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＊＊＊２０１２年７月 No.２７３＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

 ５月は、金環日食と東京スカイツリーの開業が大きな話題を呼びました。 

 自然が織りなす不思議な偶然に遭遇した翌日、日本人の技術・知恵を結集したような人工物が作り出

す不思議に酔いしれました。スカイツリーの不思議と人気は今も続いております。 

 例会でも、スカイツリー関連の笑品が多数ありました。特集を組みましたので、ご笑覧下さい。 

 さて、先月号にてもご案内しましたが、例会会場として利用しています千代田スポーツセンター

で改修工事が実施される為、９月以降来年３月まで、例会の会場が変更となります。 

現在、神田周辺で開催するように会場探しを行っております。内神田周辺の公共施設を予約して、会

場確保を行います。詳細は今後、伝笑鳩にてご案内致します。ご留意下さい。 

 

さいたま市／和久井哲男   伝笑鳩 いつも楽しく愛読しています。 

 

「貧者の一塔」 

 

  ６．３．４ 

 

 

 

平井幸雄    東京スカイツリーとかけて、金環日食と解く どちらも天空を仰ぐ 

 早く、スカイツリーに昇ってみたいが、予約がとりにくい。   

６３４だけに、ずっと佐々木（先）まで待たせるだろうな。 

入場料が、3,500円でスカイ。そらー高い。 

値をツリーあげるな。６３４円にしろ！ 

値段が中途半端だと、ツリーがない？ 

世界一の高さだから、値段も高くしたのだ。 

ちなみに東京タワーの入場料は1,420円。 

通天閣600円。１ｍあたりに換算すると 

スカイツリー5.5円、東京タワー4.3円、 

通天閣5.8円で僅かな差？ 

東京スカイツリーとかけて、手相の生命線と解く、眺め（長め）が良いでしょう 

 

町田市／青木孝     『伝笑鳩』ありがとう存じました。 ユーモア川柳“ああ首” 

よく選ばれているなと感心しました。１０頁分の内容の濃さに驚きます。編集のご苦労がしのばれます。

よい初夏をおすごし下さい。 

 

梅雨時に カビはえぬよう 気をつけて ジョークサロンで 大いに笑おう【曽田英夫】 

 ★天国は階段 

重い足をひきずってようやく冥土の入口

についた。番人が「ここからは階段かエス

カレーター。どっちにする？」と聞く。 

「エスカレーター」と答えたら、「下降専

用」だった。    東京都／神山徹 
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鎌倉市／志賀明   伝笑鳩の読者は、それぞれ好みのページがあるのでは？ と思います。 

私は「ものは付け」です。自ら参加（投稿）して楽しみ、他の人の答に感心し、この中から「秀逸」を

勝手に選んで、また楽しんでいます。そして、いつも問題を出す人の知恵に感心しています。   

 

    

 

自筆の般若心経           （千葉市：岡部 千代松） 

私の傑作が入る予定の額縁      （横浜市：鈴木 びん子） 

最後に抜けた歯           （横浜市：織田 元康） 

泥んこの優勝ユニホーム     （さいたま市：高木 正明） 

ゴジラの卵             （鎌倉市：志賀 明） 

出世の行程表            （横浜市：阿部 浩） 

プロポーズの言葉          （稲城市：藤井 敬三） 

孫                 （高知市：高橋 満子） 

孫が描いた似顔絵          （渋谷区：樋口 七郎） 

うわべ               （京都市：牟禮 丈夫） 

財布の中身           （さいたま市：秦 志朗） 

トキの幼鳥             （町田市：浅沼 マサ子） 

ホールインワンのボール       （船橋市：川田 又一） 

人前の自分             （所沢市：北沢 正嗣） 

若い頃の写真            （福島市：松山 カオリ） 

ふさふさ髪の高校時代の写真     （品川区：瀧口 庸行） 

選挙前のマニフェスト        （川越市：石原 義三） 

日本人の心             （文京区：稲葉 浅治） 

招き猫               （三鷹市：稲垣 元博） 

女房の作った花のリース       （荒川区：藤野 哲康） 

伝笑鳩の皆さんの作品       （伊勢原市：武井 美雄) 

 
次回（第１３８回）の題        「手を出したくなるものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切日：7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 

 

有終の美     （世田谷区：奥苑 順子） 

【評】人は晩節が大切。オーイ、晩酌が大切だってさー。 

入選 

 

日本人が好きな黄文雄の三部作   （鎌倉市：浜田 頓坊） 

親孝行しますという子供の作文   （大田区：高 栄子） 

漂着したハーレー         （板橋区：植竹 団扇） 

結婚60年の妻           （品川区：安藤 晴康） 

昔とったきねづか            （世田谷区：三浦 邦夫） 

佳作 
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 お披露目が 金環食の 翌日で スカイツリーは 雅で粋よ  

 

２０１２年金環日食＆東京スカイツリー特集 

           

米岡 泰 南亭琴内       皆既食 見るスッピンの 怪奇色 

金環蝕 ダイヤもビーズも おまけなし 

金環蝕 木漏れ日に観る ドーナッツ 

 

神代京子  町のみんな 集いあの空 見上げてる なんて素敵 輝ける金環 

 

高木正明  金環日食 メディアが煽る 稼ぎのチャンスと 大騒ぎ 

 

柴本和夫  金環日食（○○年ぶりに見るもの）⇒ 金柑日食（健康のため毎日食べるもの） 

 

野本浩一    金環食観測＠自宅    リング見てふと思い出す指輪あり 

  

香野好勇    ★ツリー舞う お日様・月の 王冠に 

 

平井幸雄     粋の九十を六三四にしたら  

                                   

 

 

片山敦夫  ☆気が変わりの早い事    たったの一日で、各テレビ局 

          5/21  金環日食一色  5/22 スカイツリー一色  ―ヤジ馬― 

☆スカイツリー開業  永久欠番 ３３３   ―東京タワー― 

 

米岡 泰 南亭琴内    スカイツリー オッチョコチョイの 高上がり 

 

高木正明     スカイツリーの 開業祝い 雨も招待 視界ゼロ 

 

門口泰宣     ♪グレイの雲の 空の上 とんがり帽子のスカイツリー 

           鐘が鳴ります 金環コン めいめい眼鏡をかけてます 

            風がそよそよ 雲間より 金色のリングは 

             おいらの 天体ショー♪（鐘の鳴る丘） 

 

野本浩一     東京スカイツリー開業＠ＴＶ    ツリー上げた雇用は何と５千人 

オープンに際しては、テレビを見ながら「オープニング初日が雨となったのは、 

僕のせいではありません」と独り言をつぶやいた。 

 

松山カオリ        残念ながら、例会欠席します・・・ 

      金環日食に続いて、スカイツリーが話題になって賑やかです。 

国会もきびしい討論が続いてます。 

明日の例会（５月２３日）は話題が多くて、盛り上がるでしょう。 

輝なみ集町 

けんあいの 

るてげあみ 

金素てのん 

環敵る空な 
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一ノ瀬善秋  シャレクスピア（洒落久寿飛夜）  難聴か意外か 

 

ラジオ体操仲間のＴさん、嬉しそうに「今月の県人会が、今夜あります」 

＊「毎月あるの、何県人会なの」  ＋「シガケンジンカイです」 

＊「滋賀県人会ですか、あなたは新潟県出身でしょう」 

＋「シバケン人会です、柴犬を持っている人が五人集まって一杯やるのですよ」 

＊「シバケンでなくて柴犬（しばいぬ）でしょう」 

＋「五人が集まって、五反田の居酒屋でやるの、楽しいですよ」 

 「家へ見に来てくださいよ、犬の名前はスミレです」・・見に行く。 

 途中柴犬を連れて小公園へくる人に出会う、お世辞に「いい柴犬ですね」 

 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し５０  「格安補聴器」 

情けないが、だんだん聴力が弱くなってきたので、補聴器を買いに行った。 

店員「２ドルから２千ドルまで取り揃えてございますが、如何なさいます？」 

私 「未だ少しは聞こえるから、安いので良いんだ。その２ドルの格安のを見せてよ」 

店員「承知しました」 

私 「これって、どうなってるの？」 

店員「このように丁度耳に良くはまる黒ボタンにビニールひもが繋いでありまして、 

もう片方にボール紙で作った手箱が付いてます。これを胸ポケットに入れます」 

私 「でもこれじゃ全然聞こえないじゃん？」 

店員「これしてると、皆が耳元で大声で話し掛けてくれるんです」「！？×」 

 

笑門亭来福（西川 信治）   ★政治放談★～☆世相呆談☆ 

 

★小沢結審 「裁判に影響するから証人喚問に応じない」と言ってたのだから 

     一審無罪となった今度こそ国会できちんと説明してくれ。 

       「馬鹿なこと言うな。そんなことしたら二審で有罪になっちまう」ってか？ 

★党議決定に反対する人の党員資格解除はおかしい。（増田元岩手県知事） 

規律も何もしまらない世の中を作ってるのは政治家か？ 

★小沢チルドレンは何故あんなに元代表に従うのか？→「チルドレン（子ども）だからでしょう。」 

☆ロンドンオリンピック   女子ウエイトリフティング５３ｋｇ級代表 

美人アスリート 八木かなえ 「夢をかなえさせてあげたい」 

☆（車内化粧）    あっ毛虫と見まごう凄い付け睫毛 

 

藤井敬三    ユーモア川柳「ああ、尻」＜解体新笑シリーズ＞  

 

掛け声は軽いがパパの重い尻        久々の礼服ヒップ入らない 

一杯の酒でお尻に根が生える        健診を嫌う夫の尻を押し 

徳利の尻を叩けどこれっきり        看護師の目を気にしつつ尻を出す 

エコノミー席尻が苦情を言いはじめ     誕生日孫が尻尾を振って来る 

尻餅も笑顔で滑るメダリスト        尻とりの単語なかなか出てこない 

言葉尻とらえ議会が空回り         座りたい尻から先に乗ってくる 

人生の帳尻合わぬまま古希に        漬物の重石にしたいデカい尻 
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神代京子      おりこみ『はめ字』  ２０１２年水無月 

 

白い日傘 風かおる五月 昼下がり 麦酒が旨い きりり喉越（のどごし） 

青葉ゆれ きよらかな ばらの香に しあわせ感じ 自然に笑顔 

海はなぎ 白砂つづく はつなつの 空みつめてる 恋のゆくえ 

 

  

 

 

 

 

上の空組 印南博之  大娯解     [ 車・クルマ・くるま ] 

 

① 中国の乗物博物館に電気汽車の札が、さてどんな動力で動くのでしょうか 

   ａ 電気 ｂ 蒸気 ｃ ガソリン                  （ａ） 

② 出租車ってどんな車     ａ 納税済車 ｂ タクシー ｃ 割賦販売車  （ｂ） 

③ トロッコはトラックの言い間違いだ                     （〇） 

④ タンカーとタンクローリーは同じ役割の自動車である             （〇） 

⑤ セダン コーチ リムジン ワゴンはすべて馬車名から来た          （〇） 

⑥ オムニバスがバスの正式名                         （〇） 

⑦ ジープはＧＰと書くのが正しい   （多用途車）              （〇） 

 

海郷達人              格言・法則・教え           

１．「踏んだり、蹴ったり。」というが、これは、被害者の言葉と思えない。被害者なら、「踏まれ

たり、蹴られたり。」と言うべし。 

2．「今日できることを明日に延ばすな。」は、どうか。「明日できることを今日やるな。」というの

が、要領というもの。 

3．「起こりそうな悪いことは必ず起こる。」これは、私の経験則。有名なマーフィーの法則は、 
"Anything that can go wrong will go wrong". とある。 

因みに、マーフィーは、「落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率は、カーペットの値段

に比例する。」とも言っている。 

4．「信ずる者は救われる。」といわれる。しかし、用心深いことが身の安全を守ることになるということもあるから、

「信ずる者は騙される。」とならないように願いたい。  

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）    世相都々逸no.6 

①  惚れたあの娘
こ

に 恋文出せば 断りなんと 速達で 

②  シャルウィダンスと 年寄り踊る 問えば新たな リハビリで 

③  車窓に映る 老人ポツリ 良くみりゃおのが 立ち姿 

④  老人ホームに 慰問に行けば お前もおいでと 声掛かる  

⑤  気楽なもんだよ 東電さんは 原発停止で 値上げする 

⑥  歳費削減 口では言うが 本気の議員 一握り 

⑦  少しばかりの バス代けちり 事故で命の 重さ知る    

⑧  怖いもの 地震 雷 火事親父から 親父外して 竜巻に 

き麦ひ風白 

り酒る薫い 

りがさるひ 

喉旨が五が 

越いり月さ 

自幸ばきあ 

然せらよお 

にかのらば 

笑んかか揺 

顔じになれ 

る空は白う 

恋みつ砂み 

のつなつは 

行めつづ凪 

方てのくぎ 
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石原正雄          病院の風景     

☆家の近くの病院に、健康診断に行った時の話です。その病院に最近「もの忘れ外来科」という

のができた、と掲示板に書いてありました。たまたま、その科の先生がいたので聞いてみまし

た。「高齢化社会なので、ずいぶんお忙しいのでしょうねえ？」。すると意外な答え「いいえ、

それがヒマなんです。なにしろ予約した日に、みなさん来ないんです」 

 

☆山手線の車内から病院の看板が見えました。御徒町駅の近くに「尾中内科」というのがありま

した。都営新宿線大島駅には「かわの皮膚科」という宣伝の看板があります。わざわざ「かわ

の」とひらがなにしているのが、いい。千葉県船橋市に「般若整形外科」があります。埼玉県

鴻巣市には、ほんとにありました「大藪医院」。 

 

☆省略言葉っていうのがあります。喫茶店で、レモンスカッシュは「レスカ」。 

私の友人は「つめウーロン」ください、などと言います。さて、看護婦さんが病室のおばあち

ゃんのところへ、りんごジュースを持っていってこう言ったのです。「はい、おばあちゃん。『リ

ンジュー』ですよ。」 

 

奥村篤史   「早過ぎ花見に満開時清掃 遅過ぎました散り行き葉桜」洒落日記  詠歌笑 

―今年の東京の桜開花宣言は３月3１日 

☆今年花見は4種を体験、二分咲き・満開・葉桜・八重桜   

☆桜の開花はいつかいつかと待てば5日遅れと出た宣言 

☆地球温暖化なら早まる開花なのに遅れる開花宣言 

―４月３日に小金井公園お花見大会  

☆サクラに会いたいサクラに会いたいトラさん気分の桜狩り  

☆桜に会えずに出会えたものは大風・大雨・大嵐 

☆桜諦め江戸東京たてもの園で古い建物ばかり見た 

―４月15日日曜テニス会（平均年齢70過ぎ）の花見大会 

☆散り際テニスの葉桜族が見るはやはり散り際葉桜会 

☆テニス会員も葉桜・姥桜ゆっくり散ろうね葉桜さん 

―４月25日は八重桜が満開、遅咲き桜も加わりその美しさは見事、大感激でした。  

☆桜々々桜々々遅咲き・八重咲く揃い踏み 

☆今時こんなに咲いてる桜これはサクラだ絶対サクラ」 

 

門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ  

 

１）インコとは コンイになりたい 記憶術 

２）野球が出来ればマーイーナー  松井選手 

３）ムンクと立ち上がる脱原発の叫び 

４）小沢一郎とかけて 塩麹ととく その心は   控訴（酵素）が発効（発酵）しています 

５）暴走車 人は急には 避けられない 

６）どこも繁盛しているアウト列島 

７）大関が 束になっても 幕の外 

８）ホルムアルデヒドいので給水停止 

９）強風には運転停止がエレベター 

10）幸か福岡   職員に禁酒令 
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自由ﾉﾍﾞﾙ（ｼﾞｭｰﾙ・ﾍﾞﾙﾇでなく）こと片岡 隆    十五老人漂流記  

         

 2013年 6月バンクーバーの沖合で操業中のカナダ人漁師が海上にのろしのような白煙を発見し

た。漁師が難破船の救難信号と思い、現地に急行したところ、2階建て木造住宅が 15戸程、筏の

ように繋がっていた。家屋のベランダには洗濯物や布団が干してある。老人達は、マージャンをし

たり、昼寝をしたり、猫をじゃらしたりしていて、のどかな光景だった。 

彼らは、2011年 3月に日本を襲った津波で家屋ごと漂流。漂流者は後期高齢者の男性 15名。年

金も漂流中にゲットした郵便局の口座に振り込まれている。マージャンの負けは、ＡＴＭで振込ん

でいるが、なぜか、現金は出て来ない。病院で仲間と集いたいので、漂流する診療所があったら曳

航してきて欲しいとのこと。故郷は、家なし、放射能ありで、どうせ集団移住するなら現状と変わ

らないし、廃物利用の漂流村で自給自足のエコライフなので、地球にやさしい最後のご奉公だと自

負している。海洋汚染を防止するため、糞尿は米の栽培にリサイクル活用している。そのせいか、

新米を醸造したどぶろくには、加齢臭が漂っていた。屋上のソーラーパネルで発電し、エアコン、

冷蔵庫、マッサージチェアも使用している。スマホのＧＰＳで現在位置を確認し、陸地に近づき過

ぎぬよう、雨傘を帆にして、位置をコントロールしている。 

のろしのような白煙は、救難信号ではなく、七輪でサンマを塩焼きした際、サンマの脂肪がジュ

としたたって昇った白煙であった。魚食は健康に良いもようだ。 

別れ際、床の間の掛け軸と漁船にあったウィスキーやチーズを物々交換した。 

 

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》 

 

復帰沖縄 四十年目 不惑どころか 惑う基地 

思想調査や 入れ墨調査 次はヒゲかも 大阪市 

揉める地元や 近県・市・町 大飯原発 再稼働 

酒の仲間も ノンアル増えて 梅酒・チュウハイ・カクテル党 

コンプガチャって 一体なんだ 昆布入り茶か 聞く親父 

山の遭難 低体温で 家じゃフトコロ 低温症 

危険いっぱい お安いホテル 防火・安全 そっちのけ 

夜行バスには 身内は乗せぬ 事故の居眠り ドライバー 

まさか優勝 本人だって びっくり平幕 旭天鵬 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

飲まれないよう 酒は飲むべし 

 気がつけば 山手線を 何周目 飲まれないよう 酒は飲むべし    

    割り勘に しては自分の 額高い 飲まれないよう 酒は飲むべし 

 寝不足で 知らぬ間に 意識なし 飲まれないよう 酒は飲むべし 

笑いからわく あすの活力 

 月一度 だけでもサロン 心から 笑いからわく あすの活力    

おやじギャグ 言われながらも 次々と 笑いからわく あすの活力 

寝る前に 鏡に向かい 笑う顔 笑いからわく あすの活力 

いろいろあるが もっと働く 

    帰宅時は 吊り革つかみ 眠ってる いろいろあるが もっと働く 

クールビズ 逆らいながら ネクタイを いろいろあるが もっと働く  

今日もまた 元気で職場へ 来てしもた いろいろあるが もっと働く 
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 野本浩一     お洒落日記       「一日の過ごし方を考えることが大切だ」  

７時過ぎに起きて、朝食用にコーヒー豆をひき、朝刊を取り込む。テーブルを拭く。朝ドラを見なが

ら朝食を食べ、民放各局にチャンネルを合わせて最新のニュースをみつつ日本の現状を考える。新聞を

読みつつ、昼食のことを考えると１０時半になる。 

 昼前の天気予報を見つつ、テーブルを拭き、昼食に備える。昼食を食べ終えて、食器拭きを手伝い、

空を見上げると大体２時前だ。健康のため蒲田まで散歩して往復する。蒲田で野菜や魚を買って帰ると

４時過ぎになる。風呂に入り、夕刊をざっと読み世界に目を向けてみると、あっと言う間に夕方６時は

過ぎている。 

テーブルを拭き、夕食に備える。夕方の激安メニュー・激安ショップ番組を見つつ、深刻な顔でニュ

ースを伝えるキャスター達の着ている服を眺めているともう９時近い。 

 パソコンを立ち上げて、メールを読む前に、ちょっとニュースやYou Tube を見ようものなら、もう

１１時半であり、早く寝ないといけないと返事を出すのを放棄して、布団に入る。 

 

柴本和夫  言葉の研究    お笑いは、いつでも稼働中。省エネクリーﾝな健康の世界 

サル孤児／オランド 

フランスの新大統領の名前はオランド・・・隣の国の名前はオランダ 

サル孤児・・・・・盆からさきゃ、オランド（某民謡） 

水泳のライバルの急死・・・今後は、ダーレオーエンしたらいいの 

ツアーバス事件   睡魔との闘い～眠気防止対策は≪五感≫への刺激 

 五感≪濁音≫（ごかん：見る聞く触る等）を刺激すること ≪清音≫ではありませんので、御注意！ 

北海道の≪泊（とまり）原発≫が止まりました。 

福井県「おおい町」の原発の再稼働反対運動  福井県 ⇒ 原発の≪おおい≫県です 

大飯原発の対岸 ⇒小浜市≪泊（とまり）地区≫・・・・原発は泊（とまれ）の願い 

 

松山カオリ     カオリエッセイ   「絵本は楽しい」 

 

 先日地下鉄の中で、座席に並んで掛けていた３～４歳のお子さんにお母さんが絵本を渡していま

した。何気なく目を向けたところ、頁をめくる毎にカラフルな動物が樹や花などと一緒に立体的に

画面に飛びだしてきてびっくり。今や絵本は、おもしろく進化しているようです。 

先日地元の県立美術館で、五味太郎さんの「絵本の時間」という作品展を見る機会がありました。

沢山の絵本の原画とことばが展示されており、アニメーションも上映。絵本製作の印刷工程なども

説明されています。どの作品も絵にそえられた言葉に夢があり、題名がとにかくユニーク。 

＜おおきいぞうは おおきいうんち ちいさいねずみは ちいさいうんち＞ 動物も虫も人間も

生き物は、いろいろな仕方でみんなうんちをします。＜いきものは たべるから みんな うんち

をするんだね＞と結ぶ言葉も素敵でした。 

イキイキとしたユーモアになんだかうれしくなって、童心に帰ったかのように、会場をうろうろ

と歩き廻りました。 

 

香野好勇 （好太）   好太川柳        足の爪 切れば粉吹き 老い知らせ 

 

夫婦なら教えてあげなよ真紀子節      橋の下石の原っぱ亀が這う 

秘書有罪当人無罪で大笑い         でかマスク隠す小沢の嗤う顔 

サザビーの一声ムンク１００億円      誰だって叫びたくなる落札額 
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樋口七郎（東京）      お風呂は楽しい 

 ５才と２才の男の孫が遊びに来たときは、三人で一緒に風呂に入ります。孫の“オチンチン”を“ス

ズメチャン”と称して洗っておりました。ところが、先日、５才の孫の “スズメチャン”を洗おうねと

いったところ、孫は“スズメ”じゃないんだというのです。 

 私が、それでは何だというと“ハト”だというのです。 

 そこで、私が “ジジチャン”のは何だときいたところ“カラス”というのです。 

  私は“カラス”はいやだから、“タカ”ではどうかというと、孫は“タカ”でいいよというので、ジ

ジチャンの“オチンチン”は、めでたく“タカ”と命名されました。 

 ２才の孫は、まだ“スズメ”と言われても文句はいいません。 

 “スズメ”と“ハト”と“タカ”が仲良く、お風呂に入っております。 

 

名古屋・気晴亭／加藤勝彦   ロケットが落ちなくなったのは、女性宇宙飛行士が 

乗るようになってから。オ〇〇〇なし・・・と言ったから。英語で言ってみろと言われました。相手を

しげしげと見て、「How Big You are!」と言ったら、ニコニコと喜んでくれました。 

 

稲葉浅治      川柳「隠す」    花束に隠した想い語らせる 

何故隠す金持ち高い塀の中         隠しても隠しても出る胸の内 

真実を隠し病人元気づけ          ガンですと告げず逝かせて胸痛む 

 

ほらえびす／片山敦夫（岩手）     今月も少しだけにやり 

１．進路       イクジイ   ―定年退職者― 

２．今の時代      職無い 金無い 嫁無い 幸せ来ん   ―独身男性― 

３．交流戦        衆参の論戦を   ―国会改革研― 

 

若狹芳生（神奈川）    ☆「呼出しも 世界の地理に 強くなり  面白い取組みと決まり手 

 

風呂屋の三助×客＝浴びせ倒して三助の勝ち 

女房×妾＝取ったりでお妾さんの勝ち    負けた女房も黙ってはいません。 

女房×亭主＝送り出して女房の勝ち     亭主を送り出して間男を。 

酒屋の主×立ち飲み客＝一杯引っ掛けて客の勝ち  酒屋のおやじもだまっちゃいません。

酒屋の主×酔いどれ客＝摘み出して酒屋の勝ち 

 

浜田頓坊         ―甘辛都々逸ほのぼのランド― 

外国あちこち 旅してみると 日本良いとこ 見えてくる 

案外知らない 日本の良さを 気付かぬ人達 まだ多数 

作り笑いも 続けていると いつの間にやら 福を呼ぶ 

まあまあなんとか 金婚すぎて もっているよな ワッハッハ 

笑って暮らせりゃ 上々吉さ 伝笑鳩でも 読んで寝る 

 

大石脩（京都）       「ああ、麗しき花咲く乙女よ・・・」 

「鉢植の世話を忘れると文句つけるのはどなた？」   サボテンさん 

「彼女の家の周りをそこはかとなく歩を進めるのは？」 Ｈｅまわりさん 

「Ｍｅちゃんてこんなにチャームなのに目もくれないのは？」 紫木蓮さん、白木蓮さん 

「そう、これから三つ目の信号で、黄になる迄の青ならイコウ逢おう君に」 あおきさん 
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2012年5月15日～2012年6月18日 

東京都：石田貴代司、青木孝  神奈川県：志賀明  京都府：大森史郎、大石脩 

＊郵送打切  神奈川県：灘上哲之助 

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。 

★５月例会：５月２３日     １９名参加   

曽田英夫・野本浩一・片岡隆・佐藤忠恕・奥村篤史・阿部浩・海郷達人・高木正明・ 

小林久枝・西川信二・門口泰宣・平井幸雄・石原正雄・神代京子・一ノ瀬善秋・米岡泰・ 

藤井敬三・柴本和夫・印南博之 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

７月２５日（水） 千代田区立スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

８月２２日（水） 居酒屋島ひで  納涼サロンです 

千代田区立スポーツセンター  ℡03-3256-8447  

９月２６日（水） 会場が変更となります。内神田周辺の予定です。 

10月２４日（水）～２０１３年３月末まで 会場変更となります。 

 ＊詳細は、例会・伝笑鳩・ＨＰにてご案内致します。 

前号で案内しました通り、今年は女性会員特別プランを設けます。 

例会会費は、これまで通り５００円です。例会後の二次会会費は、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。 

今年の９月から来年３月まで、例会会場が変わります。どうぞ、ご留意願います。 

詳細は、下記の例会案内をご参照下さい。 

８月例会は、特別例会として、居酒屋「島ひで」で納涼会込で実施します！ 

楽しく賑やかなサロンにしましょう。伝笑鳩を全国に飛ばす作業を終えた後は、乾杯で喉を

うるおし、賑やかに懇談しながらというスタイルで行います。会費は、通常の例会費＋飲食

代金込になりますが、男性3000円、女性1500円です。楽しく、賑やかにしましょう。 

伝笑鳩 No.273   発行 2012.6.27           変集鳥・・・野本浩一    

変集協力 ：阿部浩・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・神山徹・佐藤忠恕・ 
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片山敦夫    他 多数（含む読者の皆様） 

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 


