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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＊

今月の一笑
こ百合のひとりごと
宇宙旅行
星出さん いってらっしゃい。
野口さん おかえりなさい。
私は 夢の中では 2、3 回 宇宙旅行に行っ
ていて・・・宇宙船の窓から、アフリカ大陸
などを眺めて感動していました。
未確認飛行物体、
未確認生命体 中学生時代
から信じてます。・・・いまでも 宙子
千葉・吉永こ百合（尾垣聡子）

コロナワクチンの話題が今月の伝笑
鳩にも多数掲載されてますが、皆さんは
順調に予約・接種に取組まれていますか。・・・打つべきか、打たざるべきかとハム
レットのごとく悩むこともあるようです。集団接種会場で一回目をなんとか予約出来
たけど、二回目が予約出来ないという事態に直面しましたので、「それはないんじゃ
ないか」と、パソコンでネット検索をしまくりまして、近くのクリニックで１，２回
予約できるところを見つけて無事に一回目を終えました。二回目は７月上旬です。
その昔、漫才師・人生幸朗が「責任者出てこい！」と言っていたのを思い出しました。
さて、今月はお便り・投稿が多く、変集鳥の責任で適宜割愛させて貰ってます。ご了承下さい。
高島雅夫
楽しいジョークサロンにお招きいただき有難うございました。
時世の流れを掴んだ様々なジョークに感心しました。
皆様、頭の回転が速く認知症予防に最適ですね。
東京・樋口七郎

７年前の新聞切り抜きが出てきまして・・・・

石川雲蝶の記事がのっております・・・ ますます永林寺、西福寺に行ってみたいです。

東京。高栄子

コロナワクチン接種・・・あっという間にＷＥＢ予約は満杯

五千人分の電話予約は空けてありますと言われ夕方迄けっこうかけましたが、タイムリミット。予約は取れ
ませんでした。パソコン教室が無料で申し込みをサービスしてくれるとのこと・・・教室に頼みます。

東京・榊原金市

ＪＯＫＥ ＳＡＬＯＮの運営、いつも御苦労様です。

コロナ禍の中、継続は力なりで感謝申し上げます。小額ですが郵送料の足しに・・・送らせて
いただきます。神田に行ける事が早く来るのを心待ちにしております。

近場の葛飾区、足立区の企画委員で区民対象の講演会のスッタフや自身の講演と日々忙
しく過ごしております。
毎月、ZOOM 参加勧誘メールをいただいており有難いと思っています。また、ZOOM
報告、「伝書鳩」も楽しみに拝見しております。ZOOM には乗り切れず、伝笑鳩をたのしんでいる状況
です。神田で開催されたころの臨場感が好きなので・・・。
ZOOM も参加検討させていただきます。今後ともよろしくお願いします。
東京・高野まゆみ
３８０号「こうしょう」の同音異義語の多さに驚きながら
なぞかけのお題になりそう・・と。ありがたいです。
家で古切手の缶が見つかったので送らせていただきます。
早く生活が落ち着くことを願っています。お身体ご自愛ください。

長野・松原伸伍
今の処コロナの感染者が一喜一憂という状況です。
重症化率は大部分が在日外国人で日本人は比較的少ないとのことで安心しました。免疫力の強化が課
題です。特に手洗いとマスクに注意し三密に注意してがんばりたいと思います。
会員の皆様並びにスタッフの皆様の御壮健と御活躍を祈念して御礼と致します。
紫陽花が 咲いても梅雨で じめじめと 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】
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しば選 ものは付け
第 245 回「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）
秀逸 六種のお茶が、皆苦い味です～六茶（ムチャ）苦茶（クチャ）でごじゃりますがな
埼 玉 佐藤 重剛
金笑 TV ショッピングでの異常なる値引きに唖然 （今から 30 分以内は滅茶苦茶）
静 岡 野末 紳二
銀笑 1 億円の高額宝くじで、ワクチン注射を推進する某国 （日本は 10％商品値引とケチ）
熊 本 松野 信夫
銅笑 生活必需品の定義論争の滅茶苦茶
（ブランド品も、化粧品も、味噌も、糞も）
東 京 野本 浩一
小笑
圧倒的な多数の、オリンピック開催強行関連作品
ステージ 4、次に来るのはステージ 5 輪 （やるかやめるかの懸賞は～五輪懸賞）
埼玉 北沢正嗣
開催国の総理が NO と言っても開催強行の IOC バッハ会長（バッハじゃなかろか）神奈川 大鳥羽裕太郎
参加国のほとんどが辞退で、日本がメダルラッシュの記録的快挙（禍転じて金と成す） 埼玉 酒井典子

東京五輪は「コロナ茶」でオモテナシします～ただし、色も味も滅茶苦茶なお茶ですが 埼玉 高木正明
警鐘を鳴らす尾身会長のイジメ （オリン・PIG は渡辺直美：オミン・PIC は尾身会長いじめ）千葉 吉永こ百合
コロナ渦中のオリンピック開催 （志賀明・稲葉浅治・岡部千代松・野本浩一・野末紳二・吉永こ百合）
コロナワクチンの狂奏曲にも沢山の作品がありました

巣ごもりし過ぎで、ワクチン会場までうまく飛べない高齢の伝笑鳩の読者（大手町はどこ？）埼玉 酒井典子
接種申込開始が「午前零時」に切れて思わず叫ぶ （吉田総理並みのバカヤロー！） 神奈川 浜田頓坊
インターネット接種予約～電話が頼りの高齢者を弾き飛ばす（善は急げ～電話も急げ）神奈川 藤倉由紀子
通常の小笑いに戻ります

ノンアルコール限定～酒の提供できない居酒屋なんて（クリープの入れないコヒー並み）東京 稲葉浅治
医者に止められているのに、我慢できない大酒飲み（ワクチン接種よりアルコール摂取） 長野 松原伸伍
国民の命守るコロナ対策～これでいいのか今の日本 （命よりオリンピック優先の首相） 高知 高橋満子
コロナ収束後アレもしたいコレもしたいが、まずはマスク外して深呼吸（伝笑鳩で笑いも） 神奈川 藤倉由紀子
ワクチン接種を急げと言い、他方で副作用が心配で接種の自粛を叫ぶ野党の二枚舌 東京 柴本和夫
｛ご参考の雑学｝ 滅茶苦茶と無茶苦茶は、意味も語源もほぼ同じです。
①

理不尽（道理にかなわない）

②通常の限界を超えている（法外並外れ・過剰でべらぼう）

③

混乱と無秩序（支離滅裂。非論理的） 募っているが募集でない。朝ご飯は食べてないが、パンは食べた

第 246 回の題 「なにがなんでも、○○ねばならぬ」と思うものは （バッハ会長、村田英雄の王将）
締切は、 7 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
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東京・樋口七郎

世の中には似た言葉がいっぱいあります。

トレイ／トイレ
タガネ／コガネ
ヤング／ギャング
オット／ホット
ポチ／ボケ
コロナ／コロリ
「コロナ」を「コロリ」とやっつけよう。
長野・松原伸伍

パター／バター
レター／レザー

ほんわか短歌

少食と 睡眠・ぬくもり 留意して 心懸けたい 笑顔の感謝
今までは 我の幸せ これからは 人の幸せ 天与の恵み
コロナ禍を 逆手にとって 粗衣粗食 病気はへるし 寿命は延びる
負けまいと 歩幅大きく 歩いてた バランス崩し ひっくり返れり
銭湯場（あらいば）で 我が背を洗う やさし人 かたじけなくて 涙こぼるる
300 歩 楽に歩けた 図にのって 倍に増やして あちこち痛む
コロナ禍で 大事なことは 各人が 愚痴の聞き合い 智慧のだし合い
老令（とし）とって バランス効かぬ ジレンマは 食事の量と 運動の量
新緑の 折り重なれる 山々が いやしはげます 病みし我身を
病院の 食事の量は ちとさびし 家の食事の 約半分だ
二週間 病院食の 有難し 日頃の食事 小食となりぬ
我を見て 年令（とし）の割には 若見えと うれしいけれど 中味がたがた
ビンのふた 自力であける けったるし 気はあせれども 老令（とし）には勝てぬ
菅谷信雄

＜ある日の夫婦の会話＞

草履スリッパが足に良いとのことで、購入しました。履き心地は足の指に良く正解でした。
そこで妻に、
「今後は俺のことをぞうり大臣と呼んで」と言ったら、大爆笑でした。
その後、ちょっとしたミスをしました。
妻に、
「アイム ゾーリ、菅谷！」と謝り、妻も苦笑いでした(^人 ^；）
東京・稲葉浅治

川柳「進む」

二人の老い同時進行八十路坂
氷山がだんだんやせる温暖化
鎌倉極楽寺・浜田頓坊

巣ごもりで老化が進む八十路越え

カタツムリゆっくりだけど進んでる
逢うたびに美しさ増す青い鳥

甘辛都々逸ほのぼのランド 145

《 「タヌキ」ゴルフ 楽しい一日でした 》

◇
◇
◇
◇
◇

珍しく 敬老杯だが 四人が“田”付 “タヌキ”で勝負と いきますか
“金”さん “高”さん “鴨”さんどうぞ 楽しいゴルフの 極楽時
“田”抜きプレイで 楽しいゴルフ 四人揃って 腹鼓
“浜”さんプレイは そこそこだった “高”さん流石に エイジシュト
オリムピック ゴルフを仕組み ホール・マッチも その昔

《 鎌倉市議選、常連当選いやあ強い名前 》

◇
◇
◇
◇
◇

連続当選 議員の一人 重度障害（？） 千一（氏）
“千”と“一”（はじめ）で 漢字は二文字 線を四本 引けばよい
障害の ある人議員の 体験や目が 街や世の中 変える時
孫の名前に 選挙を予想 易しい漢字も どうかなあ
五月晴れ 今年もまたまた ギョロ目を剝いた 岡本太郎の 鯉のぼり
-3-

吉永こ百合（尾垣聡子）

彌永孝一

はめ字「こいのぼり

かしわもち」

大変有難うございました。私まで、ご紹介戴いて、恐縮です。

◎蜂蜜作り、頑張りたいと思います。
皆さんに、お贈り出来れば、こんな幸せなことはありません。!(^^)!
蜜蜂達のご機嫌次第ですから、本当に当てになりません。(~_~メ)
最上段の巣箱（左）

分蜂真近い （中）
初絞り
（右）

高島雅夫
85 歳でマスターズ（水泳）大会に初挑戦！
週 1 回、20 メートルプール（水温 31℃）で、葉山の森戸海岸を思い出し
ながら泳いでいると、若い女性インストラクターから「速いネ」と声を掛
けられたので、思い切ってマスターズ大会の８５～89 歳の部で挑戦するこ
とにしました。25ｍ自由形と平泳ぎでエントリーしました。3 月 20 日（土）
東京都マスターズ水泳競技大会が辰巳国際水泳場で行われ、
結果は 25m 平
泳ぎ 30.60 秒、25m 自由形 22.46 秒でした。平泳ぎは 80 歳以上は私 1 名
でしたが、自由形は 90 歳 1 名、85 歳は 3 名でした。電光掲示板に名前が
表示され、スタート前に名前・所属が場内アナウンスで放送され格好いい気分になりました。自分
でも驚いたことは、以前歩いているときに乳母車の女性に追い抜かれてショックを受けたことがあ
りましたが、現在足が軽くなり駅でも若者と歩行速度が変わらずに歩けることです。
杉浦康司（滑稽新聞編集長）

前回同様楽しませてもらいました、

朝ドラ「おちょやん」のモデル浪花千栄子さんが大物芸人大村崑さ
んを抑えてオロナイン軟膏の CM に抜擢された。理由は浪花さんの
本名が「南口（なんこう）キクノ」だったそうだ。（山本孝弘氏が
日本講演新聞で伝えた）
（無断転載大歓迎）
香野好勇・こうの好太

好太川柳

フォト川柳「四波五波ワクチン気張れ早く来い」

荒れ模様人生百に身構える
外散歩鼻出しマスク息をつく
シルバー連ホームステイは得意技
資産分け豆腐屋呼んで数えてる
巣ごもりの食事は主婦の勝負球
マスクする途端に目美人そちこちに
毎週がＧＷです シルバー連
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門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）ようやく取れたワクチン接種の予約
２）かど番を迎えた内閣支持率で解散カードを切るか
３）副大臣の遅刻がちょくちょくある
４）私鉄の決算は軒並み急行下
５）泣きっ面に恥
朝乃山
６）大リーグ五勝目 ダル美酒
７）逃げたにしきへびはずっしりとヘビー
８）五輪で明日はどうなるか不安のアスリート
９）月見る月はこの月の皆既月食
10）♪星野流れに身を任せ 新垣結衣♪
江戸小咄広め鯛
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

＜＜ なぞかけ ＞＞ まんぼう（蔓延防止...・魚の名前）とかけて

日本の鉄道網
と解く
心は
飛行機事故
と解く
心は
小島よしお
と解く
心は
深いプール
と解く
心は
熱いキューバ
と解く
心は
美空ひばり
と解く
心は
＜＜ 折 句 ❀
満開の
ボケの花だよ
満月を
ぼ～っと見たら
まんじゅうを 僕にも一つ
満席だ
傍聴席は
まんじゅうが ぼくも怖いと
漫才は
ボケと突っ込み

広がる新幹線（感染）
・・・ ぼたもち
機体外れる
・・・ そよ風
そんなの かんけーねー
・・・ 剣心
ちゃんと足がついてない
・・・ 古ねこ
マンボーダンス
・・・ あんこ
お祭りマンボ
・・・ 笑英
ことばあそび ＞＞ まんぼう
家の中
・・・ ぼたもち
うさぎの子
・・・ そよ風
売ってくれ
・・・ 剣心
奪い合い
・・・ 古ねこ
うそをつく
・・・ ３休
受け継がれ
・・・ ずんだ

佐藤重剛（蓮田のシュガー） 大相撲界の

山
海
国
春
龍
鳳

明瀬山
御嶽海
千代国
若元春（写真→）
妙義龍
千代鳳

こじままじこ（小島裕子）

富士
峰
城
翔
鷲

天地（？）力士名

宝富士
琴勝峰
逸ノ城
千代翔
玉 鷲

付録

白鵬

浦
丸
木
若
猿
正代

クルックル回文たのしもう

石 浦
千代丸
錦 木
琴ノ若
翔 猿

「獏 (バク)」

今月は、この時期とは何の脈略もないのですが、読んでいた本に獏の話が出ていて、
それが頭の隅に引っ掛かり・・、お題は「獏」です。
ばくおーいたいーおくば (獏、おー痛いー、奥歯)
ばくないかいなくば (獏、無いかい泣く場)
ばくわがねがいがねがわくば (獏、わが願いが願わくば)
ばくはなつよくつかむむかつくよつなはくば
(獏、鼻強く掴む、ムカつくよっ、な？白馬)
バクナイカリサンサリカイナクバ (獏無いか、離散さ、理解無くば)
バクツキヨノヒムスメスムヒノヨキツクバ (獏、月夜の日、娘住む日の良き筑波)
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阿部博

時事川柳

1 五⽉晴れウーバーイーツ駆け抜ける
2 みどりの⽇クスノキ天を⽀えけり
3 モーレツにこの⽊なんの⽊気になる⽊
⼤⽥区の名⽊。萩中公園のクスノキ

（5/15 作詞家・伊藤アキラ死去）
4 押し寄せる四波バッハのハ短調

5 五輪の旗降ろして揚げよ⽩旗を

6 さざ波の奪いし命万を超え

7 内閣参与転失気落ちに屁でもなし

8 朝乃⼭夜のキャバクラハッケ酔い

9 コネと闇ワクチン接種効き薬

10 銭湯でワクチン予約の噂かな

（銭湯で上野の花の噂かな／正岡⼦規）

11 ワクチンや撃ちてし⽌まん⾃衛隊

12 脱⾛もステイホームでニシキヘビ

⽶ニュース週刊誌「TIME」の表紙のパ ロディ。「Dirty Olympics」（汚れたオリンピッ ク）とのタイトル ⇒
の下には五輪のロゴマーク が 1 万円札でかたどられている

大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)

「笑いはおもろいし役に立つ」

(幸) それ略したら「笑おも」か？
(裕) そうだす。おもろいことを素直に笑う、笑いが心をリラックスさせる、そいで心身ともに
元気になるんやさかい、笑いはほんまに役に立つちゅうこっちゃ。
(幸) ＜伝笑鳩＞の憲法みたいなもんやな？
(裕) そやな。あ、しもた。「逃げ恥」の間違いやった。「逃げるは恥だが役に立つ」やった。
(幸) あの結婚発表した＜星野源＞さんと＜新垣結衣＞さんが共演したドラマかいな？
(裕) そやそや。星野さんはシンガーソングライターで俳優でもある才人やし、新垣さんは
2001 年 13 才の時に女子小中学生向けファッション誌「ニコラ」のオーディションで
グラ ンプリになり 2005 年まで専属モデルだった人や。モデルから俳優のパターンやな。
(幸) 星野さんは＜契約結婚？＞のドラマによう出てはるな。以前＜波留＞さんとも共演して
はったで。この時は今回みたいな「春」は迎えられへんかったけどな。
(裕) オジサン達の間で「ガッキー(新垣結衣さんの愛称)ロス」が広がってるらしいで。
(幸) 「恋人」いうよりは「見守っていたい可愛い娘さん」なんちゃうか。
(裕) そやな。二人は「逃げ恥」特番の収録を終えけじめをつけてから、きちんと向き合い直
して結婚を決めてんて。
「正面突破もええけど、逃げへんではじっこからアタックすれば成功する」いうことかな。

柴本和夫

言葉の研究

① 日米の同時多発のバッハ会長の皮肉
・アメリカでは、バッハ会長を、「ぼったくり男爵」と皮肉
・日本では、バッハ会長を以下の言い換えで皮肉
ぼったくり「バー」 ⇒ ぼったくり「バッハ」。
「バッカ」じゃなかろか ⇒ 「バッハ」じゃなかろか
② システム障害はみずほだけでなかった・・コロナワクチン接種のシステムの障害多発
ドラえもんは、どこでもドア ⇒ コロナシステムは、どこでもトラブル
③ コロナ禍の諸出来事 （格言：青い鳥は家にいた。ニシキヘビは屋根裏にいた）
・脱走したニシキヘビ～不要不急の外出を自粛し、ステイホームしていた
④ 同音異義語
・高齢者の健康管理は ⇒ ワクチンの接種と、アルコールの節酒
・中国から黄砂が飛来 ⇒ 黄砂に注意する場所は、交差点
・強行した五輪の聖火リレー ⇒ 強行の成果なし
・イベント参加 ⇒ 緊急事態発生で、緊急辞退
・プロ野球の無観客試合 ⇒ 観戦者ゼロで、感染防止
・冷たさの過敏は～知覚過敏。 三密の過敏は～近く過敏
ジョークに自粛は不要です。センスをあげて楽しさアップ おおいに笑おう～ジョークサロンで
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桑原妙子

妙子のワンダフルワールド

チャイルドシート（ももたろう・レモンママ）

買い物大好き（じいじい）

野本浩一 お写落日記【我が歯科医視界不良のコロナ禍で 菌滅の「は」を今ふりかざす】
戸越銀座の白田歯科クリニックに詰め物が取れたので急な予約で出向いて
みると、「鬼滅の刃」で活躍している竈門炭治郎が迎えてくれた。振りかざ
すのは「鬼滅」ならぬ「菌滅」の刃だった。コロナ菌をしっかり駆逐してく
れそうな眼差しをみて日本も救われるかもと思って安心した。
昨年 10 月にサロン同人柴本金鳥が披露した「破滅の石破」に唸ったこ
とがあった。白田さんに「さすがに、歯科だと『歯滅の刃』は使えません
よね」と披露したら、「さすがにそうですね、ハッハッハ」と笑って貰
った。
菌滅の刃（やいば）で良かった歯滅では コロナもろとも患者去るかも
炭治郎節約家だと知る訳は マスクの布が DAISO 仕入れ
青野正宏
自宅のなか
1 今日も暮れ行く 自宅のなかで みんな辛かろ 切なかろ
我慢だ待ってろ コロナが過ぎりゃ 出かける日も来る 時が来る
2 今日も更け行く 自宅のなかで 夢も希望も できないが
ジョーク作って 笑うて耐えりゃ 望む日が来る 朝が来る
3 今日も昨日も 自宅のなかで おもい雰囲気 影薄い
出かけちゃならない ワクチン打ちに 辿りつくまで その日まで
備考 元歌
1 今日も暮れゆく 異国の丘に 友よ辛かろ 切なかろ 我慢だ待ってろ 嵐が過ぎりゃ 帰る日も来る 春が来る
2 今日も更けゆく 異国の丘に 夢も寒かろ 冷たかろ 泣いて笑うて 歌って耐えりゃ 望む日が来る 朝が来る
3 今日も昨日も 異国の丘に おもい雪空 陽が薄い 倒れちゃならない 祖国の土に 辿りつくまで その日まで

片岡隆
只野五郎 見参 ◆ただの語呂合わせ：賞味期限切れのネタを発掘（製造年不詳）
◆舌苔絶命：舌がばっちいと命がやばいということ。
◆寒ブリの季節やなぁ。 寒ブリか？ そう、寒ブリや。・・・カンブリヤ宮殿か・・・
◆参考人質問「飯代を払わなかったので、重い付けが回ってきたのですよ。」
高級官僚「そう言われても、何のことだか、思い付けません。（記憶にございません）」
◆秋田では、ＥＶＥＲＹ学校で、給食にいぶりがっこ（燻製たくあんみたい）が出るらしい。
◆♪チータラ食べすぎ、血だらけに、ティラミス食べすぎ、寺ミス（尼さん）に（七五調？）
◆可哀そうなお名前：土井 奈加（ど田舎）、長 故里太（超懲りた）
◆天照大御神：尼寺住むオオカミ ◆オートクチュール：おちょくる？
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芝崎満夫

笑いの笑解(紹介)

30．一般篇 ： 小さな親切

（1）地下鉄で隣に座ったおじいさん（80 代後半）が降りようとしても立ち上がれない。隣にいた私は彼の
腰をちょっと押してあげたら、すっと立てたので、無事降りることができた。《感謝される》
ほんのわずかな力が足らないのだと思う。
（2）バス停留所で待っている時、前にいたおばあさん（80 代前半）が急に振り向いて、私にペットボトルの
キャップを開けてと言う。開けてあげたら、《感謝される。》ほんのわずかな力が足らないのだと思う。
ちょっとした力が段々と下がって歳にはかなわないのだと・・・自分の近未来を想像した時でもあった。

笑いのポイント（笑点）
ち:（ち）ょっとしたところで「力」が出せない
か：体（か）の変化が起こる
ら：楽（ら）に立ち上げない、楽にキャップがあかない
ぶ：無（ぶ）事対応できてよかった
そ：想（そ）定していなかったけど、
く：苦（く）労せずにしていて、自分は将来大丈夫かなとふと思う。

曽田英夫
狂歌 NEW 門
● じっと腕組み 増えた気がする
コロナ禍は 何時になったら 収まるか じっと腕組み 増えた気がする
後手後手の 政治は何を やってるか じっと腕組み 増えた気がする。
ワクチンは 何時になったら 打ち終わる じっと腕組み 増えた気がする。
● 思わぬことに 目を丸くする
リコールに アルバイトたち 署名して 思わぬことに 目を丸くする
東大が 野球で勝った 4 年ぶり 思わぬことに 目を丸くする
ガッキーが 逃げ恥婚を 現実に 思わぬことに 目を丸くする
● 肩の力を 抜いて気楽に
ニシキ蛇 屋根裏にいた いやーねー 肩の力を 抜いて気楽に
大谷さん ホームラン打ち スカッとし 肩の力を 抜いて気楽に
足取りで 宇良は優勝 幕内へ 肩の力を 抜いて気楽に
ハラハラと させて優勝 照ノ富士 肩の力を 抜いて気楽に
小宮三千夫

あいだみつを｢にんげんだもの｣より-22
3 時間半議論したっていいじゃないか にんげんだもの（LGBT 含む）
・・・ロバート・キャンベル（日テレスッキリのコメンテーター）
日本への渡航中止だっていいじゃないか
感染者が減りそうにないんだもの

・・・米国務省 2022

北京五輪をボイコットしなくたっていいじゃないか 放映権料 600 億円だもの
・・・IOC バッハ会長
犠牲を払ったっていいじゃないか 日本国民には逆境に耐え抜く力があるんだもの
・・・バッハ会長、コーツ副会長
7 月場所で進退を懸けるのだからいいじゃないか 照ノ富士と貴景勝の躍進で花道が用意できたんだもの
・・・横綱白鳳
五輪を返上したっていいじゃないか もう気分は都議選なんだもの
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・・・女帝小池都知事

三浦邦夫 ワクチン接種のための注射要員不足 各自治体の対処：獣医にお願いした自治体。
当初獣医師会に問合わせたところ獣医は、馬科、ウシ科、トリ科、
蛇科など多岐に専門化しており、これらと共通点のない「人類」へ
の注射は困難との回答を得た。
そこでその自治体は：
対象者を生まれた年の干支でグループ化し、馬年の人には、馬科の
獣医が、へび年の人には蛇科の獣医が、など干支に応じた専門医が注射することで、医師会も了解
し、うまくいったとのこと。
（事実に基づかないフィクションです。）

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》

今の 5Ｋは 強風・花粉 乾湿・黄砂に コロナ等
都内へ来るなと 小池が吠えりゃ 地方も来るなと 吠え返す
お願い・ご理解・賜りたいと 休業要請 ままならず
ワクチン予約の エラーを指摘 逆切れ怒りの 防衛相
接種順位は 抜け駆け組の 上級国民から接種
スマホ・パソコン 持たない者は 予約出来ずに 見捨てられ
む
ワクチン騒ぎに 付け込む詐欺師
財布と気持ちを 引き締める
選挙三敗 コロナは四波 五輪六理矢理 あせる菅
意地や面子や 利権の為に 無理矢理やるのが 五輪族
パンデミックの 真っ只中で 打ち勝つ証に やる五輪
聖火リレーの 声価も聞けず 成果得られず
盛夏まで
オリンピックを 無理矢理やれば 世界中から 変異株
ホームワークで 自宅に籠り 飲み食い過ぎたか リバウンド
キャッシュレス化で 手洗い不要 金に無縁で なお不要
近頃やたらに「メチャクチャ」耳に これじゃ日本語 メッチャクチャ
ヤングケアラー 介護は家族 しかも子供に 頼る国
入管覗けば 入監まがい ここは地獄の 一丁目
外出禁止を 文春砲に 厳罰食らった 朝乃山
平井幸雄

カ タ カ ナ 語 ➀ 【ア】 の 部

横文字カタカナ語を使うことが増えて
います。「カタカナ語」の意味が分から
ず困惑したり、 使う相手のどや顔に腹
が立ったりします。自分が知らないコト
バを使われると腹が立つ、それな のに
私も知ったかぶりして、つい使ってしま
うことがあります。 知らないカタカナ
語は辞典で意味を調べるけれど乱用しな
い、それが大人的用法と思います。 正
しく美しい日本語を守り伝えていくの
は、いつの時代も言葉に敏感な人や年長
者の役割であ るとともに、新語に寛容
になることで見えてくる世界もありま
す。「自分は使わないけれど、意 味は
知っている」それがカタカナ語に対する
正しいスタンス＝立ち位置といえるかも
しれませ ん。解りやすい日本語を使う
人の方が賢い人だと思います。
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★2021 年 5 月 26 日

ZOOM 例会参加者・笑品名一覧 20 名 太字は初参加

香野好勇（こうの好太） 野本浩一（変集鳥）
好太川柳

桑原妙子
ワンダフルワールド

芝崎満夫
笑いの詳解

佐藤重剛
大相撲

お写落日記

青野正宏
替歌

高島雅夫（東京）
マスターズ水泳

柴本和夫（金鳥）
言葉の研究

平井幸雄

曽田英夫（快鳥）

ヒライ信

狂歌NEW 門

杉浦康司（愛知） 尾垣聡子（吉永こ百合）
滑稽新聞

小島裕子（こじままじこ） 彌永孝一（香川）
回文

ZOOM 例会過去最多です

養蜂写真日記

小宮三千夫
「あいだみつを」より

はめ字・独り言

大鳥羽裕太郎
幸 裕 (=交友) 録

門口泰宣（前変集鳥）
阿呆リズム＆パロディ

三浦邦夫
ワクチン接種対応

阿部博
時事川柳＆フォト

片岡隆
只野五郎見参

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・・・
7 月 28 日（水）14：00～
千代田スポーツセンター 7F 第 2 集会室
（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 5 月 18 日～6 月 13 日
切手（郵送分）： 榊原金市

カンパ：浜田頓坊、榊原金市、高野まゆみ
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。 ツイッターもありますよ。
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