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＊＊＊＊２０２０年８月 No.３７０＊＊＊＊＊＊＊＊ 

            
＊コロナにも負けず飛んでる伝笑鳩 飛び立ち始め30年余＊     

  

みなさん、元気に過ごしてますか。 

笑い忘れずにいますか。 

変集鳥はマスクは貰いましたが、まだ定額給付金は頂いてません。 

届いたら、少しジョークサロンに回そうかな、と思っています。 

次回千代田スポーツセンター７階第2集会室に集まる折には、忘れずに 

会費におまけして持参する予定です。早く届けて下さい！ 

 

東京・樋口七郎 コロナに負けずに原稿をとばし続けていただいて、コロナも退散でしょう。 

コロナはコロリとなるでしょう。 

３ヶ月ぶりに映画を観に行きました。昭和24年の作品で、上原謙、山口淑子出演の「人間模様」、

昭和37年の作品で三船敏郎、三橋達也、淡島千景、池内淳子出演の「どぶろくの辰」です。 

東京・高栄子   １００円（ワンコイン）ショップのダイソーはこの時期・・・ 

売れに売れてるそうです。私もコロナのせいで仕事が半分に減り、収入も半分となりました。 

 

福島・松山カオリ 世情のきびしいときに伝笑鳩がしっかり飛んできて、もう嬉しくて 

涙が出そうになりました。発行にかかわったメンバーの方に心から御礼を申し上げます。 

東京・高畑静子 伝笑鳩の元気なお便り、毎号感心しながらうれしく拝見しています。 

 私は、年をとりきびしさを感じながら、何とか過ごしていますが･･･。 

 伝笑鳩が益々元気で、大空高く飛び立って、笑いと元気をとどけてくださる様お願いします。 

コロナウイルスを笑いで寄せつけない様に！ 皆様のご自愛をお祈り致します。 

                      

神奈川・青野正宏  拝啓 初めてお便りを差し上げます。 

私は鎌倉を中心として湘南地方のシニアを会員とする「湘南鎌倉生涯現役の会」(略称湘現会)と

言う会でホームペーシや会員向けにメールの発信などを担当しています。湘現会には今春亡くなら

れたジョークサロンの同人であった若狭芳生氏も会員でした。また、同人である門ロ泰宣氏が主宰

をされている「生涯現役かなざわ会」とも交流があります。 

今般のコロナ禍により、ご多分に漏れず湘現会も活動停止状態に陥り、会員から近況報告諸  々    

の所感を集め、毎日会員に配信することを始め、思い立って百人一首の替え歌を作って配信を行っ

てきました。・・・生涯現役かなざわ会の門口氏より、ジョークサロンがあるとご紹介をいただき

ました。まずは、「伝笑鳩」を購読いたしたく、よろしくお願いいたします。 

 （嬉しいお便りを頂きました。さらに百人一首替歌が届きました。これから楽しみです） 

 

長野・松原伸伍  スタッフの皆様に感謝するとともに御健壮と御活躍を祈ります。 

 
夏が来て 暑さでコロナ 無くなれば ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥 曽田英夫】 
 

伝笑鳩 

今月の一笑 

変な血圧計 
ワシの施設に妙な血圧計が有る。

周りの皆は正常値を示すのに、ワシ
が測ると何時も高血圧を示すんだ! 
時々「あんたは死ぬまでしか生きら
れません」としゃべるんだ。 
チクショウ！ 
     埼玉・佐藤重剛 



- 2 - 

 

しば選 ものは付け 第 234回 

「無駄な抵抗と思うものは」   （出題：警察の犯人への呼掛け）   

秀逸笑    脳トレクイズに徹夜で挑戦する高齢者！ 

       翌朝は頭がボーッと  

               埼 玉  酒井 典子 

（チコちゃんに叱られる：クイズにボットウして、徹夜明けにボーッとしてんじゃねえよ！） 

 
金笑 水戸黄門に対する悪代官＆結託商人（野球も黄門もインローには無駄な抵抗）  神奈川 志賀 明 

銀笑 閻魔大王と対峙する安倍総理 （言い訳や、ゴマカシは大王様には無駄な抵抗） 千 葉  高木 正明 

銅笑 新宿のホストクラブに行く際にアベノマスクでガード（竹ヤリ精神のマスクです）熊 本 松野 信夫   

小笑 

米兵に竹ヤリで戦おうとした精神（コロナにアベノマスクに引き継がれた精神）    長 野 松原 伸伍   

コロナにマスク（アベノマスクという効果抜群のマスクをご利用下さい）        千 葉 皆合 かずこ 

試験前夜の一夜漬け （徹夜明けでボーッとしてチコちゃんに叱られないように）  千 葉 海郷 達人 

バラ色の老後を信じて投資をしてきたが（儲けるの漢字は信じる者と書きます）   静 岡 野末 紳二 

ワンマン社長への社員の苦言 （苦言を九言する。半沢直樹の倍返しの精神）    千 葉 岡部 千代松 

嬶（カカア）殿下に対する亭主の関白宣言（群馬の嫁に聞かせたいさだまさしの唄） 神奈川 志賀 明 

繰返しては続かぬ私のダイエット挑戦（今食べたのは明日の分と思う発想力が救う） 千 葉 吉永 こ百合 

聞いてないし忘れてないしボケてない（３ないの弁明で抵抗～三内丸山古墳）    埼 玉 北沢 正嗣 

駄目なものは駄目（おタカさんのタンカ。言（行）ってみたいな正論：セイロン）  神奈川 浜田 頓坊 

雪隠詰めとなった王様の脱出 （栄光への脱出となるか無駄な抵抗となるか）    埼 玉 石原 義三、 

高価な化粧品には効能が宿ると託す浅はかな望み。 

効果の出ない高価なシワ取りクリームと毛生え薬（酒井典子） 

発毛剤・カツラ・ダイエット飲料（稲葉浅治） 

アンチエイジングで高価な健康食品（野末紳二）  シミ・シワ対策に高価なクリーム（藤倉由紀子） 

史上最高と宣伝された毛生え薬（松野信夫）     つるっぱげのふさふさな髪の願望（松原伸伍） 

コロナ関連 

コロナ除けのお呪いを信心する御人（高木正明）  コロナ無くなれと毎朝仏壇に祈る姿（藤倉由紀子） 

＜松山かおりさんの逆説堤案～3蜜でコロナに抵抗＞ 

嫌っても寄ってくるズーズーしい奴の名はコロナ！一人カラオケなら心配ないが歌えば楽し、密着なら尚

楽し。楽しい３密カラオケで、ズーズーしいコロナを締め出そう。 

（３密で防疫。これって無駄な抵抗かしら？）  

政治家の姿 

河井夫妻の無実との弁明（佐藤重剛・岡部千代松・大鳥羽裕太郎）政治家への国民の正論（北沢正嗣） 

再選に向けてのトランプ大統領の言動と大統領へのアドバイス（野本浩一・大鳥羽裕太郎） 

文春砲に抗うやましい政治家（高木正明） 

アベノミクスもう飽きたって感じです（高橋満子） 

 

 第235回の題 「そのうちなんとかなるだろうと思うものは」出題：植木等）  

  締切は、8月5日とします。笑いに自粛は不要です。お待ちしてます。 

＊ひとり３作品まで受け付けてます。 
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 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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鎌倉極楽寺・浜田頓坊           甘辛都々逸ほのぼのランド 134 

《夏の音「チンチロリン」。冷たい水を思い出して下さい。暑中お見舞》 

◇涼しげで 少し歪な彩りグラス 氷入れると 夏の音 

◇厚み型も バラバラ仕立て 勝手気ままに Do re mi fa so        

◇特注の 器変われば 氷のかけら いろいろ変った 音の虹 

◇真冬のアラスカ 沈んだ太陽 高速ジェットで 追いかける 

◇文明技術の 発展進歩 西から太陽 あら不思議 

◇北極圏 アラスカ南西 千島を通り 一日儲けた 貴重旅 

《貯筋運動は高齢化対策にも効果ありだと》   

◇葉山（神奈川）流だよ 「貯筋運動」 「金」ではなくて 「筋」が肝      

◇四年ほど前 町内挙げて 高齢「貯筋」 通帳も 

◇コロナ落ち着きゃ なるだけ早く 皆で楽しく 「積立筋」 

◇都々逸は 使い古した 言葉を避けて ちょっと工夫で 生きてくる 

◇好き勝手 民謡多くは 七七七五 自作都々逸 好きな節 

 

      

長野・松原伸伍        ほんわか短歌 

  髪の毛と頭の中味軽くなる 重くなるのはボディと頑固 

コロナ禍で 好きなマスクを 何度でも 洗って使う 八十路の私 

カラオケは マスクをつけて 歌うけど 息苦しくて ２倍のつかれ 

老令（とし）なのに 努力をしても なおらない 疎開の頃の 早喰いのくせ 

コロナ禍で くしゃみをすると 白い眼が 思わず耐えて トイレに逃げる 

なんでだろう 楽しいことは 忘れても くるしい過去は 忘れない 

 

神奈川・青野正宏  百人一首 パロディ 狂歌 コロナ編 

君避けて惜しくもありし命をば 長くもがなと自宅で退避    注 君の字を分解すればコロナ 

元歌 君がため惜しからざりし命さへ 長くもがなとおもひぬるかな  藤原義孝 

コロナ禍の後の心にくらぶれば 昔はマスク思はざりけり 

元歌 逢ひみての後の心にくらぶれば 昔はものを思はざりけり 権中納言篤忠     

厳しさに店を立ち出でて始めるは いづくも同じテイクアウトか 

元歌 さびしさに宿を立ち出でて眺むれば いづくも同じ秋の夕暮 良暹法師 

緩めれば拡がるものと知りながら なほ恨めしきコロナ対応 

元歌 明けぬれば暮るるものとは知りながら  なほ恨めしきあさぼらけかな 藤原道信朝臣 

 

京都・大石脩    久々俳句でご挨拶 

◆七夕や から舟細工 豆のせて 

◆青梅雨を アナタ知らぬと とぼけるや  

 ＊青梅雨（あおつゆ） 梅雨の前に日を浴びた木々にふる雨         

◆青蛙 生きた縄には 天敵に   ＊生きた縄とは蛇かいな？ 

東京・稲葉浅治  川柳「期待」       

期待した時に着かないマスク金 

懲りもせずまたも政治に期待する 

昇進を回転寿司のように待つ 

待つことに慣れた小指に今度こそ 

初めての泣き声十月十日待つ 

東京・樋口七郎 募集  「賭けマージャン黒川杯争奪戦」 

主催  内閣総理大臣     協賛  東京高等検察庁 

会場  東京高等検察庁取調室 レート 1000点 100円 

持参金 約10万円   条件  アベノマスク着用のこと 

送迎  マージャン大会終了後ハイヤーで送りません。 

    東京地検特捜部の護送車に乗って頂きます。 

    手錠はかけません。 
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佐藤重剛            数字遊び その３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香野好勇・こうの好太  好太川柳   フォト川柳（白アジサイコロナ禍負けじ咲き誇る）   

足の萎え抱え下山に夕日影       

完熟の季節に夢見越天楽 

扇子持ち演ず落語家センス無く    

過去の人ヒョンな逢瀬で又火事に 

八十路坂越える下山に道が増え    

令和維新コロナ主導のウェブ会議 

検事長世の変わり目で賭け遊び    

目力をバッチリきめてマスク美女 

コロナ禍のステイホームで脳も萎え   

アベマスク来たぞ来た来た解除後に 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.350 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

夜の街とは 何処かと聞けば 先ずは新宿 歌舞伎町  
ホストクラブに 優しい小池 パチンコ店には 目の敵  
バーやクラブは 接待どころ そこが怪しい 感染源  
夏のマスクは 暑苦しくて 我慢してたら 熱中症  
県都を跨いだ 移動が出来りゃ 動き回るぞ 感染者   
三密避けては 自宅にこもり 家事の合間に テレワーク  
マスク・手洗い・うがいで予防 ワクチン待ってる 世界中  
何処でも買えます コロナのマスク 届けど用無し アベマスク  
選挙違反の 前法務相 金の出どころ 伏魔殿   
総理宣言 スピード感が イライラさせてる  給付金  
新型コロナに 新型詐欺師 狙い撃ちする 給付金  
コロナ騒ぎで 献血ピンチ 菓子やジュースで 誘い込み    
コロナ退治の 打ち上げ花火 煙火業者の サプライズ  
春夏中止の 高校野球 甲子園から プレゼント  
コロナ禍中で 遅れに遅れ やっと開幕 プロ野球   
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こじままじこ（小島裕子） まじこのマジックルクル 回文 「サイ・さい」                

さいまんざいざんまいさ (サイ、漫才三昧さ)      

さいかにとこだことにかいさ (サイ？蟹と子ダコと二階さ) 

さいいまうたうたうまいいさ (サイ今歌うたう、ま、いいさ) 

さいかたさのるのさたかいさ (サイ、肩さ乗るのさ、高いさ) 

さいたしかまるまるまかしたいさ （サイ、確かまるまる負かし、大差） 

さいへやはつかえずえかつはやへいさ （サイ、部屋は使えず、え、且つ早や閉鎖？） 

さいいわにまたねるねたまにはいいさ （サイ、岩にまた寝るね。たまにはいいさ） 

 

大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)   

「イージスアショア(=地上イージス) 配備計画停止」 

(裕) 北朝鮮の弾道ミサイルは日本へ向け発射せえへんちゅう密約でもできたんやろか？ 

(幸) そんなことあるわけないやろ。なんせ相手は小さい国でも巨人(間違い＜狂人＞)の国やさかい。 

(裕) そやかてあまりにも安易や思うで。もともと8隻のイージス艦による防衛体制でいく方針が、 

イージス艦は1隻1,500億円と高価なこと、山口・秋田の2基2,520億円で全国をカバー出来る

こと、北の度重なるミサイル発射で海上自衛隊の現場が疲弊したこと等がイージスアショア導入

の理由やった。 

(幸) 日米の貿易不均衡の是正を求めるトランプ大統領と安部首相の緊密な関係を背景に大統領の支持

基盤でもある米国メーカーにも配慮した、政治主導で決まった経緯もあるようやで。 

(裕) 6/15に河野防衛相が配備計画停止を表明、近く国家安全保障会議(NSC)で計画停止を正式    

  に決めるらしいねんけど、そんな大事なことを防衛相がまず言ってええんか？ 

(幸) 計画段階や山口・秋田両県への説明でも職員の居眠り事件をはじめ防衛省の不手際だらけ 

  やった。そもそも2017年の契約時、迎撃ミサイルのブースター(推進装置)の落下地点の 

  議論はなかったとロッキード社側は言うてるらしいで。 

(裕) シビリアンコントロールを利かせるためにも、今後は防衛省任せにせず、国家安全保障会議 

(NSC)の主要メンバーである首相、官房長官、外務相、防衛相の4者で国にとって一番効率的で経

済的な方法を模索して欲しいな。 

(幸)大事なことやさかいイージス（いいです）アショア(あ、そう)はやめてもらわなな。 

 

吉永こ百合（尾垣聡子）はめ字「あじさいの～あめにさく」ひとりごと「ブ ル ー イ ン パ ル ス」 
  

 
 
 
 
    

 

 

 

 

５ 月 ２９ 日 お 昼 過 ぎ 

 東 京 の 空 を  

航 空 自 衛 隊 ブ ル ー イ ン パ ル ス が 

 駆 け 抜 け ま し た 。 

 希 望 の ア ク ロ バ ッ ト 飛 行 で し た 。 
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松山カオリ   ◇カオリのミニエッセイ2  マスク・マスク・マスク 

現在、日本国民全員、職業年齢を問わず必須な物。それは「マスク」。 

 世の中に、こんなにマスクの種類があるのかと思うほど、様々なマスクファッションをテレビの画面 

で目にします。 

 小池都知事の「オーダーメイド風」や西村外相の「機能派重視マスク」をはじめ、「お母さんの手 

作り風」「キャラクターアップリケ風」「韓流スター風黒マスク」などなど、不謹慎かもしれませんが、 

毎日眺めていても全く飽きない多種多様な品揃え。 

 そのうち着けているマスクの種類を見て性格判断する「マスク占い」が、出てくるかもしれません。 

 次のトレンドは、やっぱり夏用の涼しいマスクでしょうか。まるでファッション誌の「今年流行るファ 

ッション予測」のようですが、それと少し違うのは、流行の傾向が、コロナ蔓延の深刻さやマスク不 

足などの社会背景、暑さ寒さなど天候の具合に、直接関わってくるところです。まさに命をかけて 

開発されるファッションとも言えます。 

その中で、異彩を放つのが、安倍総理の「給食当番風白いシンプルな布マスク」ですが、こ

れほど注目を集めたマスクもないのではないでしょうか？ うちでもテレビで安倍首相を

観かけるたび、「昨日のマスクと少し違うのでは？」「洗っているうちに縮んできたんじゃ

ない？」と、注目の的になっています。 

深刻な疫病の流行という事実と共に、安部首相着用のいわゆるアベノマスクは、コロナを

象徴する品として、使い古しのヨレヨレな姿で後の世の博物館に並ぶかもしれません。 

 

佐藤俊一  「どこの・ど・どいつ」   返歌球 

☆「アベノマスク」は届いたけれど。 

【アベノマスクが届いたころにゃ（ころな!?）世の声「アベＮＯ！」マックスに】（Ｍax～） 

☆コロナコロナで半年過ぎて・・・  

【コロナコロナで半年過ぎて いまじゃ私もコロコロな】 

【腹をさすってビックリ仰天 「太てえヤツだ」といわれそう】          

【家でごろごろ ゴロついてたら 「太てえヤツだ」と 女房言い】 

【家でごろごろ 太てぇヤツめに なって「アラーっ!?」と 発令中】 

☆全米の黒人差別反対デモ 

【国境に 築くと言ってた トランプの壁 ホワイトハウスを囲むンかい】 

 

芝崎満夫 笑いの笑解(紹介)  19．サラリーマン時代の思い出（３） ：灯台下暗し 

 
  同僚と二人で一泊出張に行き、夕食を「やきとり」にしようとホテルを出る。いっこうに「焼
鳥屋」見つからず、変な街だなと思いつつ、一回りしてホテルに戻ると、なんとホテルの隣りが「焼鳥屋さん」
だった！！反対側から「焼鳥屋」の店探しに行けば、良かったが、後の祭り。      
笑いのポイント（笑点） 
や：や（ヤ）っと最後に見つけた 
き：（キ）リンビールで乾杯 
と：灯（ト）台下暗しを実感しつつ 
り：（リ）クエストどおりになって、とても気持ちよく乾杯できた 
     暑い時で探したことで、喉が渇く、結果的ではあるが、焼鳥とビールの味は格別だった。 
     すぐ見つかっていれば、なにも記憶にも残らなかったかもしれない。 
偶然的な出来事は  （1）いつ何が起こるかわからない 

           （2）イレギュラーのケースになりがちだから、面白し、記憶にも残るだとつくづく
思う。以後、一人でホテルに宿泊する時で初めてのホテルでは食べたいもの探し際にはとりあえずホテルの両
隣を確認後、店探しの習慣が付いた。でも、その後、同様なことは起こりえなかった。思わず、 
ビールで苦笑い！！ 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1590502826/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9iYWl0b2h5b3ViYW4uY29tLyVFOSVCMyVBNSVFOCVCMiVCNCVFNiU5NyU4RiVFMyU4MSVBRSVFMyU4MyU5MCVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyU4OCVFOCVBOSU5NSVFNSU4OCVBNCVFRiVCQyU4MSVFNiVBMCVCQyVFNSVBRSU4OSVFMyU4MSVCRSVFMyU4MSU4QiVFMyU4MSVBQSVFMyU4MSU4NCVFMyU4MSU4MiVFMyU4MiU4QSVFRiVCQyU4MS8-/RS=%5eADBq0voadBaBidb3.Xc0aShEqjDouo-;_ylt=A2RCA9sp1MteL2oAyyYdOfx7
https://imagenavi.jp/search/detail.asp?id=31300342
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1590500993/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZW4yMDE5MTExMS9zdGF0dXMvMTE5NzMwODE5NDQyNDQwNjAxNg--/RS=%5eADBSTm4SLlbejI.s3IYNd_vxYNwtyc-;_ylt=A2RimFABzctevysAhxMdOfx7
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門口泰宣         阿呆リズム＆パロディ 

１）時は過ぐ 全力尽くした 証なく       （６月１１日 朝日川柳入選） 

２）議事録がLOCKされている専門家委員会 

３）大臣のイージーな一言で配備停止 

４) ゴルフにGOTOしたい  安倍総理 

５）トンネルを抜けると電通だった 

６）前法相夫妻とかけて 動物園と解く      

その心は ヒョウをかう   

７）レインボウ 恥ずかしそうに 点灯し 

８）休業補償をひねり出してほしい 舞台人 

９）速球が球速より冴える音       無観衆のプロ野球 

10）手術で稼げなくて出血の病院 

平井幸雄          

なかなか計算どおりにいかない世の中になりましたが、いかがお過ごしですか？新しい生活様式 に移行した

いが、なかなか難しい。発想の転換、習慣を変える、頭の切替え、行動を変える比町が ある。手はじめに数

学問題に挑戦してみた。頭を柔軟にしてやりましょう。 

 

 

海郷達人  分かりやすい交通標語 

 

街を歩いていて時折おもしろいものを発見する。 

先日市川市内で発見した無謀な横断を戒める標語は、次のとおり。 

分かりやすいことこの上ありません。 

 

 

答： 

 饅頭、たまごかけごはん、PM 

   

白、銭湯、フォークリフト 

 

フルート、バイオリン、たすきがけ 
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小宮三千夫    あいだみつを｢にんげんだもの｣より-1１ 

バクハしたっていいじゃないか 

兄がいいっていったもの 

朝まで飲んだっていいじゃないか 

フォロワー100万人だもの 

反省しなくたっていいじゃないか 

フォロワー100万人だもの 

 

小池再選だっていいじゃないか     マスクが似合いすぎるんだもの 

夫婦で逮捕されたっていいじゃないか     1億5000万円だもの 

マイナンバーなくたっていいじゃないか    住基カードがあるんだもの 

圧力かけたっていいじゃないか        天下の電通だもの 

 

阿部博        川柳 

 

1 富士のお山もコロナにゃ勝てぬ せめて登らにゃ富士塚に  

2 富岳あり富士の悲しさ晴らしたり 

 3 ワンチーム円陣車座離れろや 

 4 女帝知事立てばカイロの疑惑あり 

 5 コロナ禍やベースボールの人遠し  

夏草やベースボールの人遠し 子規   

 6 嘘もれしアベノマスクの小ささよ           7 つらき世のマスクの有無が分けし色 

 8 認めますマスク着用顔写真              9 エレベーター四隅に別れ縮こまる  

10 カップルの姿見かけぬ映画館  

 

片岡隆  古々米のどんぶり飯（古くて臭いし、かさが張りすぎとの苦情多し） 

1. マージャンの新ルール（東京都麻雀業協同組合のビラ） 

あまり大きな金額を賭けるのは止めましょう。テンピンは捕まったから、テンゴ位で。 

飛沫感染防止のため、破裂音、特にパ行とバ行は使用禁止。例えば、「パーピン、 

ポン」なぞ最悪。「ファー、フィン、フォン」と言い換えましょう。「カン」もだめ。 

チイとかロンはＯＫ。「バッキャロー」は、「アホウ」に、「テェメー、ブッコロスぞ」 

は、「あなた、うちあやめるわよ」にね。 

2. ポストコロナは蝦夷前（エゾマエ）で（鈴木直道北海道知事のフェイクニュース） 

道知事：江戸前に対抗して蝦夷前を売りにして観光を振興したい。 

肉好き：エゾ松で燻製したエゾシカの肉なんぞでどう？ 

魚好き：やっぱ魚でないとね。サーモンの天ぷらなんてどうかな。 

 

江戸小噺笑い広げ鯛   折り句 「さいかい」  少々披露いたします 

  ○ さし向かい 今はいけない 会食会 ・・・・・・・・・・とく仁 
  ○ 再検査 胃カメラ飲んで 胃の用心 ・・・・・・ ・・・そよ風     
  ○ さけよりも いかの塩から いも焼酎 ・・・・・・・・・古ねこ 
  ○ 催眠術 かかったふりする いかさまだ ・・・・・・・・古ねこ 
  ○ さわやかに いつもの時間 快食 快眠 快便 ・・・・・あんこ 
  ○ 再出発 カバン抱えて 韋駄天だ ・・・・・・・・・・・笑英 
  ○ 最果ての かの国目指して いざ行かん ・・・・・・・・ずんだ 
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柴本和夫       言葉の研究   コロナ関連 

①密と蜜もいろいろ 

・文春砲の「断密」とは・・秘密を断つ～芸能人の秘密を撃沈。 

・北朝鮮の「断蜜」とは・・蜜月を断つ～韓国との親密関係を爆破     

・都知事の「NO密」とは・・濃密はダメ～「NO密」です 

②小池都知事発言もいろいろ 

  ・カタカナ語の乱発 ～ 楽しく英語が勉強できる！高齢者の人気急上昇中 

  ・夜の街が危ない発言 ～ コロナウイルスは「夜行性」だとの思い込みが原因 

  ・ステイホームは、法務大臣へのエール ～ステイ法務の精神。勝手に辞めるな 

③プロ野球の開幕のコロナ対策 

・マスク着用の徹底～捕手以外の選手にもマスク着用を徹底。 

・ステイ・ホーム（当面は自宅観戦）～無観客試合 

・バック・ホーム（自粛終息後は自宅直帰）～夜の街の徘徊自粛 

④Withコロナは、With妻のココロ（インドネシアの大臣発言） 

    最初は制御しよう試みる。しかしそれが無理と分かる。そして共に生きることを学ぶ 

⑤街を闊歩するマスク美人～誉め言葉／ＮＧ言葉 

・誉め言葉は～マスク姿はとても魅力的です～とってもいいです 

・ＮＧ言葉は～マスクを外してはいけません～とってもいいです 

野本浩一 お写落日記 【出しました10万円の申請書 早く来てよと毎晩祈る】 

6月5日に投函しました。すぐに入金があるとは思えないけど、忘れられることは絶対ないよ

ね、ない筈だよねと気を揉んでます。 

よみうり生活応援隊から何に使いますか、とアンケートがきたので熟慮の末「生活費として活用

します」と返事をした。6月21日の朝刊では「生活費」最多の見出し。「医療関係に寄付」と書

いたら、名前が掲載されたかも知れない。嘘がつけない性分･･･だからなぁ。 

投函から3週間。まだ届きません。本当に来るのだろうか？ 
遠慮せず戴きますよ10万円 生活補填ですぐに消えます 

年金の身にも嬉しい給付金 拝みもします大事にします 

本当にお札見るまで分からない 通帳記載お札拝めず 

申請後三週間が過ぎるけど 影も形も無い給付金 

 

曽田英夫              狂歌NEW門   
● 肩の力を 抜いて気楽に 

プロ野球 ようやく開幕 盛り上がる 肩の力を 抜いて気楽に 

甲子園 選抜やると 一試合     肩の力を 抜いて気楽に  

● これは何でか わき出る疑問 

１０兆も 支出自由の 予備費積む       これは何でか わき出る疑問  

どさくさに 税を取り込み 強盗（ＧＯＴＯ）も これは何でか わき出る疑問  

政治家は 拉致被害者に 何してる       これは何でか わき出る疑問 

誰の金 撒いた大金 夫婦して         これは何でか わき出る疑問 

● 勇気をもって 決断をする 

検診日 県境越えて 東京へ     勇気をもって 決断をする     

久々に 電車に乗って 出かけるが  勇気をもって 決断をする        

昼飯に ラーメン屋入り カウンター 勇気をもって 決断をする  

今月も 例会やるが リモートで   勇気をもって 決断をする    
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★カンパ（会場代、印刷代対応）お願いします。笑う顔には福が来る・・・ですよ。 

★2020年6月24日ZOOM例会作品投稿参加者   15名 太字は初参加です。 

野本浩一、平井幸雄、小宮三千夫、香野好勇、柴本和夫、阿部博、佐藤重剛、片岡隆、高野まゆみ、 

小島裕子（こじままじこ）、門口泰宣、尾垣聡子（吉永こ百合）、芝崎満夫、曽田英夫、大鳥羽裕太郎 

＊高野まゆみさんは、江戸こ噺広め鯛の「そよ風」さんです。嬉しい初参加となりました。 

＊ＺＯＯＭ例会も３回目となりまして、みなさんの顔出し増えて来ました。 

＊遠隔地の方々との交流が出来る場でもあります。便利な世の中になりましたね。 
                                                                                                         

                          

次回以降の予定 
8月26日（水） 千代田スポーツセンター 7階第2集会室 14：30～17：00 
8月こそは昼から合流して・・・夕方はビールくらい飲めるのでは、と思っています。 
9月23日（水）、10月28日（水）、11月25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 

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2020年6月16日～2020年7月14日 

切手： 高畠静子、青野正宏 

カンパ：高畠静子、浜田頓坊 

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 

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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