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＊＊＊２０１２年４月 No.２７０＊＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

 昨年の３月１１日から、一年余が経過しました。 

 人それぞれに残る「あの日の記憶」、「あの日から 

の思い」が、現在の我々の生活に様々な変化をもたらしております。これからの我々の生活にも、きっ

と様々な変化が生じて来るでしょう。それぞれの記憶や思いと共に前に進むしかありません。 

さて、２月のジョークサロン例会は、久しぶりに２０名を突破し、２３名の参加となり、大賑わいで

した。女性の参加も４名で、華やかな雰囲気が漂っておりました。新年会に参加して頂きました方々の

参加もありました。もっと女性陣にも笑いに来て頂こうというのが、今年のジョークサロンの方針です。

どうぞ、ふるってご参加下さい。笑いに来て頂くだけで、十分です。  

 それでは、どうぞ、今月の伝笑鳩をお楽しみ下さい。新人の作品もあり、賑やかです。 

 

北海道／黒田弘      何時も頭の体操をさせていただき、多謝申し上げます。 

＊吐く息も凍りて白く登校の子らはつらつと頼もしかりき・・・３月になろうという時でも、寒波は

衰える気配もなく、しばれている日々です。 

 

船橋市／栗田勉      「伝笑鳩」ご恵送下さりありがとうございます。 

切手お届け遅れてましたが、よろしくおねがいいたします。残りはほんの気持ちばかりのカンパです。

ご笑納下さい。取り急ぎ用件のみで失礼いたします。変集鳥諸兄姉のご健康ご健笑祈り申しあげます。 

 

八王子市／田代亘夫     関係者のご健康と一層のご活躍を期待します。 

楽しく読ませていただいています。引き続き「伝笑鳩」購読をしますのでよろしくおねがいいたします。 

 

読売新聞国際部／青木佐知子   皆さまのご活動のさらなるパワーＵＰをお祈りしております。 

嬉しいお便りをいただきありがとうございました。おそらく落語会で私は野本様のとなりに座っていた

かと思います。（最前列右でした！）落語取材は初めてでしたが、エスラーさんのおかげで笑いのパワー

について考える好機となりました。 

 （＊ジョークサロンにエスラーさん効果が出てくることを、我々も楽しみにしていきましょう） 

 

町田市／青木孝      “正しい変換”なかなか面白いですね。 

無意識のときがこわい気がします。いつもながら、編集のご努力は大変でしょう。頭がさがります。 

（＊こちらこそ、いつも暖かいご支援に感謝申し上げます。仕事にも笑いを、ですね） 

 

三鷹市／土屋秀雄    笑いの種がつきず、そのパワーに感心しています。 

三寒四温の候、いつも伝笑鳩をお送り下さり、感謝です。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

３月は 寒さ和らぎ 草芽萌え 大いに笑おう ジョークサロンで 【曽田英夫】 

☆世相都々逸 

◇わたしゃあの時 口説きに負けた 

   還暦すぎても 妻ぼやく 

◆俺はあの時 ちょいと魔がさした 

   夫になっての 長苦労 

         東京都／佐藤忠恕 

 



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月もにんまり      

☆ほらえびす・片山敦夫    国会場所  技の応酬  ＊先送り、丸投げ、揚げ足取り   

 

☆稲葉浅治        川柳・雛飾り      雛飾り 十段五段 ついに箱 

大正雛 今も現役 父母思う        雛飾り 老人世帯 春来たる 

八十路越え 雛を飾れば パパとママ    白酒を 飲んで昔を 語り合い 

    

 

正直すぎる秘書           （横浜市：阿部 浩） 

大臣より偉い官僚         （八王子市：西川 信治） 

ケチのついた原発        （さいたま市：高木 正明） 

義理の母              （文京区：稲葉 浅治） 

孫からもらったお年玉        （江東区：小林 久枝） 

切れない包丁            （町田市：浅沼 マサ子） 

液もれのするボールペン       （京都市：牟禮 丈夫） 

接触の悪いマイク          （稲城市：藤井 敬三） 

切れないカミソリ          （高知市：高橋 満子） 

二千円札              （横浜市：加畑 高治） 

くだらない言葉           （横浜市：鈴木 びん子） 

記憶にない忘れ金          （岩手県：片山 敦夫） 

古稀を過ぎた女房          （千葉市：岡部 千代松） 

元上司だった部下         （世田谷区：三浦 邦夫） 

上下逆転した元上役         （川越市：石原 義三） 

社長の息子             （荒川区：藤野 哲康） 

ユーモアことば          （伊勢原市：武井 美雄) 

鬼の金棒              （鎌倉市：志賀 明） 

 

次回（第１３５回）の題        「無いとこまるものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切日：4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 

 

奥の手       （所沢市：北沢 正嗣） 

【評】パッと思いつくところを見ると、しょっちゅう使ってるんじゃない？ 

入選 

 

立ってる親          （さいたま市：奏 志朗） 

６２円切手            （板橋区：植竹 団扇） 

ニセのブランド品         （大田区：高 栄子） 

愛人から貰ったネクタイ      （福島市：松山 カオリ） 

赤道直下の日時計         （鎌倉市：浜田 頓坊） 

３番アイアン           （渋谷区：樋口 七郎） 

 

佳作 
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新人＆お便りスペシャル     笑いを運んでくれるものを 大切に 

 

新人登場  岩間 清  鎌倉河岸（かまくらかし）の岩間です！ まずは、ご挨拶を。 

 ＊名前の読み方   ちょっと面倒ですよね 

１． 東（アズマ）書店の東（ヒガシ）です。 （ずっとアズマ社長と思ってました。ヒガシだったとは） 

「勝進（カツススム）さん、宅配便ですよ」 

「勝進（カツススム）ではありません、勝進（カツシン）です。とんかつ屋ではありません」 

   ＊勝進が姓なんです。はい。 神田に人気のとんかつ屋「かつ進」もありますが。 

２．「鎌倉河岸（カガン／カワギシ）ビルですか」 

  「いえ、違います」「魚河岸の河岸（カシ）ですよ」 

 ＊お金の呼び方   ちょっと洒落るとお大尽ですよね 

３．「テナント会の集金です」   会費・・・４千円 

 「お幾らですか」 

  「４千万円です」 

 「ハイ、４億円」 

 

船橋市／栗田勉        もっとも大切なもの 

もっとも大切なものは みな ただ   太陽の光 野や山の緑   雨や川の水 朝夕のあいさつ 

 神への祈り そして 母の愛       （河野進氏作  拙著「一期一会」より） 

 

優しいことばや ほほえみも「ただ」  「息ひとつが蝶よ花よ」とも先哲が申しております。 

 

もっとも大切なもののひとつ「笑い」もただですね・・・。 

 

京都市北区／大石脩    春が吉相・・・来そう・・・来たかも・・・ 

 

「風のにょしょう」という言葉が脳裏をかすめていった。朝の陽光に、「春はすぐそこよ。待っててね」

とささやかれる。何だか感情が高ぶってきて、胸がわくわくしてきた。舞妓さんのイラストを描いてい

ると、傍に舞妓さんが居らす・・・と、感情が高ぶるどころの騒ぎじゃない、全くね。いいねぇ。 

 

樋口七郎             反省、反省、大反省！！！ 

２才と５才になる孫の一家が、我が家にお泊りで遊びに来ました。 

 家にいては、２人とも夜は８時頃に寝かしつけられるでしょうが、ジジチャンの家では、ハメをはず

して夜１０時頃アンパンマンのＤＶＤを見ました。 

 家に帰って数日後、２才の孫は一度眠りましたが、夜１０時ころ突然起き出して「アンパンマンのＤ

ＶＤを見たい！」とだだをこねた由。ママが、それはダメだとさとしたところ、孫は、「ジジチャンのと

ころへ行って見る！」と言ったとか。ジジチャン、ババチャン、孫は甘やかしてはいけませんぞ。 

 

鎌倉市・若狹芳生       残念回文「残念捻挫（ザンネンネンザ）」 

インフルエンザ大流行 「風邪で捻挫です」（間抜けな患者）「それ インフルネンザ」(藪医者) 

  

「そこのけそこのけ橋下とおる」 ＊そこのけそこのけお馬がとおる 

｢民自公あてにならぬとみな維新｣      

「橋の下船中八策建白し」 
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お笑い文芸コーナー   さわやかな笑い、かろやかな笑い 

 

松山カオリ   カオリエッセイ   「日曜日の大喜利参戦」 

   

月に一回地元のデパートで開かれる日曜寄席のこと。 

「え～昨日は建国記念日で・・・」と話が進むと、あっそうか 紀元節だったのかと頭にひらめきまし

た。祝日の名称が変わってから、数十年も過ぎているのに、若い頃の記憶は根強いなぁと思わず苦笑い。 

数人の落語の次は大喜利ということで、ステージに座布団が並べられて５人が登場。メンバーの中の

紅一点は女子高時代の後輩で、私は今回、彼女に誘われた訳です。 

大喜利が始まると司会者は客の参加を求め、ステージと客席が一緒になって手を挙げておりましたが、

客席の回答には景品が渡されました。「Ｎデパートとは」というお題に私は「遺産相続」と解いて、その

心は「あれも欲しい、これも欲しい」と答えました。 

初めての大喜利ですっかり楽しみましたが、遺産相続ネタはちょっとブラックでしたでしょうか。こ

れで良かったのかしら？ちなみに景品は４ついただきました。 

 

神代京子      おりこみ『はめ字』２０１２ 弥生  

 

「はるあさき」  そこはかと 香る蝋梅（ロウバイ） はるあさき 光さやけく 淡き金色 

「はなざかり」  君は日頃 小粋な風情 はなざかり にわかには 近寄り難い 

「もものはな」  薄紅も上品 色香も匂う ももの花 君は春風 柔らかな微笑 

「ひなまつり」  春のひかり 陽気な和室 ひなまつり 正座つらい 内裏様 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し４７  「クダンのナゾ」 

 

混乱する時代に 突如現れては世人を 

惑わす怪物「クダン」。人扁に牛→件！ 

クダンは人間と牛の合の子でオスは 

人頭牛体の怪物。数週で死ぬが、その 

成長は早く人語を解し世間の天変災害 

を手当り次第に予知予言する。ちなみに 

メスはその災害の避け方を教える。 

江戸末期の関西地方にも出現したと 

云う記録があり、人々は驚き恐れたと云う。 

その予言は悉く当たったので「依って件の如し」という言葉が生まれたそうな。 

今この時代アナタの傍に、クダンが続々生まれている。もしやアナタもクダンでは？ 

く光はかそ 

淡りるおこ 

きさあるは 

金やさ蝋か 

色けき梅と 

近には小き 

寄わな粋み 

りかざなは 

難にか風日 

いはり情頃 

 

柔君も色薄 

かはも香紅 

なはのもも 

微るは匂上 

笑風なう品 

だ正ひ陽春 

い座な気の 

りつまなひ 

さらつ和か 

まいり室り 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Mt_Kurahashi_Kudan.jpg
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どどいつ三羽烏      ジョークサロンに 三人揃い 暗い世相に 灯を灯す 

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）    世相都々逸no.3 

 

①  いっそ言おうか いや言うまいか ズボンのジッパー 開いてると 
②  妻の機嫌が 良くなる時は 給料支給日 ボーナス日 
③  夫の機嫌が 良くなる時は お酒飲む時 妻の留守 
④  金持ちゃ世間の 憎まれ者よ 一度でいいから 憎まれたい   
⑤  可愛いあの娘

こ

が 真顔になって 今日こそ勘定 払ってね         
⑥  無くて七癖 とは言うけれど 始末に負えぬ 癖ばかり 
⑦  年月経てば 経つほど増える 俺の借金 妻の愚痴 
⑧  レントゲン見て 主治医が唸る どこにも悪い とこが無い 

 

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》 

 

雪はドカ雪 家まで危険 野田降ろしより 雪降ろし 

ワンストップで やるとは言うが ストップしそうな 復興庁 

続く無策や 愚策に嫌気 そこへ橋下 殴り込み 

竜馬パクった 橋下弁で この指とまれに 三千余 

罪な東電 値上げが権利 ふんぞり返った 鉄面皮 

東電だったら お咎めなしで オリンパスなら 即逮捕 

規制庁へと 変更しても 同じムジナが やるテスト 

玉川温泉 岩盤浴の 客を飲み込む 雪女 

雪の除雪や 除染の始末 困っちゃうのが 捨てる場所 

ギョウザ戦争 宇都宮から 首位を奪った 浜松市 

稚魚が不足と 浜名湖便り うなぎ昇りに 値が上がる 

所得低けりゃ 肥満が多い わたしゃ低いが 痩せっぽち 

絵馬に合格祈願を託し 誤字や脱字で 神頼み 

芥川賞 どうでもいいが 呉れるものなら 受けてやる 

バレンタインに義理チョコ消えて 逆義理・友チョコ・絆チョコ 

ハワイアンズで 営業開始 招く腰振り フラガール 

 

浜田頓坊         ―甘辛都々逸ほのぼのランド― 

 

ジョークは笑顔を 笑顔は友を 仲間集まり ワッハッハッハ 

笑いあるとこ 人々集い 自然無理せず いい気分 

ジョーク・サロンは 幸運よぶと あちらこちらで 高評価 

人を集める 笑いの種を ぱらりぱらぱら 蒔いてみる 

“頑”を張るより “顔”張るほうが ずっと明るく 元気でる 

自然に「頑張れ」 「顔張る」いいね 上を向いたら いい笑顔 

江戸の名作 「一代男」 西鶴笑いの 色話 

葉室麟さん 「蜩の記」よ 心意気買う 直木賞 

梅や桜と 桃などみんな 一緒に花咲く 遅い春 

「ほのぼのランド」は 本当の地図に 縁もないよな 夢想郷 

 

おまけどどいつ：昔胴上げ今騎馬戦 50年後はおんぶ型  （西川 信治） 
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笑門亭来福（西川 信治）  呆け川柳・世相呆談  ガンバローニッポン！ 

 

○ガンバレと励ますけれどガレキ拒否 

○ともだちにガレキの処理まで頼めない（2年後ハワイ沖に漂流） 

○赤ちゃんにおぶさっちゃたらお終いよ 

○高齢化ジジイが新党立ち上げる 

○敲き台私が昔言った事（石原都知事 戦中派八索？） 

○寝てる間（ま）に着（つ）けてるだけで目が治る（老眼コンタクト） 

○夢のようあまり良く見え夢が醒め（片方 38万円） 

○塩麹（しおこうじ）前からあるのに今脚光 

＊ダボス会議で 世界の渡辺謙は英語で「絆」についてスピーチ かっこいい。 

＊菅井円加（まどか）さん（高２ 17歳） ローザンヌ国際バレエコンクールで優勝。  

練習を一日も休んだ事無し。□□□□よりえらい！？  ＊□に相当する漢字を埋めて下さい 

  

門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ  

 

１）議事録がないとは録でなしめ！ 

２）大臣はもともとタナカらぼた餅だった 

３）休眠の 預金で勝負 ５億円 

４）上々のフェースブック上場 

５）証拠りない違法な検事調書 

６）♪君よシリヤ皆殺しの国♪（君よ知るや南の国）   

７）ローマは一日にしてならびたたず 

８）縁故採用に理屈をコネない   岩波書店 

９）瓦礫も山のせめぎわい 

１０）張り込め 振り込め詐欺犯 

１１）餓死小胆 

 

一ノ瀬 善秋 シャレクスピア （洒落久寿悲夜）  シャレクスピアの発見 

 

＊面白い条例   アメリカのアイダホ州ボカテロ市 

         「街をしかめっ面で歩いていると逮捕する」という条例があるそうだ。 

          加藤芳郎（漫画家）日本漫画家協会理事長 ８／８（笑いの日制定者） 

          現代知的名言集 学事出版社・五嶋靖弘著 平成１０年４月出版 

 

＊「上機嫌の才能」田辺聖子 名言・金言 ５０の中の５   海竜社・平成２３年９／２９初版 

  （人間の最高の徳は・・）  人に対して上機嫌で接することと思っている。 

 （笑いの中でも・・）    自分を笑うっということは上等だよ。 

 （上機嫌とは・・）     自分のものとしても大事、人のものでも嬉しい。 

 （なるべく刺戟を与えて）  好奇心 人に対する関心をもつ。 

 （達観、というものは）   まあこんなとこやな、愛もユーモアもその兆候。 

大阪市出身・著名作家  「にこにこする」をニカニカすると言っている  

 

＊笑顔は大切 鏡を見る （笑顔は人に移る・・） 
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片岡隆             ショートコント 

1.世田谷の放射性物質 

Ａ：「ピンカラトリオ」って知ってるかい？ 

Ｂ：あれだろ。ほら、この前、世田谷の住宅で放射性物質が見つかったよね。ビンから夜光塗

料が出てきたって。 

Ａ：それは、「ビンカラトリョウ」 

Ｂ：それじゃ、土瓶蒸しから松茸を取るってか？ 

Ａ：それは、「土瓶から取るよ」 

 

2.瓦礫をテーマにするな 

Ａ：枯れ木も山のにぎわいだね。          

Ｂ：瓦礫も海のにぎわいかな？ 

Ａ：非国民、死ね！ 

 

藤井敬三   ユーモア川柳  「ああ、腕」＜解体新笑シリーズ＞      

 

腕を振り今日も元気に散歩する     腕章をすれば背筋が伸びてくる 

健康だ血圧計に腕とおす        仕事よりゴルフの腕で出世する 

オリーブの惚れるポパイの太い腕    片腕といわれた人に噛みつかれ 

爺ちゃんの小さくなった力こぶ     腕組みをしても解けない詰め将棋 

女房が腕にすがった遠い過去      腕白とお転婆になるクラス会 

腕によりかけた料理がこれですか    一度だけ腕を通してオークション 

 

上の空組  印南博之    大娯解   ♪ 地球 唄の旅 

 

①  アヴィニヨンの橋の上で  

    踊っているのはフラン婆ちゃんとユーロ姉ちゃん   （連合王国 蘇格蘭） 

②  ロンドンデリーの唄 

    ロンドンはイングランドだデリーはインドだと争っているうちにロンドン橋落ちた」 

③  小さなハンス 

  イスラエルではヨナタン、ソウルと東京では蝶に変身だってさ  （露西亜） 

④  トロイカ   大雪のヤポンへ三頭立ての橇を走らせイカのトロをつまみにウオートカで乾杯！ 

⑤  アルプスの少女ハイジ 

    ハイジの孫娘はジュネーブの国連事務局へ勤めているうちに日本の外交官と結婚、 

    今は大田区久が原に住んでいるんだって？ 

⑥  サンタルチア     サンタクロースからメールがあり、雪が降るかと聞いてきたので 

           「サンタモニカはビキニであふれている」と返信した 

香野好勇（好太）          好太川柳 

 

歳の数 豆口に入れ 腹壊す        鳩ポッポ 改名しても 民ソッポ 

テレビには 白黒、天然、真赤っかー    ゼイゼイと 国会マスコミ 風邪模様 

チョコの数 歳の数とは 反比例      アップルの 一個がトヨタ ５台分 

サクラ泣く 皆いっちゃう 帝釈天     ゼロにされ 預金口座が 目を覚ます 

歳わかる スマホとかれしの アクセント  国会の コーヒー、パーティー 拗ねている 
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平井幸雄    閏年（うるうどし、じゅんねん）閏月・閏日・閏秒 

 

今年は、４年に１回の「閏年」です。さらに「閏秒」もあり、平年よりも一日＋１秒多い。 

そこで、その多い１日を費やして閏年について調べてみた。 

平年より暦日が1つ多い。その余分な日・月を閏日・閏月、総称して閏と呼ぶ。閏は、暦と太

陽または月の運行（太陽の運行は季節の移り変わりを、月の運行は月相を決める）とのずれを補正

するために挿入される。 

漢字「閏」は、王が門の中にいることを表す字で、中国では暦からはみ出した「閏日・閏月」に

は、王が門の中に閉じこもり政務を摂らないことに由来する。「あまり」とか「余分」という意味

があり、本来は「じゅん」と読むが、日本で「潤」の漢字を余分な水分がある「うるおう・うるむ」

と読むところから、間違えて「うるう」と読んだという。 

閏年のことを調べるのに、せっかく１日余分にあった１日を費やしてしまった。 

おかげでこんなややこしい計算を延々とやったり、面倒な文章を書いてしまうはめになってしまっ

た。かすむ目を目薬で潤ませ（T_T) ウルウル、乾いた喉を酒で潤した。おかげで教養が豊かに潤

ったような気がした。しかし、これを知ったからといって、何か恩恵や利益が潤い、我が家が潤う

わけでもない。（；_；）（ ；_）（ ；）（； ）（_； ）（；_；）（T-T）ｳﾙｳﾙ 

「うるう年で、うるおいもなく、頭がくるう」 

 

奥村篤史   アッシー君の「兎老いし彼の山へ 2011年卯年活動報告 洒落日記」 

 

1月 9日   毎年恒例初泳ぎ「☆初泳ぎプールで泳ぎお酒もプールし一升酒 飲む」 

2月8－11日  フィリピン セブ島ダイビング  ♪セブの港はヤレホンマニ凪るやら♪ 

3月22日    富士通築地クラブ 宴会大道芸 南京玉すだれ頼まれ演ず。 

      「☆アサテ アサテ アサテサテサテと飲み代踏み倒し」6000円の会費タダ也  

4月 2日   男の料理に入会。会費1回500円。「☆理想の教室会費が安い材料費込みで500円」 

5月 29日    6月1日古稀を 迎えるアッシー君 女房・子供・孫古稀祝いしてくれました。 

6月15日    小平市36回シルバー大学に昨年入学。20数回の講座体験。卒業後もみろく会なる大学院 

を設立する。「☆シルバー大学大学院作り死ぬまで付合えデスマッチ」 

7月  6日    市川雑学大学院 「大道芸と笑い」2時間講座担当 2万円をゲット！ 

       「☆笑わせたのか笑われたのか笑いの講座は２時間辛い」 

7月 7日    新宿高校同期会開催 古稀祝い文集発行を決定 早速ジョークを投稿。 

「☆古稀ん集かな新古稀ん集かな出来る我らの古稀文集」 

8月 6日   「☆小平発祥のブルーベリー 摘み取り体験やってベリーベリー」。 

9月 18日    三味線発表会 於小平市福祉会館 相馬土搗唄独唱 数曲三味線合奏 

10月9－10日 日曜会テニスクラブ１泊合宿。疲れました。皆高齢者。 

11月25日   渋谷東武ホテルで宴会ボランティア。久しぶりに汗かきガマの油演ず。 

「☆ガマで稼いだ飲み代￥4000 タラーリタラーリ汗をかき」 

12月11日    日曜会テニスクラブの総会。これから1年のテニス幹事に任命さる。 

「☆テニスは得意 幹事は苦手これから１年死出の旅！」 

 

その他の大道芸ボランティア     いずれも交通費の名目で5000円也。         

3/3 錦糸町ニチイケアセンター 3/5  南大塚ケアセンター 4/25 新検見川   

9/19 田園都市線宮前 9/22  小田急千歳船橋 有隣会まつり 10/2 千葉東船橋  

10/12 池上御嶽山 10/18 横浜神大寺 （南京玉すだれ＆銭太鼓or泥鰌すくいで） 
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柴本和夫            言葉の研究      

スマホとモバゲイ 

モバ・ゲイ スマ・ホモ・・・新機種（新人？）を揃えました。新宿 2丁目店限定品 

スポーツ新聞のキャンプ便り（ホームランの記事） 

 ドデホ・・・あっと驚く程のどでかいホームラン 

スマホ・・・感心する程のスマートなホームラン 

ラブホ・・・ほれぼれする程の愛すべきホームラン 

福沢諭吉：天は人の上に人を作らず～に対しての反論 

スポーツ界の反論・・・・・上にはサラに上がいた！ 

沙羅（サラ）ちゃん：女子ジャンプ競技のスーパー中学生の高梨沙羅～残念ながら 2位でした。 

⇒ 一位は、【サラ】・ヘンドリクソン（米国）、二位、高梨サラ 

⇒ 【沙羅】（サラ）の上には、≪更に≫、【サラ】がいた！ 

生物学者の反論・・・・・（学問的には）人の上には人は作れません！ 

生物学者：人は人の上に人を作らず～人の中に人を作る 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

何とか変われ この毎日が 

・ ああ寒い 北風吹いて 骨冷える 何とか変われ この毎日が   

 ・ 小使いを もらい毎月 大赤字 何とか変われ この毎日が  

 ・ ,寝て起きて 仕事へ行って 夜帰る 何とか変われ この毎日が 

楽しさ求め 何処へでも行く 

・ スポンサー 今日は銀座へ 繰り出そう 楽しさ求め 何処へでも行く 

 ・ 混浴と 言わず温泉 男女とも 楽しさ求め 何処へでも行く    

世の中 いったい どないなってまんねん 

・ ニュースでは 福祉対策 消費税 早く決めよう 歳が取れない 

 ・ 日本中 閉塞感に 悪乗りし インフルエンザ 大流行し    

・ 職場行き バレンタインで チョコレート 2つをゲット 昨年はゼロ 

・ なでしこに 高校生が 参加する 今日かわるのか まい進するか   （京川舞） 

 

 野本浩一      お洒落日記 「定年無職・・・・セカンド・ライフ楽しもう」  
 
★定年後金も力もなかりけり  とは言え金に代わる時あり 
昨年１０月以降、ある時は「フリーター野本」またある時は「ハローワーク野本」と言うものの、

いまだ「ボランティア野本」とはなっていない我が身を恥じつつも、真面目に定年後の生活を送っ
ている。我が身は、言うなればセカンド・ライフ保育園生である。これから、勉強だ。 
★入る金出る金しかと計算し  上手くなりしか逃げ口上は  
 いろいろとお誘いもあるけれど、以前のように、あれもこれも、どれもそれもと言う訳にはいか
ないかも。本当は、暇を持て余していても、断ることも止む無しかも、と思いつつ一番使うのは「ち
ょっと、家内と用事があるので」だが、実際には、近くのスーパーまで、買い物に行くだけだった
りするのだ。 
★友人と会う日は嬉しゆっくりと 遠回りして世間眺める  
「たまには、どう？ 新しい店を開拓したから、飲もうよ。安くて、旨いから・・・」と誘って

くれる友達がいることは、定年後においても、大事なことだろう。そういう声に応えられる時には、
たっぷりある時間を有効に使うべく、約束の時間よりも早めに出かけて、普段は覗かないような路
地裏とかお店に入って、時間潰しをしながら、情報収集に励むことが出来る。これまで気付かなか
った店や、洒落たものや、かつて探していたけれど見つけることができなかったもの等に遭遇する
と、幸せな気分になってくる。 
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2012年2月13日～2012年3月18日 

北海道：黒田弘 埼玉県：高橋友季子、奏志朗 千葉県：栗田勉 東京都：青木孝、植竹団扇、

土屋秀雄、田代亘夫 神奈川県：山口栄子、若狭芳生 京都府：久保三徳、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、どうぞご覧下さい。「ジョークサロン」で検索できます。 

＊「ジョークの宝箱」は、同人や読者の皆様のご協力により、順調に拡販できました。現

在庫は４０冊程度です。完売間近です。ご希望の方は、お早目に申込み下さい。 

 お申し込み方法は、下記の２通りです。宜しくお願い申し上げます。 

「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  

 

★２月例会：２月２２日     ２３名参加  

曽田英夫・野本浩一・香野好勇・佐藤忠恕・印南博之・片岡隆・一ノ瀬善秋・岩間清・ 

阿部浩・高木正明・門口泰宣・信太わか・小林久枝・川島奈緒美・坂口敏夫・柴本和夫・ 

金子光昭・米岡泰・松山カオリ・平井幸雄・奥村篤史・藤井敬三・西川信二 

＊久しぶりに２０名を超えまして、女性陣が増えたことで笑いの輪が大きくなりました。 

＊暖かくなりましたら、是非二次会も盛り上がればと思います。宜しくお願いします。 

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。 

４月２５日（水） 千代田区立スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

５月２３日（水） 千代田区立スポーツセンター 予定 

６月２７日（水） 千代田区立スポーツセンター 予定 

７月２５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  

 


