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＊＊＊２０１２年８月 No.２７４＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

 ジョークサロンに集う皆様、そして伝笑鳩をご覧頂いている皆様 

暑中お見舞い、猛暑お見舞い、酷暑お見舞い申し上げます。熱中症対策に十分に留意されますよう、

お願い致します。体力維持に十分に心がけて頂きますよう、お願い致します。 

  

７月上旬、中旬にかけてのニュース報道は、残念なものが多数ありました。 

 大雨による被害が拡大し、多数の方が無くなりました。いじめによる中学２年生の自殺報道もありま

した。パンダの赤ちゃんが誕生直後に、死亡というニュースもありました。 

 亡くなられた方々のご冥福を祈りつつ、今を生きていきたいと思います。 

  

 ８月の例会は、納涼例会と名付けて、１７時３０分頃から神田河岸ビル B１の居酒屋「島ひで」

で行います。奮ってご参加下さい。詳細は、１０頁に記載しております。参照下さい。 

 ８月発行の伝笑鳩の原稿締切は、８月５日となります。お早目にお送り下さい。 

また、９月から来年３月までは例会会場が変わります。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、伝笑鳩やHPにてご案内致します。ご留意下さい。 

 

名古屋・気晴亭／加藤勝彦   伝笑鳩273号ありがとうございます。 

私の訳の分からぬヒンシュクもの掲載して頂き、申し訳なく恐縮です。今日は公休日で、毎月２日に

豊川稲荷参る会に参加、余りの暑さに近くのイオンで涼んでいます。勉強したりしている高校生カップ

ルも多く、皆楽しそうです。 

 

新潟県魚沼市／永林寺住職・佐藤憲雄  暑くなりましたネ ご活躍大慶至極に存じます 

何時もご法愛を賜り“伝笑鳩”273号ご恵投ありがとうございます。楽しんでいます。 

 

町田市／青木孝    『伝笑鳩』ありがとう存じました。 良い七月にしたいものです。 

東京タワー４．３円。スカイツリー５．５円。通天閣５．８円（１ｍ換算）面白い比較です。 

大阪が一番高いのも意外でした。とても勉強になりました。さすが平井さんと思いました。 

 

鎌倉市／若狭芳生    おかしなおかしなおかしなお菓子メニュー・特選 

 

 ○♪誰よりも君をアイス ○ストロベリーグッド ○パトロールケーキ○神も仏もあるもなか 

○サンタモナカ○津軽海峡冬ケーキ ○島倉チョコ ○天真餡饅 ○笑び餅  ○よそ見大福  

○ぼった栗まん ○ほったら菓子 ○ひった栗まん○茶っプリン○知らんプリン  

  （変集鳥：他にもたくさんのおかしなお菓子がありましたが、今日はこれまで。） 

 

夏が来る 熱い太陽 白い雲 大いに笑おう ジョークサロンで 【曽田英夫】 

ユーモア川柳 「ああ、汗」 

定年後汗だくになるストレッチ 

職安に汗を知らない顔並ぶ 

表彰台笑顔に汗がよく似合う 

        東京都／藤井敬三 
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樋口七郎＠東京          子供は何でも分かってる 

５才と２才の孫と私、妻、娘の５人で、東京タワーの展望デッキに行ってきました。 

記念に５才の孫に、日付けと名前を刻印するメダルを買ってあげて、２才の孫には買わないつもりで

したが、兄ちゃんに買ってあげたのを見た２才の孫は自分も欲しいと、フロアー中にひびく程泣きさけ

ぶので、しかたなく２才の孫にも買いましたので、孫は大喜びでした。 

２才だから、わからないだろうと思ったのが、間違いでした。 

５才と２才の孫は我が家に遊びにくるときに背負っているリュックサックに、そのメダルをぶら下げ

てきます。２才の孫にも、メダルを買ってあげてよかったなとつくづく思いました。 

    

 

よちよち歩きの孫          （千葉市：岡部 千代松） 

道に落ちている財布         （稲城市：藤井 敬三） 

ミスド新発売のジンジャードーナツ  （大田区：高 栄子） 

まとわりつく子猫          （川越市：石原 義三） 

達磨                （鎌倉市：志賀 明） 

今回だけの儲け話          （横浜市：阿部 浩） 

ジャンケンポン           （横浜市：鈴木 びん子） 

雑草だらけの隣の庭       （さいたま市：高木 正明） 

玉手箱               （文京区：稲葉 浅治） 

踊り子さん             （京都市：牟禮 丈夫） 

糖尿病者に甘いもの          （品川区：安藤 晴康） 

ケータイ電話の着信        （八王子市：西川 信治） 

幼子の笑顔             （町田市：浅沼 マサ子） 

取っておきの秘策          （鎌倉市：浜田 頓坊） 

秀逸の図書カード         （伊勢原市：武井 美雄) 

 

 次回（第１３９回）の題        「蹴ってしまうものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切日：8月5日（日）！ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

次号は印刷の都合により〆切が早くなっています。ご注意下さい。 

秀逸 

 

口論の果て     （福島市：松山 カオリ） 

【評】万機公論に決すべし。手を出した方が負けです。 

入選 

 

ボクシング           （さいたま市：秦 志朗） 

突然降ってきた雨          （船橋市：川田 又一） 

カワイコちゃんの配るティッシュ   （横浜市：織田 元康） 

袖の下               （所沢市：北沢 正嗣） 

本命ガチガチ馬券          （大田区：野本 浩一） 

子供の宿題             （荒川区：藤野 哲康） 

 

佳作 
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笑門来福  元気回復   読者投稿作品コーナー・みなさまの作品を掲載します 

 

稲葉浅治＠東京      川柳「赤」    赤い糸よくぞもったね五十年 

 

故郷は丸いポストの残る村         美人の子探し寄付する赤い羽根 

赤ん坊泣き声変えて自己主張        返せない身体に貰う血に感謝 

  

ほらえびす／片山敦夫＠岩手     今月も少しだけにやり 

 

１．焦点と笑点      －輿石と歌丸－ 

２．福岡市役所 自宅以外禁酒令    それは飲めない   －のんべえ－ 

３．牛レバ刺し禁止   はらわたが煮えくりかえる   －食通－ 

４．特技     平行線の書き方      －小沢元代表、野田総理 

５．投票結果      無党派はなかった  －ＡＫＢ４８－ 

６．私たちもグループを作りました  ＡＫＢのように人気がほしい  －造反５７－  

７．シリア停戦合意無視 

 ダマスカスって名前が悪いんじゃない？   －だまされ人－  

    

浜田頓坊＠鎌倉     ―甘辛都々逸ほのぼのランド―   八月に詠む 

 

シュルシュルシュルっと 爆弾!!ドッカン  防空壕では 震えてた 

条約無視して 攻め込み人を 捕虜にした国 忘れない 

どさくさまぎれに 四島盗み いまだ返さぬ ロシャロスケ 

「オンナイランカ」 ホテルのボーイ 慰安婦像とは そりゃ無恥 

小気味よい人 この頃まれよ 石原慎太郎 威勢よい 

百年前にも 慎太郎流の 黒岩涙香 檄飛ばす 

「民意に従え 政治の自殺」 かつてヒトラー 例がある 

用心しなけりゃ 暴走もする 民意は時  々 作られる 

右や左に はみ出た枝は 剪定上手に よい形 

あまり余計に 切り揃えると 個性無いよな 形になる 

 

大石脩＠京都       「けっこう、笑うものですね・・・」 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

「十八金て知ってるでしょ」 

「うん」 

「じゃあ、二十四金てな～んだ？」 

「つまり、純金のことです」 

「残～念～でした。それは八月二十四日の金曜日のことよ」 

 

「お婆ちゃんは長生きするわよ」 

「あらら・・・どうしてわかるの」 

「だって、少しもシワ無いからよ」 

 

「今度開店したとこ、強烈なおウドンあるんだよ」 

「そうなん、激辛なの？」 

「つまり、かやく（火薬）ウドンだとかよ」 
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  破顔一笑  元気倍増   笑品開発同人作品・・・笑いのショーウィンドウー 

                                   

藤井敬三   ユーモア川柳「ああ、汗」＜解体新笑シリーズ＞     

                       

晩酌のビールの為に汗をかく       飲む量に正比例して出る寝汗 

この頭汗は出るけど毛は生えぬ      節電を嘲るように汗流れ 

汗までも宝石に見え惚れた人       携帯が汗だくになるラブコール 

いつ見ても汗を拭いてるメタボ君     大汗をかいて遅刻の詫びを言う 

持ち駒が汗をかいてるヘボ将棋      原発を思い出すたび汗が引く 

 

海郷達人              駄 洒 落   

 

１．やり投げ 

イギリス人を父に持つディーン元気選手は、ロンドン五輪で期待されている。コーチの指導

は厳しく、投げやりな練習は許さないとか。 

２．サッカー指導 

昔取った杵柄で孫にサッカーを指導することに。ところが、ドリブルは足がもつれて孫に笑

われ、しどうろもどろ
．．．．．．．

。 

３．磨崖仏 

鋸山の近くに昔の採石場跡があり、そこには大きな仏様が刻まれている。どうやら、敦煌・

莫高窟の模倣版と見えるが、この紹介に、「磨崖仏（まがいぶつ）」と書こうとしたが、パソ

コンが「紛い物」と変換した。なるほど納得。 

４．風邪を引いたやくざ 

やくざも風邪を引く。風邪をひいて咳こむと肝心のたんか
．．．

がさま
．．

にならない。痰が切れない

と、啖呵も切れない。 

＊「啖呵」は、維摩（ゆいま）という弁舌達者な坊さんが最初に切ったものらしい（広辞苑）。                

 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し５１  ◎「全ドイツ合唱祭」 

 

6/1~11ドイツに出掛け、日本代表で歌いました。世界各国の多彩な合唱団の歌を聴き、また様々な交

流をしました。特に地元ドイツは、車椅子合唱団、清掃局合唱団、消防士合唱団などが楽しいコーラ

スを聴かせました。面白かったのは、指揮者が集まった合唱団。 

 指揮者は合唱団の指導に忙しくて、普段は自分自身のコーラスが楽しめないんですね。聴いてみる

と、これが見事にヘタなんです。大笑い。 

 私もこれまでに４０以上の合唱団に入りましたが、指揮者で発声の良い人は僅か。 

 表現力は一流でも、個性がまちまちで合わない。他人に合わせることが出来ない。ハーモニーにな

らない。まさに紺屋の白袴＝非常指揮合唱団でした。 

 

  ◎時事川柳  小沢がせ 気にするなよと 言わん野田 

現政権 潰して何も 変らん野田 

消費税 値上げ反対に 反対だ 

ギリシャから 友路破産は 日本まで 

いつ始め いつ終わったか 梅雨知らず 
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笑門亭来福（西川 信治）   ★政治放談★～☆世相呆談☆ 

 

★新党八策 

１．神輿（総理）は軽くてパーがいい 

２．被災地訪問は天皇に任せ「国民のために」を連発し選挙に備える。 

３．懸案事項は「その前にまずやる事があるだろう」とのぼりを作り先送りする 

４．できるだけ「脳味噌」が筋肉の新人を発掘する 

５．官僚の許認可権を政治家の手中に収め企業を締め付ける 

６．政治資金規正法案にはしっかり抜け道を作る 

７．証人喚問には絶対に応じない 

８．原理原則をうまく利用し、できるだけテレビに映るようにする 

 

☆副都心線 刺した犯人捕まる 

「護身の為ナイフを所持」おいおい自分は大事で他人は粗末ってか？ 

 

☆原子力規制庁っていつできるの？ 

まず大飯再稼動のキセイ（既成）事実を作ってからだ（その通りに） 

       

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》 

 

秘密会議で 三党合意 小党・国民 カヤの外 

小沢に言わせりゃ そっちが謀反 違反している マニフェスト 

資金足りなきゃ 増税するし 電気足りなきゃ 再稼働 

野田が責任 取るとは言うが 総理いつまで やるつもり？ 

何故か訳あり 脱原発の デモは伝えぬ NHK 

オスプレイ機が 安全ならば 野田やオバマの 専用機 

電気料金 値上げの訳は 社員ボーナス 賠償金 

オウム犯だと 店員さんに 教えられてる 捜査員 

後を絶たない 海賊版や 不正ロードに 法の網 

臓器移植に 健気な幼児 脳死同意の 親心 

騙し取ってた 生活保護費 笑い取れない お笑い芸 

個人情報 売買してた ハローワークの ワル係 

歯科医大好き 聖子の好み ハイシャ復活 三人目 

ヒゲの宮様 ガンには酒と タバコも止めずに 黄泉の旅 

映画人生 新藤兼人 天寿百歳 映える幕 

強い紳士の 巨人と言うが 原に浮気の スキャンダル 

 

神代京子      おりこみ『はめ字』  ２０１２年 文月 
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 上の空組 印南博之     大 娯 解  ［ ♪ 地球 唄の旅 ］ 

 

①ウシュクダラ            （土耳古） 

  ボスポラス海峡の橋の上で考えた、ユーロに替えようかリラのままで居ようか 

 隣のギリシャが気になるナア        （トルコの都市） 

 ②娘さん（シュワジュヴェエチカ、波蘭） 

  木を切り倒したり、草を刈り尽くしたり 

  俺たちヨーロッパ野牛の生活の場を無くさないでクレ 

 ③タブー                 （西印度諸島） 

  主神はイエマンジャ 奴隷の反乱にも手助けしたけど 

  オウムより親しまれているよ  （ヴードウー教も祈りの唄） 

 ④ラ・パローマ      （鳩、古巴） 

  のんびり鳴いてらんないよ捕まってすぐ食べられちゃうからネ 

 

門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ  

 

１）反対がオオイのに再稼働決定 

２）♪偽名でなりすまし桜井の 蒲田の街の朝ぼらけ 

    監視カメラの コマよけて 身の行く末をつくづくと   

     忍ぶ漫画本喫茶店 迫った追っ手の 包囲網♪（大楠公の歌） 

３）事故にメスを入れずに配備しようとするオスプレイ 

４）「１億円は？」「ハラった」 

５）青票の多さに薄氷（白票）を踏む思いの野田首相 

６）未公開情報はこうこうコーディアル 

７）株上場に向けて地道に陸ルートを歩んできた 

８）シンシンがニンシンでアンシン 

９）エリザベス塔に改名とはビッグリベン 

１０）責任逃れの東電の事故調査書ではイイワケないだろう？ 

１１）北越紀州に合併されるのが製紙できなかった大王 

１２）１５００通もの投稿に四句八句   ＮＨＫぼやきせん 

１３）My father is my mother（クイズ：訳してみて下さい）   （わが父はワガママだ） 

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）    世相都々逸no.7 

 

①  黒か白かを はっきり決めりゃ 人気落ちるぜ パンダなら 

②  今夜お暇と 飲み屋のあの娘 うちの亭主が 用あると 

③  おいらの経験 言わせてもらやぁー しょせん恋路は 化かしあい 

④  恩に着ますと 金借りたきり 恩を脱いでる 友もいる 

⑤  明るい所じゃ あなたに会えぬ 体重減ったと 言ったから 

⑥  マニフェスト まだ忘れぬと 小沢は言うが 実績見えない 空手形 

⑦  何時の間にやら 増税が先 経費削減 なんとする 

⑧  国内事情で 国際会議 国益なおざり する総理 

⑨  気概に燃えて 創った民主 相互不信の 巣窟に 

⑩  既存政党にゃ 嫌気がさした いつまで続く 茶番劇 
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松山カオリ     カオリエッセイ   「なつかしい味」 

 

 先日知人から「ちまき」をいただきました。端午の節句に和菓

子店で見受ける円錐形の笹の葉に包まれたちまきではなく、昔か

ら伝わる家庭で作る三角形のものです。思わず「懐かしい」とお

礼を伝え、早速お昼に御馳走になりました。届けて下さった方は

山歩きが趣味で、いつも季節ごとに山菜をおすそわけして下さる

のですが、そのときも今回も「笹の葉は山形で採ったのでご心配なく」との説明付きでした。 

懐かしいちまきに、妹と一緒に「お母さんの味ね」と福島を感じました。子供の頃、母がちまき

を作る姿を見て、真似して作ったのですが、蒸しあがってみたらパンパンにふくらんでしまい、手

加減の難しさを感じたものです。 

母から習ったこのちまきも、私には伝える人がいないので、やがて消えてしまうかもしれません。

しかし一番消えて欲しいのは、原発、放射能、汚染・・・等という言葉。こんな言葉はジョークに

して消してしまいたいと思いますが、悲しい気持ちが強すぎて、なかなかジョークにもなりません。 

 

柴本和夫  言葉の研究   ハラ問題 

 

イシハラ問題・・・尖閣諸島に中国が口をはさむ余地なし 

          漢字の尖閣諸島をよく見よ！⇒ 尖には中はない！ 

ハラ問題・・・・セクシャル・【ハラ】スメント・・・女性の日記が 1億円に 

  【日記】 小さな日記につづられた、小さな過去のことでした。  

私と【ハラ】との過去でした。忘れたはずの 恋でした。 

教訓：女性の日記は怖い・・・地震・カモナリ・火事・≪日記≫ 

      セリーグの悩み：ハラを代えるべきか、代えざるべきか（シェイクスピア的悩み） 

結局セリーグは、原を交代させられず ⇒ セにハラは代えられず。 

打撃理論風に謝罪・・・この問題はひっぱらずに、（ライトに：軽く）流して欲しい 

ミニ・ダジャレ   欧州問題～経済政策を巡る各国の思惑 

         欧州では～真面目な、≪議論が応酬≫してます。 

         ジョークサロンでは～真面目な、≪ジョークが応酬≫してます。 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

 

やってやれない こともないかも 

・ 70まで 元気で働く それもいい やってやれない こともないかも    

 ・ 自宅から 鹿児島までも ドライブで やってやれない こともないかも 

・ この年で マラソンに出て 走り抜く やってやれない こともないかも 

何があっても 馬鹿に動じず 

・ 歩いてた 大粒雨が 傘は無し 何があっても 馬鹿に動じず     

・ 野良犬が 近づいてきて ほえている 何があっても 馬鹿に動じず 

・ 居酒屋で 勘定聞いて 金がない 何があっても 馬鹿に動じず 

ピンチの後も ピンチが続く 

・ 知らぬ間に 諭吉が去って もういない ピンチの後も ピンチが続く 

 ・ 仕事では うまくいかない こと続く ピンチの後も ピンチが続く  

 ・ 酒に酔い 乗り過ごしたら 帰れない ピンチのあとも ピンチが続く  
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片岡 隆    臓器移植マーケットのサイトから（既に当局の要請で削除済み） 

 

オリンピック短距離優勝者（2008年）の脚：逃亡者に必須。2本セットで 1億円。 

親のすね：かじられた親御さん、親のないお子様向け。多少の傷あり。 

眠くても下がらないまぶた：長距離トラック運転手の方に最適。 

右手：大学センター試験で有名大学合格の実績あり。お子様へのプレゼントに。 

大脳：回転が速く、記憶機能が優秀。認知症の方に。 

肛門：規則正しいお通じになります。ひだがきれいです。 

脳を除く体全部：住居と家族付き。別人に生まれ変わりましょう。 

ドラキュラの牙：人生が様変わりします。もう無茶苦茶になります。 

遠山の金さんの桜吹雪の肌：世直し願望の方に。ゴルフ場と銭湯は諦めてね。 

マリリンモンローのほくろ。米国法医学協会の鑑定書付き。 

クレオパトラの鼻：そこそこの高さはありますが、ミイラ化しています。 

ヒットラーのひげ：政治家を目指す方向き。ひげのお手入れキット付き。 

コロッケの顔：長期逃亡生活に必須アイテム。各種かつらの付録付き。 

鬼の首：これでもういじめられません。寝首をかかれやすいので、寝ないこと。 

膀胱（容量 2L）：2日に１度の排尿で十分。これで夜も安心。 

 

平井幸雄           ハッピーなハッピ 

 

圓王師匠と三遊会のメンバー合計１５名で、２日間公演をしてきた。ハワイ在住の日系人の

方々（延べ２００名弱）に「古典落語を楽しむ会」「東日本大震災チャリティー寄席」（ハワイシニ

アライフ協会主催）で、落語を披露してきた。これを機会に社会人落語の仲間で法被をこしらえた。

ハワイ公演でこれを着た。ハワイの皆さんが日本文化（落語、着物、法被）に触れ、ハッピーな笑

い顔、笑い声で「ALOHA（アロハ）」「MAHALO（マハロ）」と喜んでくれた。われわれもハッピ

ーな体験ができた。 

 

 

 

この木何んの木、大きな「日立の木」の前で、このはっぴを着てハッピー

な晴れ姿。シロートがクロート気取りグレートに落語を披露してきた。 

 

○ハなし家が○ハでな○ハっぴ着て、 

○ハワイで○ハなし、○ハ○ハ○ハ○ハ○ハと大笑い。 

マ○ハロ                          ＊２×４＝８ッピー 

 ２コ２コ４合せなハッピ 
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奥村篤史      野鳥の声聞きなし紹介 洒落日記 

聞きなしとは私にはこんな風に聞こえるということ。地方によりまちまち。 

 

「☆うぐいすの聞きなし有名法法華経」「☆鶯の地鳴きはチャッチャツと舌を打ち」 

「☆うぐいすのケケケケキョキョは谷渡り」 

「☆コジュケイも誰でも知ってるちょとこいちょっとこい」ピーチョホイピーチョホイ 

「☆ほととぎす鳴きつる方を眺がむれば特許許可局特許許可局 と鳴いている」 

「☆ほととぎす鳴きつる方を眺がむればほっととぎす と鳴いている」 

 

「☆ほおじろより文（ふみ）を頂き開けて読む一筆啓上仕り候」 

 「☆ほおじろは鳴く 源平つつじ白つつじ」 チョッチーチョッ チュチュ チリリ 

「☆めじろの友は何兵衛だった? 長兵衛？忠兵衛？長忠兵衛？」 

「☆せんだいむしくい大酒のみで焼酎一杯グイーグイー」 

 

「☆月日星ホイホイホイと鳴くさんこうちょう（ 三光鳥）」 

「☆いかる姉さんにお年を聞けばお菊二十四、四六の二十四」 

「☆ひばりの鳴き声借金取立て日一分日一分月に二朱」ピィーチブピィーチブチュルル 

「☆空高く舞い上がって歌うひばりさん」ピィーチブピィーチブチュルル 

 

「☆エゾセンニュウ（蝦夷潜入）トッピン翔けたかアイヌ語で鳴く」トッピン＝高い山の頂き 

「☆カッコウカッコウ カッコウつけて 自分は遊んで託卵す」 

「☆ジューイチ、ジューイチ、ジューイチと鳴く、名前の通りホトトギス科ジューイチ」 

「☆ジョウビタキ，カッカ，カッカ，と大工さん」 

「☆小平市の鳥コゲラは小さいキツツキ、ギイーッツ、キッキッキと木をつつく」 

 

 野本浩一    お洒落日記     上野鈴本演芸場 にて笑々笑ったお話し 

 ６月 24 日（日）に法務大臣政務官に就任した松野信夫議員と昼食。その後、寄席は初めてという家

内も加えて、三人で上野鈴本演芸場に出向いた。昼の部は、12：30～16：00 で、料金は２，８００円。

映画館同様にシニア料金があるが、笑う人は長生きするからなのか、シニアは６５才以上から。 

【漫才 ホームラン】 たにし1950年1月生、勘太郎1955年11月生、1981年コンビ結成  

＊結成３１年。売れないなりに生きながらえているのは、リーダーのたにしを、サブリーダーの勘太郎

が、敬服しているかららしい。リーダーとサブリーダーがしっかりしていると二人組は大丈夫だ。 

【落語 林家 正蔵】1962年12月生、1988年真打  （林家こぶ平→正蔵襲名） 

＊正蔵は、「浅草のお客様と比べると、上野のお客様は品がいいですね」と笑いを取ったのだが、きっと

浅草に行ったら、「上野のお客様と比べると、浅草のお客様は元気がありますね」と笑いを取ってるの

だろう。正蔵よ、うるさいお客は多いぞ。「お客におべんちゃら言う前に、芸の精進に励め」 

【漫才 大空 遊平・かほり】 遊平1951年5月生、かほり 1962年1月生 1982年コンビ結成  

＊遊平は、ボクと同じ1951年生だ。口達者な奥さんにやられっぱなしで、同情してしまった。 

 

香野好勇（好太）  好太川柳 

父の日をデパートで知る親不孝   ソユーズで地球星出る日本人 

節電が教える夏の夏らしさ     扇風機我が世の夏と首を振る 

日本一長い党名民なめる      “国民”と“こころ”連呼の小沢、野田 

オスプレイ落下曲芸技の内     スイッチが入りとたんのパンダ悲話 
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2012年6月19日～2012年7月16日 

千葉県：石井志津夫 東京都：石田貴代司、青木孝、滝口庸行、指田忠雄 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。 

★６月例会：６月２７日     １７名参加   

佐藤忠恕・曽田英夫・松山カオリ・平井幸雄・藤井敬三・高木正明・印南博之・片岡隆・阿部浩・

野本浩一・海郷達人・門口泰宣・西川信二・神代京子・米岡泰・奥村篤史・柴本和夫 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

８月２２日（水） 島ひで （鎌倉河岸ﾋﾞﾙB1） 納涼サロンです 

         ５時半過ぎから９時頃まで実施予定です。 

 ℡03-3256-0788 千代田スポーツセンターの真向いのビル地下 

９月２６日（水） 内神田区民館分館の予定です 

10月２４日（水）～２０１３年３月末まで 会場変更となります。 

 

女性会員特別プラン実施中です。例会会費は、500円です。例会後の二次会は、今年度に限り 

12月まで、1000円で楽しんで貰えるように、なっております。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、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、

賑やかに懇談スタイルで行います。例会費＋飲食代金込で男性3000円、女性1500円です。 

伝笑鳩 No.274   発行 2012.7.25           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・ 

【笑品快発集団】 柴本和夫・曽田英夫・高木正明・野本浩一・平井幸雄・藤井敬三・門口泰宣・ 

松野信夫・松山カオリ・米岡泰・渡辺みどり・海郷達人・神代京子・西川信治・ 

石原正雄・片岡隆・浜田親一・樋口七郎・若狭芳生・大石脩・稲葉浅治・ 

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 

 

８月例会＠島ひで 千代田区内神

田 2-2-1 神田川岸ﾋﾞﾙ B1 ℡

03-3256-0788   千代田スポ

ーツセンター真向いのビル■←の

地下１階（左図参照下さい） 

＊サロン発足当時のスタイルで、飲

んで語ってトークしましょう。 

＊各人の作品コピーは、持参配布で

きます。ご用意下さい。 

 


