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＊＊＊２０１２年９月 No.２７５＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

 残笑お見舞い申し上げます。笑真笑銘、暑いです。 

♪ロンドン五輪始まった 始まった 始まった  ロンドン五輪 始まった 女王さま 

 女王即位６０年 ６０年 ６０年 女王 即位 ６０年 御年８６歳 （ロンドン橋落ちた） 

 （７月例会笑品  上の空組  印南博之 ） 

 ロンドン五輪では、チームニッポンの活躍が興奮を呼びました。アーチェリー、水泳、フェンシング、

卓球、そして勿論サッカー等々。個人の力以上のものがチームで発揮されメダル獲得です。 

 ジョークサロンもチーム力をさらにあげて楽しみます。みなさん、元気を出して笑いましょう。 

  

 悲しい残念な知らせがあります。ジョークサロン同人の渡辺みどりさんが亡くなりました。例会では

明るい笑い声で人気者でした。 HPの更新もお願いしていました。ご冥福をお祈り申し上げます。 

  

さて、９月の例会会場は神田公園区民館・内神田集会室B１F洋室（料理室）を確保しました。 

これまでの千代田スポーツセンターから、神田橋方面へ横断歩道を渡り、免許更新センターの隣のビ

ルです。地図は10頁にありますので、ご参照下さい。ご参加、よろしくお願い致します。 

 

所沢市／北沢正嗣       暑（笑）中お見舞い申し上げます。 

この暑さの中、定年後も月のうち半分以上は外出。昼食はいつも“ニギリの盛合わせ”と決めています。

「梅・オカカ・シーチキン」どれも105円のコンビニオニギリです。 

 

北海道滝川市／水口正之  笑売をめざして疾笑（走）してます。いつも楽しい 笑品快発 

北の地で頑張ります。ありがとうございます。 

いつもありがとうございます。５月２６日に腰に激痛が走り動けないなか、夜中の１２時に滝川の市

立病院へ運んでもらい・・・座薬、薬を飲んで眠ったと思うと痛くて、すぐ起きるような悪夢の日々を

過ごして・・・やっと６月１４日から杖なしの生活です。あんまり無理の出来ない年代に入ったと自覚

も薄く、皆さまと楽しい日々を追いかけたいと思っております。 

 

町田市／青木孝   『伝笑鳩』ありがとう存じました。猛暑の折、お体大切になさって下さい。 

 
 “赤ん坊 泣き声変えて 自己主張”いい作品です。子供でなくても大人の間でもある情景でしょうか。
“二才の孫にも･･･”のお話。確かに、本人にとっては大変なショックを与えるところだっ 
たのでしょう。いい判断と思います。その他力作揃いで敬服します。 
 

千葉市／渡邊孝子      伝笑鳩NO273 拝見しました。この鳩さんは 

姉妹の元へ“笑い”を持って飛んで行きました。これからの一年『伝笑鳩』のご郵送をお願い致します。 

 

砂浜で 大空眺め 青い海 ジョークサロンで 大いに笑おう【曽田英夫】  

コミックどどいつ瓦版  

☆ひんやりムードの 政治をよそに  

ひんやりグッズが 売れる夏 

☆刺戟求めて イチロー移籍  

昨日は友でも 今日は敵 

      さいたま市／高木正明 
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コンサートでイビキをかく男     （横浜市：織田 元康） 

叩きそこなった西瓜       （さいたま市：高木 正明） 

借金の申し込み           （船橋市：川田 又一） 

いじめの関係者          （伊勢原市：武井 美雄) 

路傍の石              （文京区：稲葉 浅治） 

柱の角              （板橋区：植竹団扇） 

もうけ話             （福島市：松山カオリ） 

星野監督の近くのもの        （横浜市：阿部 浩） 

二股交際男              （港区：柏谷 達雄） 

好きな人がいる時の縁談      （横須賀市：山中 静代） 

芝生を転がってきたボール      （大田区：高 栄子） 

道端の空き缶            （京都市：牟禮 丈夫） 

男のエゴ              （町田市：浅沼 マサ子） 

傲慢なイスラエル人         （鎌倉市：浜田 頓坊） 

縁談                （品川区：安藤 晴康） 

散歩道の石ころ           （千葉市：岡部 千代松） 

足がうずうずしてきた間貫二     （渋谷区：樋口 七郎） 

階段を降りるときのスリッパ     （横浜市：鈴木 びん子） 

次回（第１４０回）の題        「行ったり来たりするものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

９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 

 

下駄の天気占い     （川越市：石原 義三） 

【評】明日天気になーれと言って蹴るのが作法。今の子は下駄を 

    履かない。はかない人生とは可哀相に。 

入選 

 

沢選手からのパス          （荒川区：藤野 哲康） 

草むらのゴルフボール        （稲城市：藤井 敬三） 

ぬげない靴（キュークツ）    （さいたま市：奏 志朗） 

馬の足の役             （所沢市：北沢 正嗣） 

 

佳作 

 

★前回の記載に、誤字・脱落がありました。お詫びの上、訂正します。 

先月のものは付け「手をだしたくなるものは」の秀逸 

口論の果て（福島市：松山カオリ） の【評】 に誤字がありました。 

【評】万機公論に決すべし。手をだした方が負けです。  は、正しくは 

    【評】万機口論に決すべし。手をだした方が負けです。  でした。 

入選  ボクシング （さいたま市：秦 志朗） → 奏 志朗 です。 

佳作  踊り子さん  は   板橋区：植竹団扇 の作品でした。 

    孫のプラモデル作り  京都市：牟禮 丈夫 の入選記載が抜けていました。 
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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 

 

若狹芳生＠鎌倉        ◆川柳たっぷり◆ 

 
1. 政治家は鯵の開きに似ておかし（＊前句） 開き直ってぷいと横向く（＊後付け） 
2. 別居して行方知らずの幸不幸       ＊幸不幸の結末は３．の句です。  
3. 夫頼むもう１度妻もう２度と       ＊女は強し。さらに妻は怖しであります。 
4. Gパンの超クールビズ膝に穴 
5. 惜しげなく脛毛むき出しク－ルビズ 
6. 半夏生梅雨明け妻の厚化粧        ＊半夏生（はんげしょう） 
7. 消費税どぜう汁だけ上げてみる？     ＮＨＫラジオ｢新･話の泉｣７/３放送の入選作。 
8. 買えるけど節電節約買わずかな      ＊蛙:ｶｴﾙ・カワヅに掛けてあります。 
9. 帰るけど蛙の孫も一緒だよ        ＊蛙の子は蛙。孫も。 
10. 長居してぶぶ漬け如何と京の家 
11. 株下がる俺の頭に血がのぼる 
12. 寿司回り金回らずに目が回る 
 

樋口七郎＠東京        まごまごしてたらゆでたまご 

 

５才の孫が１才３ヶ月の頃、私とお風呂に入りました。 

 冬の寒い頃で、風をひかせてはならないと、肩までどっぷりとつかり、たっぷりとお風呂に入りまし

たが、出たころは体が真赤になり、ちょっとふらついていました。 

 こんなになるまで、お風呂に入れていたと妻と娘に叱られました。 

 私が入る風呂の温度は４３度くらいで、孫にとっては、ちょっと熱かったかも知れません。 

 １才３ヶ月の孫は熱いと言えなかったのですね。 

 今では孫は風呂に入る前に温度を確かめて、ジジチャン、熱いよと主張して、水でうすめて、３８～

３９度くらいにして入っております。 

 孫をお持ちの読者に皆様、自分は４３度のお風呂に入っていても、お孫さんには３８～３９度のお風

呂に入れてあげて下さい。 

 

稲葉浅治＠東京      川柳「星」  節電でムード溢れる星月夜 

  

満点の星落ちてくる露天風呂         彗星は宇宙の神のひとしづく 

幸福な時ほど多い星の数           わからない所残して夢の星 

     

浜田頓坊＠鎌倉     ―甘辛都々逸ほのぼのランド― 尻取りどどいつ     

 

ハマダはムハマド モハメットだって イスラム世界じゃ よくモテル 

持てる力を ほどよく出して みなと楽しく はしゃぐ宵 

良いか悪いか 判断いつか あまり遅くちゃ 間に合わぬ 

合わぬ国へは 二度とは行かぬ オーソドックスな イスラエル 

 

大石脩＠京都       「ブルータス、お前もか・・・」 

「君はコーヒーは何がいい？」 

「そうだね、僕はモカがいいな」 

「ブルータス、お前モカ、なら、俺コロンビア」 
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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 

                                   

高木正明     コミックどどいつ瓦版    ☆☆ 祝２５０回 ☆☆ 

 

小沢離党で 新党作り 野田にとっては お邪魔虫 

離党ドミノが 絶えない民主 崩壊始めた 活断層 

鳩がバタバタ 羽ばたき出して フンで迷惑 揉める党 

待った無しだよ 民意の怒り 原発・増税・オスプレイ 

腰が引けてる 野田外交に しびれ切らした 石原氏 

脱原発デモ どじょうの耳に 民の叫びは ただの音 

五月六月 原発ゼロで やれば出来そう エコライフ 

お呼び掛かった 安全神話 大飯原発 再稼働 

昼の詰まらん 放送止めりゃ 電気情報 まだ余裕 

スキャンダルなら 叩けば出るわ 橋下市長の 下半身 

土用の丑の日 ウナギがピンチ 世界中から 掻き集め 

貰い得だよ 生活保護費 最低賃金よ多目 

スカイツリーの 七夕祭り 雲に隠れた 天の川 

自殺練習 葬式ごっこ いじめ殺しの 中学生 

期待していた パンダが死んだ シンシン任せは 無理だった 

麻薬まがいの 脱法ハーブ 並のハーブが 可哀そう 

桂三枝の 上方落語 文枝襲名 六代目 

金は３００ 銀なら２００ 銅は１００万 五輪賞 

 

 上の空組 印南博之   大 娯 解  ［おじいちゃん アノネ］ こどものセンス 

 

①  大雨が降ったら川で雑炊が出来るの？     （河川の増水） 

②  海へ行ったらハローって云ったらいけないんだよね  （波浪注意報） 

③  オスプレイと一緒にメスプレイも出来ればいいのに  （鷹の一種、ミサゴ） 

④  宇宙飛行士の星出さんてやっぱり名前で決まったのかナア   

⑤  艦船症って自衛隊の人がかかる病気なんだ        （感染症） 

⑥  サッカーやっててすりむいたらサッカー傷って云われちゃった  （擦過傷） 

⑦  金庫に５０年も入れられたらミイラになっちゃうよね 

  可哀そうな元大統領さん             （禁固刑、アルゼンチン） 

 

一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）   最新のベストセラー  

 

若い人、特に女性に話題 美しい人をつくる「所作」の基本  桝野俊明 

＊なぜ電車の中で、化粧や食事がいけないのか？ 

＊「おばさん」いわせない、美しく生きるために 

  基本姿勢は呼吸を整える、正しい・座り方・歩き方、あいさつ、清潔感 

  食事とマナー、心と所作、足元、手の所在、正しいことばを使うなど・・・ 

＊諺  春から夏へ「立てば芍薬 座れば牡丹 歩く姿は百合の花」 美人の姿 

新しく 夏・ニコニコ笑顔の向日葵で 秋・人の話は菊の花 

元新橋の芸者の新年の配り手拭「つんとせず、しゃんとすべし」 
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神代京子      おりこみ『はめ字』  ２０１２年 葉月 

 

あのみどりさんの哀しいお知らせに、一瞬めまいがしました。夏の日差しの中で咲く向日葵のような 

みどりさんのご冥福をお祈りします。今月の作品はみどりさんに捧げます。 
 追悼：渡辺みどりさん    遙かな笑顔夏の花君は向日葵雲流る       

陽気な緑も溌剌な緑も夏の花緑の話忘れな草に 

賞賛：ロンドン五輪     輝く君に贈らん憧れ金メダル素敵だった弾ける若さ 

 

                              

 

 

 

 

 

門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ 

 

１）融和易く 行いは難し   民主党 

２）離党者に怒りシントウ   野田首相 

３）東日本 大人災と 改める （７月８日朝日川柳入選） 

４）スカイツリー 今日はどこまで 並ぶやら 

５）♪われは いじめられっこ さすらいの   自殺ごっこに しみじみと  

つのる隠蔽 自己弁護 滋賀の都よ いざさらば♪         (琵琶湖就航の歌)  

６）♪私あさはかね 気まぐれよね 後ろ指 後ろ指さされても 総理一人に 的をしぼり  

非難したよね 昨日まで 追い風が吹く 三党合意よ 船が出ていくように 

     私も心変わるわ 賛美の声早く♪               （心のこり） 

７）家庭内 問責決議 避けられぬ 

８）昔 ― 花金    

今 ― デモ金 

９）優勝が望めてヤルキース  イチロー   

10）方言とかけて 線量計と解く   その心は ナマリは隠せない 

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）    世相都々逸no.8 

 

① 材料沢山 あるはずなのに 上手く出てこぬ 都々逸が 

② 夫婦喧嘩は 犬も食わぬが 猫は食うかと また始め 

③ 夫婦喧嘩は 犬も食わぬが 何度でも食う 我が家では 

④ 転んだ人に 手を差し伸べりゃ 手助け入らぬ お足呉れ 

⑤ 商売儲かりゃ 頭を下げる 下げりゃ笑いが こみ上げる 

⑥ いじめと原発 よく似てござる 問題隠して 逃げまくる 

⑦ オスプレイ ごり押し米国 受け身の日本 どうなる沖縄 狭い空 

⑧ 宇宙人には もう飽きが来た デモ鳩しても 飽きが来た 

⑨ 小沢離党で 持って行かれたは 人とキャッチの 看板も 

⑩ 変節民主に 未練はないが 変わらぬ自民も 魅力なし 
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松山カオリ     カオリエッセイ   「夏の色」 

 

子供の頃描いた真夏の太陽の絵は、真っ赤に輝いていました。海辺ならそこに、白い入道雲と水色

の空、白い波しぶきのあがる青い海の組み合わせ。陸ならば、黄色のひまわりが必ず絵の中に。花

びらに囲まれた茶褐色の種の部分が、花びらの引き立て役。大きな緑の葉に、しっかりとした茎は

淡い緑色。街路樹も、濃淡の緑の葉を伸び伸びと見せます。それから、オレンジや赤や黄色の果物

と、色とりどりの野菜たち。 

自然界の夏の色は、白を含め、メリハリのきいたはっきりした色が目立ちます。 

 そんな鮮やかな夏だというのに、すっきりしない色合いなのは政治の世界。夏の海の白い波にさ

らわれてしまったかのような、政治家の良心はいまいずこ・・・。国民のために、保身や欲望とい

ったグレーな感情を、すいか割りのようにすっぱり叩き割って、すいかの赤と黒い種のコントラス

のごとく、白黒はっきりさせてもらいたいものです。 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

気楽に行こう ゆっくりしよう 

・ 南国で 三線（さんしん）弾いて 踊りだす 気楽に行こう ゆっくりしよう    

 ・ ハワイアン 揺らぎの曲を 聴きながら 気楽に行こう ゆっくりしよう 

・ 居酒屋で うまい日本酒 二合呑み 気楽に行こう ゆっくりしよう 

金の余裕が 老後を決める 

・ 年金が もらえる歳に やっとなり 金の余裕が 老後を決める  

・ 給料は 少ないけれど 足しになる 金の余裕が 老後を決める     

 ・ 閻魔には 金を払って 天国へ 金の余裕が 老後を決める   

・ 墓が要る 馬鹿に高くて 散骨か 金の余裕が 老後を決める  

今日も明日も 明後日さえも 

・ ああ寒い 言われてもなお おやじギャグ 今日も明日も 明後日さえも  

 ・ 通勤は 両手を挙げて 痴漢よけ 今日も明日も 明後日さえも  

・ 女性には 刺激多くて ボケ防止 今日も明日も 明後日さえも  

 ・ 若い娘が 好きというから スリム維持 今日も明日も 明後日さえも  

 

柴本和夫             言葉の研究   

☆定年到来でポストOFF 

ポストOFFとは、役職OFFで、身分は 1年契約の更新 

カロリOFFで【糖分】控え目 ⇒  ポストOFFで【給与】控え目 

ノンアルコールで見た目は【ビールの身分】  

 ⇒ 見た目は【社員の身分】でも【賞味期限は 1年の身分】なし 

☆レバ-問題 

もうレバーは食べれません（お終い）との話です・・・レバー・エンヂングストーリー 

もうレバーが好きだなんて言えません嘆くロシア人・・・言わん・レバー好き（イワン・レバスキー） 

☆○○問題 

最終処分問題・・・核廃棄物の処分と小沢の処分 

再稼働問題・・・身内でさえ制御できずの小沢の活動再開 

活断層問題・・・・党内に残り、危険な鳩山の動向 

不正受給問題・・・・人員削減を怠る国会議員の給与 

行司の軍配問題・・・軍配は、野田か小沢か、はたまた同体で取り直しか 
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片岡 隆  ☆飲み物の注文 

★姓名判断でとんでもない人と判明（立派な人から恥ずかしい人まで） 

 

☆クリントン元大統領：ミーは、取り敢えず・・ビール・・クリントン 

しょうもない村議：わしは、焼酎お湯割り（しょっちゅう大いばり） 

ガードマン：俺は、焼酎水割り（しょっちゅう見回り）  

アル中患者：ボクわぁ～、焼酎ロック（チュウロック＝中毒） 

エレベーターガール：アタイは、紹興酒（昇降中） 

ばた屋：俺は、燗熱め（缶集め） 

味噌鑑定士：わたくしは、味噌汁（味噌知る）※全国味噌醤油醸造協会公認資格（嘘） 

おっちゃん：僕ちゃん、おっ茶 

役人：拙者は、コーヒー（公費で飲む） 

舟木一夫：ボクは、紅茶（赤ぁーい夕日が校舎を染めぇーてぇー） 

十六歳の少年少女：アタシは、十六茶。ボクは、ズブロッカかチュウロック。 

★あなたは大丈夫ですか？ご確認ください。 

我毛 六輔（がもうろくすけ）、伊集院 真央（いじゅういんまお）、 

西郷 勘助（さいごうかんすけ）、大河内 勘九郎（おおこおちかんくろう）、 

大東 良蔵（だいとうりょうぞう）、正力 道三（しょうりきどうざん） 

真鯛 伝（またいでん。新作名字）、大場 加奈（おおばかな）、 

笠置 シヅ子（かさぎしずこ※ご本人は立派な方です） 

奥羽 漬物（おおうつけもの。変な名前ねぇ）、   

                         

奥村篤史      4年振り「演多亭」に大道芸で出場しました・・・洒落日記 

 

会場に着くと我がジョークサロンのメンバーが多数幹事で活躍。藤井副理事長、平井映像責任、一ノ

瀬打上げ責任、野本場内担当等々々。「☆どこに行ってもジョークのメンバー目立つ働くよく遊ぶ」。10

時半よりリハーサル開始。7回目の演多亭なので「☆皆慣れてるリハーサルの指示 早く細かく的確！

驚く！」「☆出たてがり屋が目立つ演多亭ではあるが司会は一声氏にこれ決まり」。幕開けは新登場「お

やじバンド」。出たがり屋の代表だったというが実に素晴らしいハーモニーでプロそのもの。「☆出たい

よ出たいよ出たがり屋バンド 出たいはずですプロの域」「☆スタッフ驚くそのハーモニー プロだプロ

だと大合唱」「☆やりにくいなあその後我々下手でもいいや我等はシロウト」と急に素人を強調。獅子舞・

音あそびと続き第2部は寄席で3人が落語、司会一声氏の漫談、トリは柳家小団治師匠。 

昼食を取り入口をみると入場時間にまだ1時間以上、開演時間には1時間半以上あるのにお客様がうろ

うろ。「☆時間はあるのよ遅れるよりは シルバー世代は来るのが早い」。お陰様で300人強の座席はほ

ぼ満席。「☆満員御礼ありがたや あーりがたやありがたや！」リハーサルをずーと続けたオープン演奏

のおやじバンドはお客様の大拍手・歓声。さあ続いて何も練習をしない我々の大道芸の始まりだ。しか

も「☆野良着と豆絞り鼻には十文銭どじょうすくいがトップだアッシー」。演じる時間は２分30秒。「☆

あっという間の２分30秒だが 終わったあっと言わないうちに」。持ち時間は3分だったのですがきりよ

くすると安来節の2番までで2分30秒でした。南京玉すだれは3人の共演。アッシー君が先頭でアッソレ

ッアッソレッ！ 順調だったのですが途中糸が絡み、切れてしまいました。さあどうするどうする。玉

すだれがなければ何もできないこの芸。「☆お客様にニッコリ笑い「取ってきますーす」と下手まで」「☆

お客様にはニッコリ笑い取ってきました再開再開！」「☆会場は笑いに拍手に笑顔急増」。「☆成功より失

敗期待すお客様」おまけに奥村さんの笑顔素晴らしいねと雑誌の取材を受けました。「☆失敗を成功に変

えるプロ根性？！」 
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笑門亭来福（西川 信治）   ★政治放談★～☆世相呆談☆ 

 

★「総理になったら沖縄には行かれるんですか？」→小沢氏「行かんよ。鳩を見てみろ」 

「” 福島には行かれるんですか？」→「行かん。カンのようになったら一貫の終わりだ」 

★マニフェストに忠実に離党するんだから慰謝料はたんまりもらわんとな。（正当助成金） 

★選挙第一党の方が良いのでは（麻生太郎） 

★増税は決まりそうだが一体いつやるんだろう？（税と社会保障の一体改革は） 

 

☆役不足：Ｘ「私ではその役には力不足」間違い →○「あの役ではあの人には不足」が正しい。 

☆オスプレイ  尖閣監視に使えば中国船が危険を感じ寄ってこなくなる？ 

☆新幹線のぞみで   

降りる時にゴミを足もとにおいていく若い女性→ゴミ箱へ持って行け。 

トイレをバターンと閉める若い女性 反動でスーッと開いてしまう 

→いくらスーッとしたからって・・・。 

 

藤井敬三   ユーモア川柳「ああ、肘」＜解体新笑シリーズ＞     

 

エコノミー肘にも欲しい指定席         肘を曲げ手を上げている参観日 

腕組みの肘が不満を訴える           運動会メダル代わりに肘の傷 

ラッシュ時の隣の肘がツボを押す        両肘を曲げてバントのサイン出し 

窓際の肘掛け椅子が欠伸する          なでしこも肘張り合ってゴール前 

爺ちゃんのパソコン操作肘を張り        絶世の美女の肘撃ち痛くない 

カウンター飲めば肘にも根が生える       噺家は肘で駆けたり歩いたり 

ラーメンを食うとき肘がいそがしい       肘枕テレビに飽きた夏休み 

 

平井幸雄          節電の夏を煽（あお）る扇子 

 この夏も、電力不足が心配です。省エネや節電が求められます。 エネルギーをなるべく使わずに、快

適に夏を過ごす、そのための知恵が求められています。  

冷房もクーラー、扇風機など電気製品に頼らず、懐（夏）かしい団扇、扇子を使おう！ 

暑中お見舞いに、ヒライ流の節電を煽るセンスある扇子、それとも、センスのないオヤジギャグで寒〜

くなる扇子をお届けします。 
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野本浩一    お洒落日記  【２０１２年７月カナダ横断ジョウダンツアー】 

 

７月２日に日本を飛び立ちカナダへ。７月１３日、無事に帰国。旅行の間は、日本からの情報断絶の

ジョウダン旅行。 旅行の楽しみは三つ。見たことが無い景観。味わったことがない料理。 初めての

人達との出会い。たっぷり、ジョーク交えて楽しんできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し５2  ◎「しゃべる犬」 

     

利口そうなゴールデン・レトリバーを連れて入ってきた男がバーテンに 

「俺の犬がしゃべったら？」「お勘定を只にしますよ」 

男はかなり呑んでから 「今からコイツが喋るからな」「はぁ？」 

「おい！お前が餌を食べる食器は？」【椀！】 

「じゃあ、横浜港は川か湖か？」【湾！】 

「良く出来た。数字の１は英語で？」【one！】 

「ついでにお前のアメリカの友達は何と吠える？」【bau！】 

「完璧だ。最後は難しいぞ！巨人の元強打者で今監督をやっているのは？」【王（ﾜﾝ）！王！】 

バーテンは怒って二人を外に放り出した。犬がきれい日本語で飼い主に言った。 

【旦那すみません！ナガシマって答えれば良かったんですか？】 

 

◎時事川柳   オスプレイ 物騒なので メスにして     （メスプレイ） 

       民主割れ 党はダウンに あと何名     （あと三人！） 

       出て来るな 元の総理に 元代表      （小沢と鳩山の画策） 

       三連覇 名誉をカネが かっ飛ばし     （世界野球選手権の辞退） 

       マスコミは メダリストだけ 目を掛ける  （贔屓の引き倒し） 

 

香野好勇          （好太）好太川柳 

 

・熱いな～我が家の家計寒いのに      ・学校のメルトダウンが子をいじめ 

・警察が教えるいじめテクニック      ・ニートには少しは“ホッ”の夏休み 

・うだる夏五輪メダルが更に上げ      ・青揚げて審議一発白でどお～（銅） 

・国会は五輪の陰でホッとする       ・何事も暑さ過ぎてと後回し 

・五輪中しばらく国民愛国者        ・ヘイじゅうどう！男にあるのにメダル無し 

７月２日午後に成田を飛び立って、１３時間の空旅でトロントへ。到着は同日の午後。そこから

バスに乗り継いで、ナイアガラへ。 

トロント：長旅で到着しても、同じ日の午後。目がとろんとしてしまった。 

ナイアガラの滝：初めての景観。こんな凄い滝は、見たこと無いアガラ。 

 

高速道路わきに灰色熊と黒熊が同時に登場。 

ガイド「なかなかこんな事には出くわしません。 

本当にレア（稀な）ですよ」 

僕  「レア（稀な）じゃなくて、ベア（熊）だよね」 

ﾛｯｷｰ山脈が綺麗で、おどﾛｯｷｰました。ﾛｯｷｰには何回来るといいのでしょう。ﾛｯｷｰ５４回です。 
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2012年7月17日～2012年8月7日 

北海道：水口正之、千葉県：冨永照子、北沢正嗣、渡邊孝子 東京都：青木孝  

神奈川県：天野秀雄 京都府：藤原義明  ＊郵送打切  

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。 

★７月例会：７月２５日  １７名参加  ＊太字は初参加  

曽田英夫・野本浩一・片岡隆・阿部浩・高畑傳・高木正明・一ノ瀬善秋・佐藤忠恕・印南博之・

松山カオリ・西川信治・奥村篤史・平井幸雄・門口泰宣・藤井敬三・神代京子・米岡泰 

＊高畑傳さんはメンバー同人の石井さんの笑介で参加して頂きました。千代田区スポーツセンタ

ーは、神龍小学校の跡地に立っていますが、高畑さんはその神龍小の卒業生です。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

９月26日（水）神田公園区民館・内神田集会室B１F洋室（料理室） 

10月24日（水）未定（同上の予定です）検討中 

11月28日（水）未定（同上の予定です）検討中 

12月19日（水）予定～２０１３年３月末まで 会場変更となります。 

2013年1月13日（土）新年会の予定です。 

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。 

９月の会場は、従来会場の千

代田スポーツセンターから

神田橋方面に向かい、運転免

許センター隣の建物地下１

階です。 

伝笑鳩 No.275   発行 2012.8.22           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・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・ 

（故渡辺みどり）    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、故渡辺みどり、野本浩一 

                        発行鳩舎：同巣会ジョークサロン 

訃報：ジョークサロンHP担当の渡辺みどりさんは、病気療養中でしたが、去る７月30日に逝

去されました。お嬢様ともどもジョークサロンの例会に参加されて、皆さんの作品に笑顔を見

せて頂いたことを思い出すと、本当に残念でなりません。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 


