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今月の一笑
コミックどどいつ瓦版
★遅れ遅れの ワクチン接種
それも足りずに 奪い合い
★緊急事態や 蔓延防止
どっちが何だと 迷わせる
★ジョークの皆さん 集会ダメよ
ZOOM でしなさい 小池です
埼玉・高木正明

伝笑鳩

＊＊コロナにもめげす飛んでる伝笑鳩 目指せ 400 奮闘中＊＊
あっという間に１年が過ぎました。
ジョークサロン例会を初めてオンライ
ン（ZOOM）で行ったのが昨年の 5 月 27 日
でした。そのうちには内神田千代田スポーツセンターで会えるでしょう、と思って
いました。・・・「ステイホーム」が延々と続いています。
いつになれば神田で会って、ジョーク交えて語らうことができるのか？
オリンピックもどうなるのか？ 五輪夢中は五輪霧中になりそうで、とにかく大変です。
ワクチン接種も含めて気がかりなことばかりですが、どうか体調維持を心掛けお元気にお過し下さい
ますよう、お願い申し上げます。
ともかく、ジョークサロンは五里霧中の中、粛々と続けていきます。応援お願い致します。
福井・山崎正剛

私の「変な川柳」を掲載して下さいまして有難うございました。

貴会を退会して以来も、懐かしくて時々覗き見させて頂いておりました。84 才にもなり、体力的に外国旅行
は無理で国内旅行と思っていた矢先のコロナ騒ぎで家でごろごろの粗大ごみになってしまいました。ゴルフも
カートで乗り入れられる時だけの気ままな遊びになっています。
ジョークサロンは益々盛大に発展されて、喜ばしい限りです。川柳掲載のお礼にもなりませんが、別便で 84
円切手を贈らせて頂きますのでご査収下さい。皆様のご健勝をお祈りしています。有難うございました。

神奈川・浜田頓坊
毎号お世話様です。ありがとうございます。皆様にもよろしく、お伝え下さい。
長野・松原伸伍
顔写真入のほんわか短歌をおのせ戴き元気を戴きました。写真も鮮明で驚きました。
コロナ禍の中、皆様御身体を注意して御活躍の程心から祈念してごあいさつと致します。

東京・高栄子

どこへも行けない GW も珍しいです。

コロナのせいでテレビ局も古い名作を流してくれるのでテレビが楽しいです。
ジョークサロンの皆様は ZOOM 例会で交流のご様子ですね。例会を中止せず偉いですね。

福島・松山カオリ

伝笑鳩ありがとうございました。いつも感謝申し上げております。

様々なお知らせが例え参加ができなくとも様子が判るだけでもうれしいです。
知的な都会の香りを知ることができてジョークサロンのありがたさが判ります。
伝笑鳩を手にすると何故か「ホット」な気持になります。入会時と同じ気持でいられま
すことは本当に幸せに思います。これからも「ジョークサロンへの想い」は変りません
のでよろしくお願いを申し上げます。

東京・樋口七郎

「永林寺」は葵の紋章を許された由緒あるお寺・・・

幕末の名匠「石川雲蝶」が 13 年の歳月にわたって当山に滞在し、全身全霊を込めて彫り上げられた彫工、絵
画が百点余も残る「雲蝶作品」の最大の所蔵寺で「雲蝶作品」の多くは魚沼市の指定文化財に選ばれており、
国際的にも高い評価を得ております。私も一度訪れてみたいです。

快晴で 暖かい午後 初夏の風 ジョークサロンで 大いに笑おう
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【快鳥 曽田英夫】

しば選 ものは付け
第 244 回 「うっせぇうっせぇうっせぇわ、と思うものは」
（女子高校生歌手 Ado）

秀逸

私の方が先よ、僕のほうが先だよ、という都市型納骨堂の TV 広告
神奈川 大鳥羽 裕太郎

（主演は草刈正雄。アフターライフレジデンスに急ぎは不要です。二人で長生きしたら、ええやん）
金笑 もう聞き飽きた 「私の失敗～あなたとの結婚」 （お互い様～私も言いたいのです）

銀笑
銅笑

埼 玉 北沢 正嗣
今どきの知識で嫁に言い負かされる姑の胸の内 （カタカナ知識にお手上げの姑）
埼 玉
酒井 典子
間もなく夏だ！アブラゼミ～うっせぇやつらの季節だぜ（今年は黙って鳴けぇてんだ）
埼 玉
佐藤 重剛

小笑
まずは、うっせぇうっせぇ若者に苦言です
若者に意見を言うと、すぐに老害と言われ （老害は、忘れたころにやってくる） 静 岡
大勢で居酒屋に行く途中、路上飲みの若者から注意され（目くそが、鼻くそに注意） 熊 本
続いて、コロナ関連のうっせぇ／うざいと思うもの
変身は俺の専売特許！と仮面ライダーから言われたコロナ変異種 （元祖に脱帽
熊 本
GO TO イートやトラベル煽り、東京へ来るなとは何だ（煽り運転は危険～厳禁です）埼 玉
咳をすればコロナ、物忘れすれば認知症を疑う目付き （上から目線でなく横から目線） 埼 玉
通常の小笑い
TV 等の馬鹿番組全般
（放送する阿呆に、みる阿呆～徳島の TV 放送番組）
神奈川
ヒタヒタでなくグングン押し寄せる老いの兆候 （老い闇、迫れば、悩みははてなし）神奈川
補聴器の音量を最大にしていたのを忘れて使っていた （音量の変異種は怨霊）
東京
写せぇ写せぇ写せぇわ、あの娘のフォト （マル秘写真は、売れるぜ。写真週刊誌に）埼 玉
ウシガエルの合唱 （カエルの唄が聞こえてくるよ～うっせぇの輪唱でね）
神奈川
かみさんの愚痴と、世間のコロナ愚痴の二重奏
（三重奏は三密認定とします）
東 京
しつこい電話勧誘
（固定電話は解約済みです。汝、勧誘する事なかれ）
静 岡

第 245 の題

野末 紳二
松野 信夫
松野 信夫
高木 正明
酒井 典子
浜田 頓坊
藤倉由紀子
三浦 邦夫
佐藤 重剛
志賀 明
稲葉 浅治
野末 紳二

「滅茶苦茶でごじゃりまするがなと思うものは」
（朝ドラ：花菱アチャコ）

締切は、 6 月 5 日とします。

緊急事態宣言解除後の笑いを待ってます。

送付先：〒203-0023 東京都東久留米市南沢 2-7-6

柴本和夫宛

PC メール
kazuo.shibamoto@gmail.com
携帯メール shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
選者（しばちゃん）から・・・

言葉の研究 スペシャル

最近の話題から

驚きの TVCM（都市型納骨堂）～時を超える空間、時を忘れる空間：アフターライフレジデンス
渋谷の路チューの意味は、 昔は路上キス、今は路上酎ハイ（路上での集団飲酒）
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東京・稲葉浅治

川柳「酔」

酔うほどに本音裸で踊り出す
同じ量飲んでも酔わぬ夜がある

酔うほどは飲まない積り友の通夜
酔ったふりして切り抜けた敵がいる
一合の酒で幸わせ飲んでいる

鎌倉極楽寺・浜田頓坊 甘辛都々逸ほのぼのランド 144
《 「諸君、学校出たら勉強しようね」 これから本気で!! 》
◇
◇
◇
◇
◇

おめでとう 日経だったか 「卒業したら 勉強しようよ」 そうだよね
エッヘッヘ 「世界哲学（史）」 八冊たまにゃ 笑ってばかりじゃ ないつもり
車・ゴルフを 卒業したら これから都々逸 だけの俺
足が無くては ダルマと同じ 倒れることなど もう無いぞ？
リス・小鳥 賞味期限を オーバー２年 虎屋の洋かん 行列だ

《 世の中いろいろ 先輩の知恵と弁と姿 》
◇
◇
◇
◇
◇

絵画とは 読むものなんだと 視点を変えて 見直す美術の 新鮮度
「俺よりも 先に高ネタ」 先輩ぼやく 「これは失礼 少しだけ」
寿司の通 たかがコハダと 言っちゃイケネ わずか一貫 店の格
巣籠りさんとは 電話の相手 コロナ時代だ 忘れない
原節子 思い出すなあ 美人であった そうだみかけた このホーム

東京・樋口七郎

世の中には似た言葉がいっぱいあります。
タイヤ／ダイヤ
クロス／グロス ／
フーズ／チーズ
クワイ／コワイ
ジンジャ／ジンジャー
メロデー／メドレー
ソング／トング
シネマ／キネマ
タモリ／ヤモリ
ワクチン／ラクチン 「「ワクチン」を早く打ってもらい「ラクチン」になりたい

長野・松原伸伍

ほんわか短歌

おきぬけの ぼんやり脳は 良いという 私もまんざら 捨てたものでない
歌いつつ おやじ三味線 母おどる ほんに楽しい 昔もあった
若き時 父がハモニカ 訓へてくれた もしもしかめよ 出た出た月が
絵手紙を 時折貰い 元気でる 96 才（きゅうじゅうろく）の 年上の友
小食で 頭と身体 つかう人 意外と多い 長生きの人
病んで見て 死ぬ程つらい 経験で 医師からほしい きっとよくなる
病院の 介護士たちの 働きは かいがいしくて とても軽やか
熱があり コロナの検査 受けました 陰性とのこと 少し安らぐ
ことわざに 終りよければ すべて良し そうなりたくて 生きてはきたが
この頃は 暗いニュースを 見るよりは 田んぼの道を 歩くが楽し

佐藤重剛（蓮田のシュガー）

日本の民謡

北海道から沖縄まで 日本全国４７都道府県

あまりこちらを見んように！
甚句 ～
音頭 ～
小唄 ～
盆唄 ～
馬子唄 ～ 木挽唄 ～ 大漁節
～ 山唄 ～
草刈唄 ～
船片節 ～ 子守歌 ～
桑摘唄 ～
酒造唄 ～ 酒屋唄
～ 馬方節 ～ 新〇〇節 ～
正調〇〇節 ～ 端 唄 ～
新 内
～ 木屋歌 ～
追分節 ～ 三下がり ～
二遍返し ～
二上がり ～ 俗 謡 ～ 俗 曲 ～ 小 唄
～ 謡 曲 ～ 謡
等々
かつお節

薩摩の武士 ソーラン節 オコサ節 新たんと節 貝殻節 鹿児島浜節 真室川音頭
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高木正明

コミックどどいつ瓦版 No.361

《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

コロナ来るなと 言っても効かず 変異株まで 蔓延化
不要不急を 知事らが決めて 休業させては 客を断つ
都内へ来るなと 都知事がわめく 仕事はリモート テレワーク
感染拡大 全国的に 菅は一部と 鈍感さ
菅の判断 裏目に祟り ますます増加の 感染者
メドが付いたよ ワクチン入手 数や時期など 言わぬ菅
今のワクチン 効き目はどうか 今の主流は 変異株
スルスル詐欺とは言わないまでも イヤな問いにはスルーする
解除急いだ 大阪府知事 又も宣言 やり直し
水に流せぬ 不信や不安 政府・東電 答え無し
風評被害に 聞く耳持たず 海洋放出 汚染水
五輪騒ぎや 感染騒ぎ 汚染水処理 大騒ぎ
飲んでいいなら 飲むよと麻生 3 時のお茶には トリチウム
春の行楽 コロナが阻む 旅行 イベント 遊園地
二階が失敗 数回続け いまだ GoTo 諦めず
変な面子に こだわる社会 明日の日本は 薄暗い
日本の実力 コロナが試す 凝視している 世界の目
阿部博
時事川柳
緊急も仏の顔も三度かな
解決金圭さんどおり眞子となり
汚染水ままよと処理水海流す
消してだと点けたの誰よタワーの灯
祝い酒飲めぬ式場恨み節
ショウヘイの歓呼へよぎる火野と馬場
型破り挑んでみたが形無しに
浅草寺コロナの風に鯉のぼり
仲見世の臨時休業浮世の絵
誕生日緊急事態宣言日
＊４月 25 日
コロナ禍やアニマル潜む町歩く
一波二波三波バッ波で開催へ

小宮三千夫

あいだみつを｢にんげんだもの｣より-20
サウナつけたっていいじゃないか にんげんだもの

・・・池田市冨田市長
すぐにやめなくたっていいじゃないか けじめと責任をとるんだもの
・・・ふたたび、冨田市長
不信任決議だっていいじゃないか W 選挙という手があるんだもの
・・・みたび、冨田市長
緊急事態宣言、3 度目だっていいじゃないか 今度は政府を上手くまきこんだんだもの
・・・小池東京都知事
川崎に来たっていいじゃないか 都内じゃ買物や食事もできないんだもの ・・・東京都民、神奈川県知事
五輪開催はコロナとは無関係なのだからいいじゃないか 選手村はとても安全なのだもの
・・・ＩＯＣバッハ会長
池江瑠花子が最終点火者になったっていいじゃないか 奇跡の復活を遂げたんだもの
・・・ＩＯＣに 1 兆円以上払っている米ＮＢＣ
来年の冬季五輪はボイコットしたっていいじゃないか 中国があれだけ好き勝手してるンだもの
・・中国に背中を捕まれそうになり やっとその気になってきたアメリカ
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こじままじこ（小島裕子）
クルックル回文たのしもう
「リス」 「地名」
昔、ロンドンに住んでいた頃、家の広い裏庭は、この時期になると沢山の薔薇の花が咲き始め、
楽しそうにリスたちが駆け回っていました。リスたちとの思い出は沢山あり、今でもリスの映像を
目にすると当時を思い出します。今回のお題は「リス」と、久しぶりに「地名」です。

りすゆびたびたびゆすり (リス、指たびたび揺すり)
りすまごにごますり （リス、孫にゴマすり）
りすここでおでここすり (リス、ここでオデコ擦り)
りすみすみすみすり (リス、みすみすミスり)
りすかあさんかいかんさあかすり (リス、かあさん快感さ、垢すり)
りすぐいのみぎとぎとぎみのいぐすり (リス、ぐい飲みギトギト気味の胃薬)
「地名--その 9」
おおつかにいてぎていにかつおお (大塚に居て、義弟に勝つ、おお！)
ねりまきようよきまりね (練馬、今日よ、決まりね)
そうるればたべのべたばれるうそ (ソウル、レバ食べ述べた、バレる嘘)
片岡 隆

新型コロナを笑い飛ばす 続き

1.無観客のお勧め

コロナ対策で、無観客を条件にすることが増えた。施設も客なしのしつらえにすれば、
設置費も、運営費も少なくできるはず。こんなのはどうかな？
1.競泳：プールと更衣室程度。そんなら、今のそこらにある公営プールで十分じゃん。
2.相撲：土俵と審判席ていど。相撲部屋の稽古場で十分じゃん。
3.音楽ホール、芝居小屋など：学校の体育館で十分じゃん。板の間さえあればいい。
4.映画館：むむ！これは、難問だ。
2.ワクチン中毒者の告白（フェイク） ヒンシュク度大
私は、看護師でコロナワクチンの接種に従事しています。冷凍庫から適量を出して解凍
してるけど、使い残しが出ちゃうのよね。
河野大臣も「もったいないから、誰にでもいいから打っちゃえ」と言ってたわよね。
わたし、もったいないから捨てないで、自分に打っちゃうの。ひと月に５０人分位かなぁ。
もう怖いものは何もないわ。ワク中なのかしら。
一気に４人分打ったときは、メチャ、ハイになったわ。
あたし、コロナが終わったらどうなるんだろう？ でも、効き目が無くなったり、
新種株対応などのため、毎年接種することになるという説もあるし、しばらくは大丈夫ね。
桑原妙子

妙子のワンダフルワールド

ティッシュ大好き(かりんちゃん)

息子の嫁 レモンちやん
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曽田英夫

狂歌 NEW 門

● 暗闇のなか 希望の光
病越え 池江選手が 五輪へと
暗闇のなか 希望の光
桜花賞 白毛の馬の 名はソダシ
暗闇のなか 希望の光
一打差で 松山英樹 優勝へ
暗闇のなか 希望の光
二刀流 今年活躍 期待でき
暗闇のなか 希望の光
● クヨクヨするな 明日があるさ
コロナ禍で 思うようには 動けない クヨクヨするな 明日があるさ
ウイルスが 変異し強く すぐ四波
クヨクヨするな 明日があるさ
マンボウは 海の魚と 思ってた
クヨクヨするな 明日があるさ
東京へ 行きたくたって 来るなとは クヨクヨするな 明日があるさ
● 強気でガンと 言ってやりたい
国会の 首相答弁 詭弁かも
強気でガンと 言ってやりたい
コロナ禍で オリンピックは どうやるの 強気でガンと 言ってやりたい
厚労相 医療崩壊 定義せず
強気でガンと 言ってやりたい
ワクチンは いつになったら 我が腕に
強気でガンと 言ってやりたい

柴本和夫

言葉の研究

①スポーツ選手への「いけぇ」の声とは
・驚異復活の池江璃花子～名前の連呼（いけぇ）と、激励の（行けぇー）のリエゾン
・マスターズ優勝の松山英樹～池方向に転がるボールに悲鳴の声～そっちは～池ぇ（いけぇ）！
②松山英樹のマスターズ優勝
・松山の勝利に｢歓喜の声｣～因みに、コロナ対策の飲食店では｢喚起の声｣
・天国の西条秀樹からのエールの声が届く～「英樹」の優勝に、「秀樹」感激！
・グリーンジャケット姿の松山に感動しました～横断歩道の「みどり」のおばさん一同
③コロナ関連
・小池都知事～東京に来ないで宣言。 地方の反発～聖火は来ないで宣言
・究極の感染対策の聖火リレーの姿～見物客がゼロで、リレー走者がロボットの対応
・コロナの変異種の飛沫感染に注意～「鬼滅の刃」の変異種～「飛沫の刃」
④政府の対応
・政府のコロナ対策と掛けて選挙と解く～そのココロは、｢お願いします｣の掛け声ばかりです
・非常事態宣言、二度あることは、三度ある～てなもんや三度目や（故藤田まこと）
・第三の国会設置（通常国会・臨時国会に続く）～文春国会（議員のスキャンダル追究専門）
・酒類の提供のない居酒屋は、クリープのないコーヒーと同じかも
センスのあるジョークじゃ、あーりませんか！ チャーリー浜からの驚きの声おおいに笑おう～ジョークサロンで

大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)

＜松山英樹選手マスターズ初優勝！＞

<裕>東日本大震災直後、思い悩みながら出場した 2011 年マスターズから苦節 10 年、ゴルフの松山英樹選手
が日本人男子選手として初のマスターズ制覇・メジャー制覇を成し遂げたな。
<幸>ほんま偉い思うで。我らがシブコ(渋野日向子)は何て言うてんねん？
<裕>「同じ日本人としてとてもうれしかった。おめでとうございますの言葉だけ
では表せないくらい、おめでとうございます。」やて。
<幸>皆で「おめで」を 10(とう)回いうかんじやな。
<裕>松山選手本人は「日本人にはできないという、これまでの常識を覆せた。
高校生ら若い子たちにプラスの影響を与えるようこれからも頑張りたい」て言うてはる。
<幸>マスターズの永久シード権もろてんから、今後も毎年出てオーガスタのコースをマスター
し、優勝を重ねて欲しいなぁ。
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香野好勇・こうの好太

好太川柳

フォト川柳「茜雲コロナ居ねかと一仕事」

テレワークしてるつもりでデレウオーク
米中の覇権争い泥仕合
もらうだけもらい今更知らんとは
手間かけてやってもとどはコロナ没
総務省不自然会議極普通
コロナ禍でズーム活躍バークラブ
ガースーのニギニギ教育世を汚す
巣ごもりで休むつもりが大掃除
八十路越え口八丁に名演技
たまに出る外の空気もＤＸ
野本浩一

お写落日記【やって来たハイセイコーがやって来た ホープ・シービー引き連れて】

JRA のテレビ CF に見とれてしまって、さあ大
変。騎手と馬が一体となったフィギュアはどこか
で手に入るのか気になって仕方がない。「なんと
か手に入れて子供達に双六風に遊んで貰うゲーム
を作るぞ」の一念で小生の馬力がアップした。フ
ァンファーレがなっているような気がした。
まず第 1 コーナーで JRA のお客様サービスセンターに電話する。応対の
女性からグッズ販売先を聞いて電話するも落馬で分からず。第 2 コーナ
ー、再度同じセンターにコール。新たな男性担当と妙に馬が合い話し中に
先方がネット検索してくれる。北海道のジモティで似たような「名馬伝
説」が販売中と分かる。「これが多分テレビにも出たかも知れませんね」
と聞いてムチが入る。第３コーナー、北海道へメールで申し込む。注文方
法を入手。最終コーナー10 日に振込み完了。先頭で逃げ切った感じだっ
た・・・。15 日ゆうパックで馬群到着。これまでに落札した馬と比較すると丁度いい感じの馬体である。北
海道から到着の名馬は、ハイセイコー、タケホープ、ミスターシービー、ヒシアマゾン、ナリタブライアン、
メジロブライト、サイレンススズカ、グラスワンダー、テイエムオペラオー、メイショードトウだ。 さあ、
しっかり調教して、コロナが終息した後は子供達の前で走ってもらおう。

楽しみはハイセイコー等入札し レースに備え準備するとき
馬が合う出逢いで馬を手に入れて うまくいったとうまい飯食う （コロナで酒飲めず）

吉永こ百合（尾垣聡子）

はめ字「さくら咲く
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さくら餅」

平井幸雄

同音異義語（どうおんいぎご）

同じ発音で、異なった意味を持つ言葉を同音異義語という。同音異義語で違う意味が一番多い のは「こう
しょう」で、49 語ある。「こうし」は 42、「こうかん」は 26、「きかん」は 17。 ちなみに一文字の漢字
では、「しょう」は 89 文字、「かん」は 70 文字ありました。
そこで「こうしょう ・・・・・ 」の同音異義語４９語を使って無理矢理に文章を作ってみた。
士農工商という身分制度のあった江戸時代に行粧（化粧を施した）し巧笑する 公娼がいた
とされているが、高尚な趣味を持っている知識人を相手にするのだ から、正確な時代考証を
して、資料を作りたい。そのうえで、民間に口承され た伝説を高声に口誦したい。
わが母校・静岡商高（高商）の校章を彫っていただこうと甲匠（具足師）の工匠に頼ん
だ。 その材料は、鉱床から発掘された珍しい紅晶（紅色の水晶）を使ってもらいたい。
中国に高昌という国家、黄鐘という音名、交鈔という紙幣があったそうだ。天子を補佐す
る公相 がいた。行省という行中書省の機関があったそうだ。
日本の平安時代（794 年～1185 年）中期に康尚、安土桃山時代（1534 年～1621
年）にも康正という仏師がいたそうだ。その康正という年号が室町時代（1455 年～
1457 年・太田道灌が江戸城を築城した時期）にあった。巧匠（巧みな大工）が建てた
円覚寺の僧・綱掌が打つ洪鐘 の音（ね）を聴いた。煎茶に用いる釜敷を交床というそ
うだ。
高貴な貴族・高姓は、高蹤（高尚な行跡）を残し、翺翔（得意にふるまうこと） し
たという。海軍工廠の爆弾が破裂し負傷した降将（敵に投降した将軍）は、すでに交睫
（目を 閉じて眠る）して、白布の行障に覆われ葬送されたのだろうか。
宮中歌会始で講頌（うたいあげる役）が高唱（大声でうたう）に講誦（詩歌をよみあげること） した。厚
相から論功行賞を厚賞いただけたことが自慢だ。
公務中に、犬に咬まれて咬傷したので、公傷扱いにしてくれと公証人に交渉したが、哄笑された。 ああし
ようこう しよう と考えて、前章から後章までまとめて、文章を書いてみたが、時代の好尚 に合わせ、後証
のために広く皆に公称しようと思う。しかし、こんな文章が、多くの人にご高承 いただけるか疑問だ。

三浦邦夫

ウィルスの変異株とその治療法
（但し治療結果についての責任はご本人に帰します）
インサイダー型変異株 【症 状】 知人にやたらに自社の株を買うように勧める。
【治療法】 サイダーを飲ませず、酒を飲ませる。（インシュへ。）
国会議員型変異株
【症 状】 すべての記憶がなくなるフリをする。
【治療法】 新施術 8-10-No-2EQ をうけさせる。
（施術の解説：「野党の追及をうける。」）
ブラジル型変異株
【症 状】 サンバのリズムが頭にこびりつきすぐ眠つけない。
【治療法】 床屋に行ってから布団に入る。（理容で、ジャ寝入ろ。）
ウィルス対策法案一覧表
－未実施分をふくむー
＜実施済み＞
マンボウ
まん延防止等重点措置
＜検討中＞
クルマエビ
来るな東京へまんえん防止はビジネスから宣言
スルメイカ
ワクチン接種スベキカスルメイカ逡巡禁止法
シラウオ
希望者は白魚のような指に注射も可法
ウナギ
うとうワクチン なるべく早くコロナの犠牲になる前に法
ワカサギ
若い人を先にワクチン接種をする措置
キンメダイ
近所でも会わずメールで代用すべき法
＜廃案＞
マダイ
まだ（なにもしなくて）いい宣言
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芝崎満夫

笑いの笑解(紹介)

29．一般篇 ： バスでの一コマ（ユーモラスな人間模様）

（1）乗車の際、パスを乗った後、バックの中等、時間を気にせず堂々と探すおばさんがなんと多いことか
バス到着迄ベンチに座っている方が多い、その間に確認しておくべきでは。
（2）乗客が席に着いたことを確認して、出発のドアー閉まる瞬間に降車ボタンを押すせっかちなおばさん
そのタイミングではそこで降りるのか否かちょっと判断を迷いムカッとした感じの運転手
（3）定期券を持っているのに見せずに乗車し、注意を受ける会社員風のお姉さん（将来のおばさん候補？）
定期券取りだすのが面倒臭い？いやがらせ？よくわからないところ
（4）ちょっと混んでいるバスに小さい子を連れて乗ってきた若奥さん、若い男性が 2 人席に一人で座ってい
たが、席を譲ってあげた。その若奥さん、一言もお礼も言わず、当たり前のように 2 人で座る。
「ありがとう」の一言言えない、なんか不自然さを感じる。
（5）一方、おじいさん達の行動傾向はバスにあるちょっとした段差でつまずき、よろける姿が多いようだ。あ
とはもの静か。当方もその一人かもしれない。（笑）

笑いのポイント（笑点）
人（にん）:人（にん）間はみんなそれぞれ個性を持っている
間（げん）：元（げん）気良いのは特におばさんたち
も：（も）うこわいものなさそうだ
よ：世（よ）の中を大いに楽しんでいるようだ
う： （う）～んとおばさんたちに比べてもの静かな男性軍
バスの中を見ていると、ユーモラスな状況を見ることができるかもしれません。

門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）♪春路上の花の宴 空ける缶酎ハイ
ちびちびと
時短の壁も 分けいでし 昔の飲み会 いまいずこ♪（荒城の月）
２）♪月がわびしい路地裏の 屋台の酒のほろにがさ
知らぬ同士が ノンアルコール
ちゃんちゃらおかし おかしおかしの やるせなさ♪（チャンチキおけさ）
３）ノーモア広島
菅・二階・岸田
４）謙虚に受け止め発言は謙虚に受け止められない
５）敗戦続きでだめｄENA ベイスターズ
６）寄席を閉めたらオチこむよ
７）♪打てば飛ぶような バットの一振り
かけた命を笑わば笑え
生まれ日本の 二刀流戦法 俺の闘志がまた燃える♪（王将）
青野正宏

さっちゃん

♪ ガースーはね スガというんだほんとはね
だけどウケたいから 自分のことガースーとよぶんだよ おかしいねガースー
♪ ガースーはね コロナが気になるほんとだよ
だけど五輪あるから やること半端になるんだよ かわいそうねニッポン
♪ 小池サンはね 知事の連携ってホントだったね
だけどウソついたから そのあと連携できないんだよ あざといね小池サン
♪ 愛ちゃんはね 国際結婚ホントだよ
だけど仲悪いから 日本で不倫をするんだよ 幻滅だね愛ちゃん
♪ 璃花子はね 白血病ってホントだったね
だけど頑張ったから 代表まで復帰できたんだよ 良かったね璃花子
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★2021 年 4 月 28 日
ZOOM 例会作品投稿参加者 15 名
曽田英夫（快鳥）、野本浩一（変集鳥）、香野好勇、平井幸雄、
三浦邦夫、小宮三千夫、阿部博、杉浦康司（愛知県）
柴本和夫（金鳥）、芝崎満夫、こじままじこ（小島裕子）、青野正宏
佐藤重剛
片岡隆
門口泰宣

次回以降の予定
コロナ終息までは ZOOM 例会対応となりそうです・・・
6 月 23 日（水）14：00～ 千代田スポーツセンター7 階第 2 集会室 又は ZOOM
7 月 21 日（水）14：00～
千代田スポーツセンター（又は ZOOM）
8 月 25 日（水）、9 月 22 日（水）、10 月 27 日（水）、11 月 24 日（水）・・・
＊千代田スポーツセンター 千代田区内神田 2-1-8 Tel 03-3256-8444
＊変集鳥 野本浩一
携帯 090-5811-8443
切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2021 年 4 月 19 日～5 月 17 日
切手（郵送分）：松山カオリ 、植竹団扇

カンパ：桑原妙子、浜田頓坊、松山カオリ、小島裕子、木谷美和子、山崎正剛
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（am9～pm9） E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
郵送希望の方は 上記 野本宛、84 円切手 15 枚（一年分）を送付下さい。
現金カンパも受付中 ￥ 自粛カンパ振り込み先：みずほ総合口座（みずほ銀行）東京営業部
店番号 ００１ 普通預金口座 ２３５９３２２
柴本和夫 まで
ジョークサロンＨＰのＵＲＬ：www.jokesalon.com/ ＊是非、訪問して下さい。
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