雄    ヒライタカオ ワンダー ワールド（ヒライ信から）  ＊理論割愛あり 

 

 

 

藤井敬三  ユーモア川柳 ＜解体新笑シリーズ＞ 「ああ、腰」 

 

定年後軽い返事に重い腰    居酒屋の飲み放題は腰に来る  腰かがめ自販機の下探す癖 

梯子酒腰のふらつく３軒目   席譲るふりして少し腰浮かせ  デュエットで腰に廻した手を叱る 

譲られて無理に若ぶり腰掛けず 女湯を覗くときには伸びる腰  腰湯など浸っておれぬ江戸気質 

腰痛の名医混んでて座れない  腰掛を出されて止める立ち話  父さんの打った蕎麦には腰がない  

お役所の腰の低さがぎこちない ジャンボくじ当たって腰が抜けた夢 

 

大石脩       一月、二月は寒いとの三ヶ月予報です。 

 笑風が吹くのか、吹かないのか、さて、どうでしょう。 

 ＊なぞなぞ：「強いお豆腐の産地はどこでしょうか」「？？？」「京都府（強豆腐）です」 

 

浜田頓坊       ―甘辛都々逸ほのぼのランド―   

ジョークは武器だな 知的に先手 カネや火器より 効果大 

人をまとめる リーダーならば ユーモアセンスは 欠かせない 

談志の楽屋を 訪ねたあとの 演目なんと わたし向き 

自信 情熱 楽観的で も一つ欠かせぬ 面構え 

食べに来たのに 「タベルナ」とはね にやりと笑わす イタリアン 

 

山崎正剛    来年３月には後期高齢者の仲間入り。長生きできたことに感謝する 

 とともに、常に好奇心を忘れない年寄の、好い例となれますよう、好奇好例者目指します。 

 十月に台湾訪問。８１才の友人（台湾人）に、「毎日、何をしているの？」と質問した所、 
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 「電柱を数えてる」とのこと。台湾式ユーモアのある返事に笑うと共に、最敬礼しました。 

若狭芳生    今月の一笑二拝 

  １．(歳末商戦)         歳暮・・・送料無料 

                    聖母・・・僧侶無料 

 ２．（Xﾏｽの協会で）      ①讃美歌歌えば・・・雨でもハレルヤ 

                    ②（「は・な・む・け」折り込み都々逸） 

                       ハレルヤ讃美歌 南無網陀仏 無駄な説教 ケセラセラ  

   

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

がんばってみる 夢は果たせる 

・ 時間かけ ようやく本が 出来上がり 頑張ってみる 夢は果たせる  

・資本出し 会社起こせば 即社長 頑張ってみる 夢は果たせる  

問題はない 答え簡単 

 ・ 酒場にて 酒を飲みすぎ 金がない 問題はない 答え簡単  

・ 金使い 通帳残が マイナスに 問題はない 答え簡単   

・ 酔っぱらい 降りたい駅が 早や通過 問題はない 答え簡単  

世間はいったい どないなってまんねん 

・ 代表が ナベに噛み付き 発言し 歯は折れなくも 首がすっ飛び   

  ・ ＴＰＰ そう決めたノダ マジなノダ やる気有るノダ やってやるノダ  

・ ナデシコで 神戸優勝 酔いたいが かけたビールは ノンアルコール 

・ 会長の 100億円が 快調に カジノに消えて 大王じょうだ  

  ・ 中日は 落合最後 飾れない それでも粘り 7戦やれた 

 

笑門亭来福（西川 信治）     ☆政治呆談  ◎世相呆談 

 

☆民主党ＴＰＰ反対派 よく説明しない政府と、ただ反対の反対派。 

☆レンホウ行政刷新大臣 「提言型政策仕分け」 またまたパフォーマンス  

 小学校の授業のように４日間時間割を決めて何が出来るの？ 

 やりっぱなし事業仕分けのフォローはどうなったのだろう？ 

◎オリンパス 飛ばしまでは内視できなかった。悔しがる技術陣。 

◎大王製紙会長 会社の金105億借用し、ギャンブルに。全くギャンブル大王だ。 

◎ノーベル賞の田中フェロー「Ｙ字型抗体」の発見により血液一滴でがん発見が可能。 

 →医療費の大幅削減に寄与。高額検査機器を備えた医療機関から医療費が安く 

  なってしまうとクレームが出なければ良いが。 

◎若いブータン国王 福島被災地見舞い 気さくな人柄に日本国民感動。 

  人口70万人の国にも関わらず、８，０００万円の義捐金。 

 

樋口七郎         事実は小説より奇なり笑なり本当かい？ 

火事だ火事だ、１１９番に電話をしたが繋がらない。繋がらない訳だ、火事の現場は消防署で、自分

のところに電話をしていたのだった。 

       

野本浩一  お洒落日記  ジョークの宝箱 頒布販売 奮闘記 ～２００冊を越えた！～ 

読者から 注文届く その度に 感極まって また涙ぐむ 

  定年の 挨拶がわり 宝箱 送れど返事 金為替無し 
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  中身見ず 代金を出す 友のいる 同窓会よ またいつの日か 

門口泰宣          阿呆リズム＆パロディ 

１）オリンパスカメラで写真撮ります  ハイ cheat 

２）小遣い増額交渉の協議にも入れない  亭主一同 

３）国王晩餐会の代りにバイキングパーティに参加した一川大臣 

４）「日本シリーズなのにロースコアではつまらないね」 

  「この弁当食えばヒットモット打てるよ」 

５）気負っただけよ   （清武）巨人代表解任 

６）自分の夢にハムかえない   菅野投手 

７）洋裁賢母  コシノ三姉妹の母 

８）「提言型政策仕分けって何？」「申し訳程度のものだ」 

９）老人に多い体がいうこと気管支炎 

 

稲葉浅治      川柳 「平凡」 

★特技なし賞罰なしの平凡さ  ☆平凡に生まれ働きそして死ぬ  ★平凡な父万年の平の椅子  

☆平凡で終わる人生また楽し  ★平凡で永年勤続社も家も    ☆平凡が再就職の鍵となる 

 

柴本和夫  言葉の研究      世相駄洒落 

ラテンの国～イタリヤ（イタリアの表記も）のベルルスコーニ首相の人生 

 若い時は、ヤリタイ（文字の入替）放題・・・ヤリタイ放題イタリヤ人 

 ついに引退、リタイヤ（文字の入替）引退・・・・・・リタイヤ引退イタリヤ人 

巨人（渡辺会長）の清武（キヨタケ）の乱    清武～セイブ（西武）とも読めますね 

 密かな、裏日本シリーズ（西武対巨人の決着) ⇒ 清武（西武）のノックアウト負け 

オリンパス・・・ギリシアのMount OLYMPUS の日本語発音 

 JTのたばこ券（喫煙権：ケムンパス）～赤塚不二夫が監修でやんす 

 終身会長職居座り権（降りんボス権）・・・・巨人の渡辺会長が購入済 

 八王子市民会館の命名権～あのオリンパスが購入済 

コイでない～各種の弁明 

 芸能人・・・恋でない～お友達の関係です 

 政治家・・・鯉でない～どじょうです        

YESマンでなく、NOと言える首相です  ノーダ首相 

  

 

 

 

 

 

 

＠２０１１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。何卒、ご協力のほどお願い致します。郵送又は、同人への手渡しをお願いします。 

＠新年会は、「ジョークの宝箱」出版記念も兼ねて、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。（次頁地図参照下さい） 

１月７日（土）、１２：００～１５：００ 特別に４千円で実施します。（別途サロン補助あり） 

「ジョークの宝箱」申し込み要領：代金は千円又は千円相当の切手 

【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  
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＊会場の地図は、１０頁に掲載しております。 

   

   ＊↓新年会の会場地図です。 

 

 ＊二次会に、柴本金鳥の職場の後輩が飛び入り参加してくれました。１頁写真、今野議員と 

  エスラーさんの間から、顔をのぞかせています。金鳥の後輩が、少し緊張してますね。 

 ＊例会参加者が増えますと、やはり笑いの輪が大きくなって、賑やかです。是非、ご参加下さい。 
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福島県：松山カオリ 埼玉県：田中庸浩 千葉県：石井志津夫、神代京子 東京都：青木孝、 
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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。「ジョークサロン」で検索できます。 

１月７日（土） 新年会 １２：００～１５：００ 

     会場：神田多町２－２ レストラン「ラ・リヴィエール」 

     会費：４千円、℡：03-3258-1800 

毎月の例会は、原則第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。 

１月２５日（水） 千代田区立スポーツセンター ７Ｆ 第２集会室 

２月２２日（水） 千代田区立スポーツセンター 予定 

３月２８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  

 

 
 

 

★１１月例会：１１月２２日 ２０名参加  

曽田英夫・香野好勇・野本浩一・高木正明・ 

阿部浩・片岡隆・佐藤忠恕・平井幸雄・柴本和夫・

門口泰宣・海郷達人・藤井敬三・印南博之・ 

神代京子・石原正雄・松山カオリ・奥村篤史・ 

西川信治・米岡泰・シャーヒン エスラー・ギョ

クチェ（国際交流基金フェローとして来日中） 

＊エスラーさんはトルコからの留学生。日本で、

落語を習いながら、日本人の笑いを研究してい

るハーバード大学院生です。写真１頁掲載あり 


