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＊＊＊２０１２年５月 No.２７１＊＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

 皆さん、今年の桜は如何でしたか。 

 東北や北海道では、これから桜を楽しむ時がやって来ますね。如何でしょうか。 

 昨年は東日本大震災の直後だったことから、桜を楽しむ気持ちにも大きな変化があり、各地で桜まつ

りや花見の宴が、自粛されました。今年は、復興を願う気持ちと共に、それぞれに桜を楽しもうという

催しや会合が楽しまれているようです。元気な日本が復活して欲しいと思います。 

 遅ればせながら、松尾芭蕉が桜を詠んだ俳句を知りました。 

 「さまざまの こと思ひ出す 桜かな」 ＊詠年：貞享5年（1688）、 将軍は徳川綱吉の時代 

 平成の世であれ、貞享の世であれ、桜を楽しむ庶民の状況は、あまり変わらないかも知れません。 

 時代の流れに合せて、隣近所に暮らす方々や知人・友人と力を合わせて生きたいですね。 

  

 今年は、例会参加者の増加を計画しています。先月、関東地区の皆様には例会への御誘いを送付致し

ました。会場で披露されるサロン同人の作品を聴いて笑ってみようという方の参加を待っております。 

また、今年は女性会員サービスを行いたいと思います。幹事鳥三羽が集まり、決めました。サービスの

内容は、１０頁に記載しておりますので、ご参照下さい。皆さんの参加をお待ち申し上げます。 

 

町田市／青木孝      いよいよ四月、いい春をおすごし下さい。 

阿呆リズム＆パロディ、好調です。ちょっとした視点、効いています。 

 

千代田区参議院／松野信夫   ジョークサロンの伝笑鳩を送りいただき有り難うございました。 

たまたまのブラックミス：民主党内に「離島政策プロジェクトチーム」という政策チームが組織され

ている。熊本も離島を抱えているので、私も関与しているのですが、４月３日の私のスケジュール表を

見てどっきり。「１５：００～離党政策ＰＴ」時節柄心臓に悪いブラックミスでした。 

 

横須賀市／山中静代   電車内で拝読しておりますが、結構読みでがありますね。 

ここのところ私の伝笑鳩は、えさがなくて困っていたことでしょう。気がつかなくてすみませんでした。

切手同封いたします。よろしくお願いいたします。 

 

西東京市／板倉宏子    今年の遅い春・・・いかがおすごしですか？ 

ついつい歳を感じるこの頃です。 梅もやっと咲き始めました。 桜は四月に入ってからでしょうね。 

どうぞ、お大事におすごし下さいませ。 

 

新潟県魚沼市永林寺／佐藤憲雄   冠省  何時もご高配を賜りご厚礼申し上げます。 

伝笑鳩２７０号御恵投ありがとうございました。嬉しいです。 合掌 

 

暖かく なれば花咲く 気も軽く ジョークサロンで 大いに笑おう  【曽田英夫】 

   ◎南亭琴内 時事川柳 

出てくるなクイズタレントニュースショー 

学歴で クイズタレント 幅利かす 

タレントが 歴史漢字で 威張り出し 

       神奈川県／米岡泰 
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今月もにんまり      

☆松戸市：田中清咊   毎月 楽しい会報をご送付頂き 誠にありがとうございます。 

今年は、ものは付け以外に、拙作の投稿ができるよう世相をよくウオッチしたいと思っております。 

☆渋谷区：樋口七郎   毎月 伝笑鳩 を首を長くして待っております。 

 特に、“ものは付け”が入選などすると、一日も早く手にしたいものです。 

 

    

 

命                 （鎌倉市：浜田 頓坊） 

落語の落ち             （鎌倉市：志賀 明） 

男女の性差             （横浜市：阿部 浩） 

生活費               （荒川区：藤野 哲康） 

入れ歯               （町田市：浅沼 マサ子） 

バイクのタイヤ           （高知市：高橋 満子） 

料簡                （板橋区：植竹 団扇） 

トイレの紙             （文京区：稲葉 浅治） 

小遣いくれの呪文          （岩手県：片山 敦夫） 

脳の若さ             （伊勢原市：武井 美雄) 

電子辞書              （大田区：高 栄子） 

塩・コショー            （横浜市：鈴木 びん子） 

珍名のふりがな           （所沢市：北沢 正嗣） 

受験生の消しゴム          （船橋市：川田 又一） 

最低の常識             （千葉市：岡部 千代松） 

名前              （さいたま市：奏 志朗） 

財布の中身            （八王子市：西川 信治） 

有名人のスキャンダル        （福島市：松山 カオリ） 

印鑑                （川越市：石原 義三） 

余命                （松戸市：田中 清咊） 

次回（第１３６回）の題        「在って困るものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切日：5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 

 

第六感       （京都市：牟禮 丈夫） 

【評】「これぞ秀逸！」と第六感がひらめきました。 

入選 

 

独居老人のシグナル         （渋谷区：樋口 七郎） 

自販機の不足百円玉        （横須賀市：山中 静代） 

男の意地            （さいたま市：高木 正明） 

マラソンのゴール          （稲城市：藤井 敬三） 

林に入ったゴルフボール       （横浜市：織田 元康） 

佳作 
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日本全国読者も元気 いい笑品が飛んでくる 

 

ほらえびす／片山敦夫（岩手）     今月も少しだけにやり 

１．アナログテレビ   消えさるのみ   －マッカーサー 

２．値上げ発表     ４月１日にして下さい   東電殿  大口需要者 

３．連立離脱      静かに、静かに！  亀井代表殿   野田首相 

 

樋口七郎（東京）      ああ、似て非なるもの 笑いあり 

 ３月下旬、５才と２才の孫と大人３人で伊豆高原に２泊３日の旅行に行き、大室山、ぐらんぱる公園、

橋立吊橋などに行きました。 

 最終日の日に昼食をたべるために、おそば屋さんに入って、座敷に通されました。 

 そこにはちょっと高そうな（１０００万円くらい？ ジョークです）備前焼の壺がありました。 

 ５才の孫が、その壺のそばで、ふざけていたので、妻がこの壺を壊すとベンショーよと言ったところ、

孫は、何 ショーベンと言ったのです。 

 そこで私はすかさず座布団５枚といいました。ベンショー、ショーベン よく似ていますね。 

 

大石脩（京都）       今年も元気！ ダジャ連発だ！ 

★「釣り手は浮きの動きに浮き浮きするし、魚もそれに浮き浮きウキウキキープする」 

★「ボクを抱きしメールのアナタの懐（いだ）きしメール」 

★「おスモウさんのような女子とのランデブーが、分かランデブーのラランデブー」 

★「徳川幕府は偉大ねぇ」  「うん、でも、外国には凄いとこ今もあるよ」 

「あら、何処？」     「ナイヤガラ瀑布だよ！」 

★「あら、よく来たわね、さぁあがって」  「何か恐ろしい感じするーー」 

「どもないわょ、鬼が一匹居るだけだよ」 「コーワーい」 

「大丈夫、妹よ、お花の鬼さんよ」 

 

若狹芳生（神奈川）    アナグラム(仮名変換) 時の人は誰？  

 

➊ビル奪取  ➋若い勝利  ❸私ダンテか  ➍お供と走る  ➎腰撫でパンジャ(＊チーム)  

➏来る婿見て抱き   ➐この子真珠   ➑生足だ  ➒警視にこり  ➓降ろせ(*組)  

 ⑪いーヒント ホットニュース  ⑫ひよこのだし 

 答：➊ダルビッシュ ➋石川遼 ❸立川談志 ➍橋下徹 ➎なでしこジャパン(＊チーム) 

 ➏クルム伊達公子 ➐コシノジュンコ ➑芦田愛菜（あしだまな） ➒錦織圭 

 ➓オセロ (*組)⑪ホイットニーヒューストン ⑫野田佳彦 

 

神代京子      おりこみ『はめ字』  さくら咲く ２０１２年卯月 

    

  

   

 

 

 

 

 

風静さ煌か 

かけくめぜ 

くさらくさ 

漂凛さ季や 

うとく節か 

輝君さ明い 

やはくるま 

くさらくさ 

笑んさ清か 

顔燦くくり 

 

風さやかきらめく季節 

 桜咲く  

静けさ凛と風格漂う 

 

今盛り明るく清く 

 桜咲く  

君は燦燦輝く笑顔 
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         笑顔ひとつが味引き立てて、幸せになる舌触り 

 

一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）  シャレクスピアの聞き書き 

＊「くさいもの」はうまい 

  日本三大くさもの ①くさや（新島） ②鮒寿司（熟寿司）滋賀 ③へしこ（能登）  

  和食のうまみ三点 ①昆布 ②鰹節 ③椎茸 

  日本で一番かたいたべもの ①鰹節  ②するめ  ③貝柱 

  やわらかい食べ物     ①豆腐  ②麩  ③こんにゃく 

 

小泉武夫・農学博士・元東京農業大学教授・発酵学・・・仇名「醗酵仮面」の言 

邱永漢の言、豆腐も味噌・醤油・漬物・・・みんな中国から伝わり、改良されたものだよ 

 日本特有のものは、「鰹節となにわ節」だけだよ。くさいものは美味だよ。 

＊臭覚は一番敏感だが、すぐ疲れて、慣れる。そのあとの味覚が一番だよ。 

 

 高温多湿の東アジア・特に日本には醗酵商品が多い。西洋の乾燥地帯では「チーズ」が代表的でそれ

ほど多くない。カビと醗酵の食品文化は、抗生物質・薬品まで及び、奥が深い。 

＊笑い話 「餅がかびちゃった、どうしたらいいかね」と弟子、 

     志ん生「馬鹿だな、早く食べればいいんだ」 

 

松山カオリ   カオリエッセイ   「寄り道」 

   

先日上京した際、国立近代美術館の「ジャクソン・ポロック展」に行く前に、ちょっと寄り道をして銀

座の資生堂ギャラリーに立ち寄りました。行われていたのは、「ディリー・ハピネス」という展覧会。中

に入るとプログラムと一緒にルーペを渡され“何これ？”とビックリ。広い室内にポツンポツンと置か

れた作品は、いずれもルーペなしでは細部が分からないほどの小さい物でした。 

 ポストカードの写真の女性部分を消しゴムで消し、その消しゴムかすから、元の女性部分を立体的に

再現する作品など、資生堂の広告や商品を材料にした作品が並びます。高尚なコンセプトはさて置き、

この作品はある意味、究極のリサイクルとも言えましょう。 

 観賞を続けていると、私がなかなか捨てられないでいるチビた鉛筆も登場。お菓子の箱に立てられて、

ニョキ二ョキ空へ伸びる鉛筆を観て、まだ若いこの女性作家に不思議なシンパシーを感じました。 

 その後、行きつけのお店でコーヒーを飲み、お目当ての「ジャクソン・ポロック展」に。さっきの作

品とは対照的に絵の具の厚みを感じる大作をじっくり堪能。「（抽象）絵画は音楽を楽しむように味わえ

ばよい」というポロックの言葉が、心に響く一日となりました。 

 

藤井敬三    ユーモア川柳「ああ、舌」＜解体新笑シリーズ＞  

 

芸人は舌三寸でメシを喰い         治療中舌打ちをした歯医者さん 

転勤を繰り返すたび舌が肥え        黙秘権２枚の舌を仕舞い込み 

お袋を舌はしっかり覚えてる        ハネムーン嫁の英語に舌を巻き 

舌鼓打つ暇もないバイキング        俺の舌エルとアールが分からない 

猫舌とラーメン食えば待たされる      牛タンも好物ですか閻魔さま 

舌っ足らず一行だけの遺言状        虎ファン舌戦ならば負けへんで 

お悔やみが饒舌すぎて嬉しそう       舌の根の乾かぬ内にまたジョーク 
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上の空組 印南博之  大娯解     [ ♪ 地球 唄の旅 ] 

 

①  ジャンバラヤ              （亜米利加） 

   ネエ ボブさん 「じゃんばら屋」ってなに売ってるの？ （ナマズのパイ料理）                      

②  カイマナヒラ             （布哇） 

  貝に真魚にヒラメだってさすがハワイ料理ネ 

③  コンドルは飛んでゆく         （秘魯） 

そりゃ混んでる時は飛んで行きたくなるはナ飛行機で 

 

♪  オーイ中島さん 中島さーんよ 外で呼ぶ声きこえぬか 

    母さんの涙目がみえないか エイヤサと飛び出し 

     止めておくれよ 閉じこもりえーい占い師との 

                （おーい舟方さん 三波春夫） 

 

奥村篤史   「本当はやってみたいスポーツRANKINGを見て 洒落日記」 

 

3月3日朝日新聞朝刊に、「本当はやりたい」「やりたかった」スポーツアンケートが掲載されていました。

2644人のアンケート結果です。さあ第1位はなんでしょう。馬術でした。そして弓道・アーチェリー・

射撃と続きます。敷居が高く何となくお金が掛かりそうですね。続いてテニス・登山・ゴルフ・水泳・

合気道とゴルフを除き比較的に安価な大衆的スポーツが続きます。10位ダイヴィング、そして野球・サ

イクリング・マラソン・ダンス・剣道・ヨット・空手・カヌー・サーフィン・モータースポーツとちょ

っと難しそうハードそうが続きます。21位以下はサッカー・ウインドサーフィン・スカッシュ・バトミ

ントン・25位ボウリング。この辺はやった事がある人が多いのでしょうね。 

 

アッシー君の場合、体験入学も含め25種目中16－７種目経験。2/3ですかね。今もやっているのがテニ

ス・水泳・ダイビング、かつて得意がゴルフ・ダンス・バドミントン・ボウリング、野球。もっとも野

球は下手な横好き課長が毎月召集、「☆行かないと課内仕事が上手くイーかない」。そこでアッシー君は

皆の苦手のキャッチャーを志願、「キャッチャーを志願ポジション何とかキャッチ」。サード・ショート・

外野もちょっと体験。ピッチャーは一度だけ体験。若手：高齢対決でキャッチャーまでボールが届きそ

うな人が俺一人？「☆キャッチャーまでボール届いて初勝利（投手）」。勝利の秘訣は「☆上手い人には

超スローボール下手な人には豪速球？」です。・・・・・ 

さて「本当はやりたい」「やりたかった」スポーツアンケートの第1位は馬術。皆さんやったことはあり

ますか。実はアッシー君福岡単身赴任の時、近くに馬術を教える所があり、こんな機会は2度とないの

ではと思い体験入学。そして5級に挑戦4日間、何とか合格しました。実はこれが書きたくこのテーマを

選びました。「☆ウマウマと馬を制御し乗馬上々」「☆馬に乗る高いな高いなこれが俺？」「☆馬に乗る皆

を見下ろすこの気分」ああいい気分！ 

 

香野好勇（好太）          好太川柳 

 

スマホ見せ幼子あやすモダンママ          社保ＯＢ年金食べ過ぎ下痢でバレ 

スマートへケイタイ替えてもでぶはでぶ       補欠でもメダルをめざす馬の道 （法華津氏） 

プーチンの嬉し涙が民泣かす            花粉症やったぜ俺も文化人 

マスクマン誰が風邪やら花粉症           どじょう噛み亀ちゃん子亀につまはじき 

春雨じゃ濡れては怖いシーベルト          四月馬鹿又々当たった！宝くじ 
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕）    世相都々逸no.4 

①  ちょっと話と 彼女がにこり 聞いて良かった 例
ためし

なし 

②  水火辞せずと 言っては見たが 俺金づちで 火も嫌い 

③  借りる時には ソラ涙でも 本当の涙は 返す時 

④  口説き上手と 評判の友 失敗談は 倍もある 

⑤  能ある鷹は 爪隠すだが 能ある女 嘘隠す 

⑥  会って恨みを 言いたいけれど 会えば彼女が 恨み言 

⑦  酒は嫌いだ 嫌いな酒を 消えてしまえと 俺は飲む 

⑧  酔えば飛びだす 武勇伝には 必ず付いてる 尾と鰭が 

 

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》 

 

子供手当の 名称もめて 元に戻した 下らなさ 

踊るハシズム いつかは沈む 大阪維新が 燃える春 

中国軍拡 北から核が しっかりしてくれ 防衛相 

投資ミスした ＡＩＪが 資産・四散し 詐欺まがい 

捜査依頼を ほったらかして 慰安旅行へ 千葉県警 

孤立・孤独死 絶えない自死や 放置社会の 暗い陰 

足場倒れて 園児が死亡 手抜き工事の 落とし穴 

歌え君が代 歌わぬ教師 中に口パク 居て監視 

ドジな教師が 競艇場で レース見ながら 通信簿 

スカイツリーが 地下ツリ上げて 戸惑う押上一丁目 

選手宣誓 感動させた 石巻工 阿部翔人 

大震災から 一年経過 いまだ瓦礫は 片付かず 

被災地励ます ガンバレ・絆 だけど瓦礫は お断り 

桜前線 ちんたらムード 入学式には 花盛り？ 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

 

全力尽くし 気力充実 

・昼仕事 金をもらって いるからは 全力尽くし 気力充実   

  ・遠くても 歩いていこう 早足で 全力尽くし 気力充実 

・人前で 話をするとき あがらずに 全力尽くし 気力充実  

 

笑い笑いで 長生きできる 

・毎日は 川柳狂歌 作りつつ 笑い笑いで 長生きできる 

・酒飲めば 笑い上戸で さらに酒 笑い笑いで 長生きできる  

・夕食は 家族団らん なべ囲み 笑い笑いで 長生きできる 

  ・職場では ジョークが多く 飛び交って 笑い笑いで 長生きできる    

                                                   

いいか悪いか とんと分からず 

  ・満員で 若い女性が 密着し いいか悪いか とんと分からず    

・居酒屋で 勘定になる トイレ行く いいか悪いか とんと分からず 
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笑門亭来福（西川 信治）  世相呆談 

   

☆大学生の数学力低下 ゆとり教育のひずみや推薦選抜の影響 

☆大学生 数学力は 小学生→その結果 論理性に欠ける 

☆今年のインフルエンザワクチン効果なしが判明  

「実態情報は流行が終わった頃発表予定」 それじゃ遅いよ（また隠蔽） 

☆小学校教諭（テコンドーの師範代） すれ違いの際、無視され飛び蹴り  

☆虫の居所が悪かったのか無視もできない。千円を奪うとは ふんだくったり蹴ったり 

☆大阪で成績を上げる酒酔い取締の警官 自分の呼気テスト結果の疑い（本人は否定） 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し４８  「江戸ッ子気質」 

①隅田川の向こうは千葉と同じ、田舎っぺ。 

②八王子・多摩ナンバーは都外の車と思ってる 

③良く早口だと言われる 

④駄菓子屋があると嬉しくなる 

⑤カッパバッジを買った事がある 

⑥芋羊羹と雷おこしに佃煮が東京名物。東京バナナは食べたことがない 

⑦お祭りは大好きだが宵越しの銭は持つよ 

⑧千代田線のゼロ番線ホームがあるのを知っている 

⑨東京音頭と大東京音頭は違うのだ 

⑩喧嘩っ早さを見せるが、実は平和主義だ 

⑪金八先生のロケ地を知っている 

⑫時代劇では捕物帖が好きだ 

⑬両国の各相撲部屋の位置は大体暗記している 

⑭後ろ乗りバスに違和感を感じる 

⑮飲み会の最後は手締めで終わる 
片岡隆     ショートコント「インフル対策」＆電力会社パロディ 

 

社長 ：喫緊のテーマは、「現代社会の病理と当社の持続性に関する方策」だね。 

秘書嬢：近々のテーマは、「インフルエンザ流行にウチはどうすりゃいいの？」ってこと？ 

総務嬢：どうせ暇なんだから、いっそ、休業しちゃえばぁ～。夏ごろ再開すればいいじゃん。 

専務 ：南極にはインフルエンザがないと言いますので、南極への会社移転を提案します。 

 

電力会社をパロル（今や、からかいの対象になってしまった） 

北海道電力＝どうでん ⇒ どうでんすか？ 

東北電力＝とうほくでんりょく、でんりょく ⇒ 途方にくれてんよ。 

東京電力＝とうでん ⇒ 盗電（盗人みたいな電力会社） 

北陸電力＝りくでん、ほくでん ⇒ 発句出ん（あきれて、言葉が出ない） 

関西電力＝かんでん ⇒ 感電 

中部電力＝ちゅうでん ⇒ 浜岡を思案中でんす。 

中国電力＝エネルギア、ちゅうでん ⇒ 殿中でんすよ。 

四国電力＝よんでん ⇒ 何読んでんの？ 

九州電力＝きゅうでん ⇒ 宮殿ではなく伏魔殿（魔物が棲む）かも  

沖縄電力＝おきでん ⇒ ？？                   
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柴本和夫            言葉の研究      

 ぼやき特集   

① スカイツリー  見た目も高い（634ｍ）けど、展望料金も高いな！ 

        これじゃ、スカイじゃなくて、タカイツリーだな・・・・・・庶民のぼやき 

② サトウと越後製菓の仁義なき戦い  裁判の決着は、越後製菓に成果あり 

            越後屋～お主はワルじゃなかったのね・・・・・悪代官のぼやき 

③ 巨人の6選手に36億円 

         阿部10億円、野間口は7億円、上原と二岡は5億円 

         俺の4億円より多いのに、おとがめなしかよ・・・・・・小沢一郎のぼやき 

 

門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ  

 

１）ビートルズを引用されてもＴＰＰはイマジンできない  

２）大関に ８勝７敗 増えそうだ 

３）便りのないのは いい便り  頼りないのは やはり頼りない 

４）巨人 大宝 金（ｶﾈ）の卵  

５）アサハカなＡＩＪ淺川社長 

６）ルビを振る 読み方も知らず 業平橋 スカイツリーに 駅名変えるとは 

７）刺青職員を絶ツウ（Tatoo）   橋下市長 

８）走ってナンボジャのもの  猫ひろし  

９）警察は何をシトーカー 

１０）♪キムタク キムタク ボーン ボーン 

      速く 速く 速すぎた スピード違反だ 免停だ 

サイレン鳴ってる 呼んでいる 

キムタク キムタク ボーンヘッド♪（早起き時計） 

１１）だメジャーと言われなくてよかった川崎選手 

 

稲葉浅治         川柳「芽」     人々に希望与える芽吹く春 

春の芽が震災の土盛り上げる          震災の冬乗り越えてつくしの芽 

震災に負けず芽吹いたねこやなぎ        石垣のすきま芽を出すたくましさ 

 

浜田頓坊         ―甘辛都々逸ほのぼのランド― 

 

花は満開 薫りがはじけ 歌唱にぎやか 佳話佳肴 

一人ひとりの 仲間をつなぎ 笑いのサークル 輪っはっは 

ジョーク・アイデア 生まれる場所は 古来三上 「沈」「車」「厠」（ちんしゃし） 

都々逸入選 ボールが三個 時々いただく 「パーゴルフ」 

トヨタかトヨダか 車はタダか サセホかサセボか ホボさせブォー 

稼ぐよりかは 稼いで生きる キャリア・ウーマン 自己主張 

若い二人が 「この道どこに？」 ついつい「ローマ」と 言っちゃった 

海松貝（みるがい）蛤 夜な夜な会って ナニの話を してるやら 

なんでも出来ると 言うてはいても 喜劇を笑えぬ コンピュータ 

嫌なことなど ジョークに丸め ぽいぽい捨てゝは 笑う日  々
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 野本浩一  お洒落日記  【ロクマルで若手と言われ煽てられ その気になれば縁の下から 】    
 NHK朝ドラ「カーネーション」で主役の晩年を演じる夏木マリさんが、「私は今年でロクマルです」

と言ったのを受けて、暫くは、僕も「ロクマル」で行こうと決めた。今年誕生日が来れば、「ロクイチ」

で、来年は「ロクニ」だ。 

真面目に生きていれば、何かいいことにでも出会って、碌にありつくことができるかも知れない。 

 ３月１４日に同巣会の小林先輩に連れられて、DAA（ダイヤ・アクティブエイジング・アソシエイシ

ョン）事務所に出向いた。退職高齢者有志を募って発足した財団法人で、ボランティア活動や各種親睦・

交流会を実施している。年会費が安いので、先輩の勧めに従って入会の手続きを取った。事務局の方か

ら、年齢を聞かれ「昨年９月に６０才になりました。それを契機に、ちょっと早いのですが、定年退職

しまして、現在はフリーターです」と答えた。 

 「野本さんみたいな若い人が入会してくれると、会も活性化します。どうぞ、よろしく」と笑顔の応

対だ。 

 そうか、６０才は若手と言われるのだと気付いた時に、入会を勧めた小林先輩が一言、 

「野本さんが手伝ってくれる日が早く来るように願っていたんだよ。良かったなぁ」と言いつつにっこ

り笑った。 

 高齢化進み続けるニッポンで  ロクマル過ぎてまだ若手とは 

 

平井幸雄     冗談じゃない、畳語（じょうご）だよ、重語（じゅうご）だよ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ＊「ぞろぞろ」という重ね言葉を「畳語（じょうご）」とか「重語（じゅうご）」という。いろいろな 

   畳語を、辞書をペラペラめくり、周りをキョロキョロして探してみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふわふわ・ちらちら・ひらひら・しんしん 

こんこん・どんどん・ずんずん・がんがん 

しんしん・こんこん・ぽたぽた・ぱらぱら 

びゅんびゅん・ぴゅうぴゅう・・・・・・ 

 

つるつる・テカテカ・ふらふら・くらくら 

ガンガン・キリキリ・ずきずき。もやもや 

ぐらぐら・くるくる・ぼさぼさ・へらへら 

もじゃもじゃ・ふっさふっさ・・・・・・ 
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2012年3月19日～2012年4月15日 

千葉県：石井志津夫  東京都：青木孝、板倉宏子  神奈川県：山中静代  

京都府：久保三徳、大石脩  

 退会＆寄付：東京都：ミドリジャ・スギウラ 

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。 

★３月例会：３月２８日     １６名参加  

曽田英夫・野本浩一・平井幸雄・阿部浩・片岡隆・高木正明・藤井敬三・一ノ瀬善秋・ 

松山カオリ・奥村篤史・佐藤忠恕・米岡泰・印南博之・西川信二・門口泰宣・柴本和夫 

＊用事がある方が多かったようです。先月が賑やかだったので、少し寂しい感じでした。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００頃です。 

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。 

５月２３日（水） 千代田区立スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

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 

８月２２日（水） 千代田区立スポーツセンター 予定 

千代田区立スポーツセンター  ℡03-3256-8447  

 

今年は女性会員特別プランを設けます。 

例会参加は、これまで通り会費５００円です。例会後の二次会に参加する場合には、今年度

に限り、１２月まで、１０００円で楽しんで貰えるように、致します。 

奮って、ご参加下さい。 

「ジョークの宝箱」は、完売間近となりました。 

ジョークサロン同人各位の拡販ご協力や、読者の皆様からの購読ご協力によりまして、印刷

総数６００部は、ほぼ完売となりました。 

今回の案内をもちまして、PR大作戦を終えることと致します。今後、ご要望がありましたら、

変集鳥まで、ご連絡下さい。在庫がある場合には、送付させて頂きます。 

 

 


