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今月の一笑
古稀スペシャル

伝笑鳩

楽しみは古稀目前で買うスマホ

＊コロナにもめげす飛んでる伝笑鳩 目指せ 400 奮闘中＊

七十代の旅の友かも
ガラケーにさよなら言って買うスマホ
古稀からの旅頼もしき友

9 月例会当日は変集鳥の古稀誕生
東京・野本浩一
日でした。そして、その２日後が大
鳥羽裕太郎さんの古稀誕生日。
高木正明さんが古希（＝古稀）祝いどどいつを送ってくれました。
★古希の仲間へ変集鳥も ジヨークサロンで古希祝い
★古来希だと言われた古希も 今や溢れる古希人口
★ジヨークサロンも 還暦・古希や 喜寿や八十路で高齢化

愛知気晴亭・加藤勝彦 伝笑鳩 384 号ありがとうございます。又、又、恐縮です。
TV“承久の乱”でアナウンサーが”ダジャレ“ ”佳作“に思わず、重い歴史なのにニヤリ。先日は”狭桶
廻“やってましたが、狭い鳴海・知立の水の豊富な宿場町で地元の人が鳴海絞を作り、考案者の像もあり今川
義元の首を洗った井戸もあり、旅人の為の水の桶がよく落ちてクルクル廻って桶狭廻・・・

愛知気晴亭・加藤勝彦

伝笑鳩 383，384 余部ご恵送誠にありがとうございます。

心よりお礼申し上げます。早速、すべて送らせて頂きました。
007 最終見て来ました。 主演のダニエル・グレイブを目指す仲間が二人いて、二人とも
カーレースやってます。その内の一人の夫婦がみえ、フェラーリ、ポルシェのレーシングカー、
鈴鹿にフォーミュラーカー預け世界中回っています。奥様が「主人は車、車・・・で本当!!私は火
の車です！」思わず「奥さん！座ブトン一枚！」
（伝笑鳩を飛ばして頂きましてありがとうございます。カンパもありがとうございます）

三浦邦夫

いつも伝笑鳩の編集やジョークサロンの開催など御苦労様でございます。

年会費として 84 円切手 15 枚とカンパとして 35 枚計 50 枚お送り申し上げます。
来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
（切手ありがとうございます。実は切手のストックが無くなりつつありまして・・・助かります）

門口泰宣

「ジ ョークサ ロン」のメンバー として参加 してきましたが、

今年 米寿 を迎 えたのを契機 に、作品作りから卒業し、今後 「伝笑鳩」読者会員 としてお付き合いさせ
て頂くことになりました。郵便切手 15 枚を同封しますので、宜しくお願い申し上げます。
（歌やパロディ 痛快風刺 ジョーク指南の 門口翁 ｂｙ 高木正明）
（2000 年から 7 年間、変集鳥としても奮闘して頂きました。ありがとうございました）

長野・松原伸伍

酷暑の候は変わり、朝晩秋の風勢一杯の今日此頃となりました。

皆様如何おすごしですか。今回も伝笑鳩をおおくり下さり心より御礼申上げます。
私の日記風のほんわか短歌もおほめ頂き又沢山御掲載頂き一杯元気を頂きました。
過日御用命の“読売中高生新聞”のアンケートも出しておきました。担当の方より丁寧なごあいさつをいた
だきました。本日短歌をおおくりしますので何卒御査収下さい。
コロナ禍と寒くなっていく中、スタッフの皆様の御健壮を心より祈念してごあいさつと致します。

東京・樋口七郎

映画「サンセット大通り」は 7 年くらい前に一度観ておりましたがあまり印象に

残っておりませんでしたが、今回再度観て、こんなに素晴しい映画だったのかと、改めて評価いたしました。
映画は一度だけでなく、二度三度観て、その良さがわかるものだと再認識いたしました。

秋深く 月を見上げて 日本酒を 大いに笑おう ジョークサロンで
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【快鳥 曽田英夫】

しば選 ものは付け

第 249 回

「もうやめたい」と思うものは
（菅総理～本当にやめちゃいました）
秀逸
金笑
銀笑
銅笑

ジョークサロンの ZOOM 例会 （二次会付き、リアル例会を早く実現したい）
｢ア～アッ｣のため息と｢ドッコイショ｣の一声 （高齢者の声は二重奏です）
カミさんとの濃厚接触。ワクチン接種は済んだけど （濃厚コーヒーで自粛）
若い時と今の自分を比較。ガッカリしたり、懐かしんだり （オイルショックの悩み）

東京 阿部 博
埼玉 酒井 典子
埼玉 北沢 正嗣
長野 松原 伸伍

通常の小笑
夕食代わりのカッパえびせん （やめられない、とまらないもの。それはカッパえびせん） 熊本 松野 信夫
夜中の 4 回のトイレ。ビールの、ﾊﾞｶ飲みはやめよう （リコウ飲みの日本酒にシフト） 埼玉 佐藤 重剛
カメラを向けられて、ついしてしまう｢ピースサイン｣のポーズ （ぶりっこは、生涯現役） 埼玉 酒井 典子
ケチな利息の一方で、高い手数料を取る銀行預金
（銀行預金よりタンス預金）
埼玉 高木 正明
抜いても、抜いても、生えてくる雑草との戦い
（無駄な抵抗とあきらめました）
神奈川 藤倉 由紀子
コロナ陽性者数のチェック
（急減の理由が不明。チェックがやめられません）
東京 野本 浩一
特集～今後の高齢者の人生指南
貧乏神と腐れ縁との付き合いの断捨離

埼玉 高木 正明
東京 阿部 博
各種のボケ防止のトレーニング
（頭のトレーニングには、伝笑鳩方が効果あり）
静岡 野末 紳二
老後のための預金
（金さん銀さんも、老後の資金が心配と言ってましたね）
埼玉 北沢 正嗣
やめよう、超高齢者運転
（アクセルとブレーキを間違えるたら、すぐに免許返納） 埼玉 佐藤 重剛
老化の心配と家事の手間 （これからは好きな事だけをして残りの人生を送りたい） 神奈川 藤倉 由紀子
（こんな付き合いは即時停止）
（名前はグッチ・雄三）

なにかにつけて、もうやめたいと言ってしまう私の愚痴

重なってコメンね
酒関連の決意
禁酒（稲葉浅治）
断酒（野本浩一）
二日酔い （志賀明）
義理の年賀状 顔も覚えてない年賀状 （酒井典子） 誰だっけと思い出せない年賀状（三浦邦夫）
無駄使い 化粧品 （吉永こ百合） 毛はえ薬（松原伸伍） 認知症サプリ（北沢政嗣）
パチンコと宝くじ（岡部千代松） 自民党の党費納入（稲葉浅治） バーゲン品の購入（吉永こ百合）

今月出題のお題は、年末の豪華｢二本立て｣です。宜しくお願いします
第 250 回の題 「もしかしたらだけど、○○じゃないの」と思うものは （どぶろっく）
＊次回分

通常の日付での締切日で、 11 月 5 日とします。

第 251 回の題（繰上出題） ｢自分で自分を褒めたい｣と思うものは （有森裕子）
＊次々回分

繰上出題の締切日は、11 月 25 日とします
（12 月 15 日が例会につき 変集作業が繰り上がります）
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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長野・松原伸伍

ほんわか短歌

わずかづつ 幸せ言葉 増やしたら 楽しうれしの 幸せの日々
老令（とし）とると 身心（からだ）の調和 保つのに 若い時より ５倍の時間
動かぬと 自律神経 しのびこむ ひまさえあれば 筋肉増やす
手や足が 不自由の身で パラ競う わずかな不足 文句は言えぬ
この頃は 腹八分目 減量し 又食べ始め 元のもくあみ
動かぬと 自律神経 乱れがち ひまさえあれば 身体うごかす
時忘れ 数独パズル やってると よくねむれたり 便通もよし
久々に 銭湯（おゆ）に入りて 気持ちよし やなこと忘れ 幸せムード
誤飲して せきこむことが 多いので 黙って食し 目を閉じて飲む

東京・樋口七郎

世の中には似た言葉がいっぱいあります

コマイ／コマエ
スクープ／スクール
パター／バター シャリ／ジャリ
トンキ／ドンキ
カープ／カーブ
タブー／タブ
ドリフ／トリフ
ドリフ（ターズ）のメンバーが生れて初めてトリフを食べて大感激した。

鎌倉極楽寺・浜田頓坊

甘辛都々逸ほのぼのランド

149

伝笑鳩、次回から 都々逸の歴史や、約束事、昔の作家、などなど少しずつでも加えていきたいと思ってお
ります。それなりに面白くしていきたいと考えていますので、ご指導下さい。
《「金」（Au）「銀」（Ag）は何千年も昔から》
◇ オリ・パラの 金・銀メダルに 話題の花が 咲いて終った 一カ月
◇ その昔 金を採るには 水銀（Hg）つかい アマルガム法 多かった
◇ 水銀は 金や銀など 貴金属を 溶し込むんだ あら不思議
◇ アマルガム それを熱して 水銀とばし 金・銀残ると いう不思議
◇ 「世界史は 化学で出来てる」 なるほどそうか 青酸カリとか 原子炉も
《横綱のヒジのサポーターや張手に批判の声》
◇ 白鵬の 右腕サポーター 「ありあ武器だ」 やっと先輩 からの声（「文藝春秋」対談）
◇ 武蔵川親方 小錦ホンネでやっと 批判始めた さあてさて
◇ 文春対談 照の富士には 「白鵬になるな」 キツイ発言 アドバイス
◇ コロナ禍で かつて「コロリ」と恐れ 記憶されてる コレラ菌
◇ そのコレラ 菌を発見 ロベルト・コッホ（独） 祈念碑いまでは 稲村ヶ崎
◇ コロナ禍で 最近訪問 する人増えた 富士や江の島 見える場所
◇ 哲学の 西田幾多郎 記念碑近く 夕陽に映えるよ 伊豆・箱根

東京・稲葉浅治

川柳

「プロ」

大空に五輪のマークプロの技

我ながら風呂場のソロはプロはだし
何故うまいプロの注ぎ手の生ビール

杉浦康司

滑稽新聞だより

プロ並みの宴会部長安来節
突然の代役こなすプロの芸

良い誕生日を迎えられました

毎年迎える誕生日だが、今年はかなり嬉しかった。妻が日本食の美味しい店 に
連れて行ってくれて、たっぷり時間をかけて食事を楽しんだ。「よく元気でこの日
を迎えられたねー」夫婦共に感じる思いだった。
育ち盛りは「でんぷん」をほしがり、思春期は「せっぷん」に憧れ、それらに飽
きると「きんぷん」に心おどらせる。
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野本浩一 お写落日記 【一年半どこも行かずに貯めた金 スマホを買えばすぐに消えゆく】
購入当日と翌日、翌々日はスマホのアップデートやガラケーのデータコピー、そしてスマホへの
移管に追われる。ネット情報検索でそれなりにコピーできたけれど、ガラケー内のマイクロ SD を
抜いてスマホに入れてからの作業（ビックに頼むと数千円かかる）は、スマホに習熟した奥方の力
が無ければ果せ無かったかも知れない。
さあ、スマホをしっかり使えるスマートシニアを目指して古稀からの旅を楽しもう。

あちこちやドコモかしこも訪ねては 決めかねているスマホ買いかな
久しぶり電車に乗れば車中では スマホ眺める乗客ばかり
酒飲まずゴルフもせずに貯めた金 スマホに消えて無くなりにけり
立ち上げたスマホをうまく使えない 妻は見かねて実演指導
ガラケーにさらばと告げて逢うスマホ 「のもとのともの」旅の道連れ
曽田英夫
狂歌 NEW 門
● こんな程度で 話にならぬ
トンネルの 先は見えてる 菅が言う こんな程度で 話にならぬ
何故緩和 急ぎ決めても いつのこと こんな程度で 話にならぬ
ワクチンが 進んでいるが まだ 5 割 こんな程度で 話にならぬ
● 声張り上げて 一人ではしゃぐ
宇良関が 送りつり出し 客わかす 声を張り上げ 一人ではしゃぐ
大谷さん 二桁勝利 頑張れと 声を張り上げ 一人ではしゃぐ
三冠王 藤井二冠が 野球なら 声を張り上げ 一人ではしゃぐ
● 願いを込めて 短冊に書く
コロナ禍が 早く収束 するように 願いを込めて 短冊に書く
長生きし 百歳までも 生きていく 願いを込めて 短冊に書く
大谷さん ホームラン王 とれるよう 願いを込めて 短冊に書く
この国の 政治がうまく 行くように 願いを込めて 短冊に書く
高木正明

コミックどどいつ瓦版 No.366

《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

菅の辞任の 電光ニュース 少し明かりが 見え始め
菅の背中へ 責任放棄 罵声浴びせる 会見場
コロナ対策 専念すると 手抜き曝した 逃げ口上
自宅療養 名付けて見捨て 自助で治せと 冷めた菅
医療崩壊 させときながら 命を守ると 言う詭弁
党の為には きっぱり引いて 民の為には 蹴散らかす
説明嫌いで 国会嫌い 民意無視した 逃げの菅
叩き上げから 叩かれ役に そのまま辞任へ 切られ役
見ざる聞かざる 言わざる総理 すっかり剥がれた 化けの皮
こんな顔では 選挙に勝てぬ やっと気付いて 見る鏡
無理矢理急いで 造った施設 五輪終われば 負の遺産
ＳＤＧｓに 逆行五輪 設備・食品 廃棄処理
名付けっぱなしの デジタル庁も 事が起きそう 置き土産
医師やワクチン 不足のまんま 密な接種を やったドジ
ワクチン証明 無ければアウト そんな差別を 思案中
コロナ禍中も 門口リズム 伝笑鳩から 感謝笑
（右→）
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芝崎満夫

笑いの笑解(紹介)

34．親戚篇 ： たった一人の甥の話

（1）彼が大学を無事卒業、就職先も決まって妹夫妻はとても喜んだ。彼の父はお祝いの言葉として、「石の上
にも 3 年」と、3 年間は会社辞めずに頑張ってほしいと伝えた。私はうまい言葉をかけたなあと感心した。
（2）3 年後、彼は「3 年間一生懸命働いた」と言って、その会社を辞めた。妹夫妻はびっくりしたが、二人は
「3 年間は会社辞めずに」と言ったことは覚えていたので、何も言えなかったとか。
（3）それから 10 年以上経て、妹に「彼は次の会社で頑張っているの？」と聞いてみたら、妹は笑いながら、
「もう 5 社も転職した」と。約 3 年に一度のペースで転職、私も思わず、つられて笑ってしまった。

笑いのポイント（笑点）
石: 意志（いし）の強さを得て、父に言われた３年間
の：（の）ほほんとせず、
う：（う）わついた気持ちでなく、
え：（え）んえんと、仕事に取り組む
に：（に）げもせず、仕事に立ち向かう
も：（も）う十分に仕事のノウハウを把握したのか
3 年：3 年（さんねん）の約束を守って、退社、その後約 3 年程度で転職、彼には 3 年が一つの区切りかも。
甥は父親の言葉に従って（真意は？）「有言実行」の意志を貫いた。仕事はプログラマーでノ
ウハウを得たことで会社を辞めても、次の会社（ソフト関連：基本は同じ）に務めることができた。
さらに何故か 3 年を守る意思も教訓として得たようだった。彼には自分で考えた方向にこれから
も自分の強い意志を持って貫徹してほしいと願っている。

彌永孝一
養蜂日記・・・2021 年 9 月 ◎夜は涼しくなりました。
8 月末に、2 号器巣箱を開けて視ました。
綺麗に巣が出来ていると、1 瞬喜びましたが、取り出してみると、中は
ヘチマの様にガラガラ。
（写真 左）二晩掛けて絞り上げても、わずか
３４０ｇでした。6 月に分蜂が始まってシメシメと思っていましたが、
いつの間にか、姿が見えな くなっていました。
◎第 1 号器の天井蓋を開けて視ると、蜂がブンブン、ワンワン唸ってい
ます。
（写真 右）
きっと、蜜が貯まっていると思います。
（１～６段）
もう少し、涼しくなって、作業に掛かりましょう。
佐藤重剛 シュガー

串 本 節 （和歌山県）

純子 サン は

仲を取り持つ

コ

コ

あれは よい娘 良い娘 ヨイショ
こちらは串本家、向いは大島家 両家は犬猿の仲だった。
ハ タ チ

しかし、二十歳になった純子チャンが、両家の仲を取り持った とさ

〽 ここは串本 向かいは大島
中をとりもつ 巡航船（純子さん？）
アラ ヨイショ ヨーイショ ヨイショ
（ハア オチャヤレ オチャヤレ）
〽 潮の岬に 燈台あれど
恋の暗路は 照らしゃせぬ
〽 岬 岬は 七浦岬
潮の岬は 荒波じゃ
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〽 ここは串本 向かいは大島
橋をかけましょ 船橋を

〽 一つ二つと 橋杭立てて
心とどけよ 串本へ
〽 障子明ければ 大島ひと目
何故に佐吉は 山のかげ

桑原妙子

妙子のワンダフルワールド

髪カット（みかんママ・かりんちゃん）

香野好勇・こうの好太

好太川柳

食欲の秋（ばあばあ・じいじい）

フォト川柳 「コロナ禍に負けず地球はノワの船」

柳腰魅せられチーク抓られる
コロナ禍のクラブでオダの場所音痴
八十路坂余力を付けて百狙い
マイナンバーDX の救世主
菅総理オリパラ、コロナ花道に
ヨシ、ジョーと呼び合う会議今やなく
流れ星母の涙か一滴
コロナ禍を越えて五輪も伝説に
平井幸雄

カ タ カ ナ 語 ⑤ 【 タ 行 】 の 部 今回も「カタカナ語」です。
難しい漢字にルビをふる。ルビは英語の ruby ルビー に由来する。漢字に対 し小さな文字で振り仮名（ふり
がな・フリガナ）をふる。 「ルビ」は、日本の活版印刷用語である。通常、5 号活字（10.5 ポイント相当・
明治時代の新 聞活字）にルビを振る際、7 号活字（5.25 ポイント相当）を用いた。イギリスから輸入された
5.5 ポイント活字の呼び名が ruby（ルビー）であったことから、この活字を「ルビ活字」とよ び、それによ
ってつけられた（振られた）文字を「ルビ」とよぶようになった。
19 世紀後半（日本の明治期）のイギリスでは活字の大きさごとに宝石の名前が割り振られていた。 4.5P（ポ
イント）＝ダイヤモンド、5P＝パール、5.5P＝ルビー、6.5P＝エメラルド
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青野正宏

総裁選に祈る

ああ あの顔で あの声で
出番頼むと あの人が
飽きくる程に 振ったネタ
テレビ画面に また浮かぶ
ああ とうとうに 総裁選 さらば 菅氏よ ひかえあれ
はるかに不利な きゅうじょう(窮状)に
自滅ちか(近)づき 引く決意
ああ 寄りづいた あいつらに
飲ませ食わせた 日もあるが
ささえたかれら これまでと
つぎ(次)の総理へ 走り去る
ああ あの者も この者も にわか忠義の 意図にじむ
彼らに届け 大臣に あげるポストの 数すこし
備考
ああ
ああ
ああ
ああ

暁に祈る
あの顔で あの声で 手柄頼むと 妻や子が
堂々の 輸送船 さらば祖国よ 栄えあれ
傷ついた この馬と 飲まず食わずの 日も三日
あの山も この川も 赤い忠義の 血がにじむ

ちぎれる程に 振った旗 遠い雲間に また浮かぶ
遥かに拝む 宮城(きゅうじょう)の 空に誓った この決意
捧げた生命 これまでと 月の光で 走り書き
故国(くに)まで届け 暁に あげる興亜(こうあ)の この凱歌

2 GOTO(強盗)をあのときやっていなければ
なにはともあれ普通のくらし
3 大人しく巣ごもり続け用心し
ストレス増えて体調悪化

大鳥羽裕太郎

＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)
「アンデスメロンは南米産ちゃうで」

(幸)エー、アンデスメロンは南米産ちゃうんか。
(裕)ワテも最近知ってんけど、ちゃうねん。どこの国の産や思いはる？
(幸)ほなヨーロッパのスペインあたりかいな？
(裕)ブブー！なんと国産やねんて。＜サカタのタネ＞が開発しはってんて。
開発当初は「安心ですメロン」言うてんけどネーミングが覚えづらく、
またメロンの中心にある＜芯＞の部分を除いて食べられるという意味で
「しん」を取り除き「アンデス」になってんて。
(幸)そうだすか。

こじままじこ（小島裕子）

クルックル回文

まだ暑さは残るものの自然や食べ物を通して秋の気配が感じられます。
今回のお題は「鹿」。2 年程前の作品に続き、第二弾です。
しかかくかかし （シカ描く案山子）
しかうたうかし （シカ、歌う歌詞）
しかあねたのむのたねあかし （シカ姉、頼むの、種明かし）
しかふよふよよふよふかし （シカ、ふよふよ酔ふ、夜更かし）
しかちがひくひがちかし （シカ、血が引く日が近し）
しかむくのおとがとおのくむかし （シカ向くの、音が遠のく昔）
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阿部博

時事川柳

1 聖火消え命運尽きた四総理
池田勇人（64 年、東京五輪）、佐藤栄作（72 年、札幌五輪）
橋本龍太郎（98 年、長野五輪）、菅義偉（2021 年、東京五輪）
2 名月や総理の椅子の遠く見え
3 無印の良品たまに不良品
4 白い声どんな声かと黄色い声
【白声（しらごえ、しらこえ）】１ 平曲で、節をつけずに朗読するように語 ること。
２ 能で、乱拍子 (らんびょうし) の小鼓や懺法 (せんぼう) の太 鼓を打つときに発する
掛け声。３ 日本芸能の発声法の 一。一種のしわがれ 声で、祭文・浪花節・浄瑠璃など
の語り物で用いられる。４ りきんで出す かんだかい声。

5 コロナ禍の初孫抱きて妻笑う
7 無縁塚咲くだけ咲けよ曼珠沙華
9 ジョークサロン敬老の日と関わらず

小宮三千夫

6 子をあやす息子見つめし婆々の笑み
8 クラス会ズーム開催賛否あり
10 お前もかせめて匂いの秋刀魚かな

あいだみつを｢にんげんだもの｣より--番外 2

何かを始めるのに遅すぎると言うことはない（格言） みちお
「何かを始めるのに遅すぎるということはない」ということを自ら体験して見
せた人がいることを CNN が教えてくれた。たとえば・・・

103 歳で結婚式をあげた人
（ＣＮＮ） 英イングランドで、103 歳の男性と 91 歳の女性が結婚式を挙げた。世界最高齢の新婚夫婦として
ギネス・ワールド・レコーズに記録認定を申請している。
新郎はイングランド・イーストボーンに住むジョージ・カービーさん（103）、新婦はドリーン・ラッキーさん
（91）。27 年前から付き合い始め、25 年間の同居を経て、挙式した。
これまで結婚にはこだわっていなかった 2 人だが、今年のバレンタインデー
にカービーさんが意を決して結婚を申し込み、ラッキーさんもプロポーズを
受け入れた。
英紙デイリー・メールの取材に応じたカービーさんは、
「そろそろ潮時だと思
った」「自分の年齢は全然感じない。ドリーンのおかげで若さが保てている」
と幸せそうな様子だった。２人合わせた年齢は１９４歳。ギネスに認定され
れば、これまでの記録を抜いて世界最高齢の新婚夫婦となる。（ちなみに子供はもういらないとのこと）
CNN od news 2015.06.16 Tue posted at 09:58 JST

三浦邦夫

「コロナ禍での自民党総裁選：一庶民の感想」

どうのこうの（河野）言っても
感染率は高いし（高市）
対策もまるきしだ（岸田）めなのだ（野田）
。
新総裁には、
河岸の高野からの視点を持って欲しいものだ。
-8-

片岡隆

音楽徘徊中の奇遇ではしゃぐ

まぁ、今回も笑わないで聞いてください。
頭注
1. ビージーズ：今では爺さんのポップスグループ。美爺ズ？代表曲は、1968
年マサチューセッツ、1978 年サタデー・ナイト・フィーバーその他多数。
2. セリーヌ・ディオン：カナダ人美人歌手。代表曲は、1997 年映画タイタニ
ックのテーマ曲、マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン、1998 年イモータリティ（ＩＭＯＲ
ＴＡＬＩＴＹ＝不滅。）「芋タルト」で「胃もたれて」ではない）その他多数。
本題：セリーヌ・ディオン様とビージーズ
10 年位前にセリーヌ様のＣＤでイモータリティを聴きこんでいた。今月、ユーチューブ徘徊
中、アンドレア・ボチェッリとセリーヌ様のお気に入りのデュエット曲 ＴＨＥ ＰＲＡＹＥＲ
のそばに、たまたま、イモータリティを見つけたので聞いてみた。
何とセリーヌ様とビージーズの共演であり、調べたら、ビージーズがセリーヌ様のために作曲
した曲とのことであった。すごい巡り合わせにビックリ！

柴本和夫

言葉の研究

★世相を詠む

① 菅首相の突然の辞任宣言関係
・緊急「事態」宣言～国民は慣れました。 緊急「辞退」宣言～国民は驚きました。
・菅首相の転居～「二階」の生活は嫌になりました。「一階」に転居します。
・コロナ対策に「専念」と宣言～途端に、感染者数が急減。これが「専念の効果」なんです
② 総裁選で話題の面々の紹介～誰が自力優勝できるのか？
・高市氏～（たかいちし）と読みます。 高知市は～（こうちし）と読みます
「アベ・ファースト」のレディーです。アベの「ファースト・レデイ」ではありません
・河野氏～河野は「異端（いたん）だ」～驚きの声は、河野が「居たんだ」
・野田氏～後出しジャンケンで、「野田」が最後な「のだ」。
・岸田氏～最初の出馬宣言で、スタートダッシュ。狙うは向う「きしだ」
③ 世相の話題～ダジャレで読む
・菅首相のデジタル庁構想は不人気～そのココロは、デジタルは及ばざるがごとし。
・「駆け落ち婚」報道に小室さんの言葉
～マコ（眞子）甘えてばかりでゴメンね（青山和子の受け売り）
・カードの使用はできません。現金だけです。～カードは厳禁（現金）です
・オリンピックは～おもてなし コロナ対策は～うつてなし
・小池百合子は～顔が「厚化粧」。菅総理は、～髪が「薄毛症｣
顔が厚化粧の女性と、髪が薄毛症の男性。 神田に久しぶりに集う姿はいつの日か
おおいに笑おう～ジョークサロンで

吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字

「秋の草

秋紡ぐ」

あきがきたよ
大きな
大根の写真が
届きました。
足からず～？
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ひとりごと

★2021 年 9 月 22 日

平井幸雄
ヒライ信

髙島雅夫
オブザーバー

柴本和夫（金鳥）
言葉の研究

ZOOM 例会参加者・笑品名一覧 18 名

野本浩一（変集鳥）
お写落日記

芝崎満夫
笑いの詳解

青野正宏
暁に祈る

小宮三千夫

佐藤重剛

曽田英夫（快鳥）

「あいだみつを」

日本の民謡

狂歌NEW 門

阿部博

杉浦康司（愛知）

時事川柳

滑稽新聞から

小島裕子（こじままじこ）
回文

片岡隆
音楽談義

大鳥羽裕太郎
幸 裕 (=交友) 録

彌永孝一（香川）
養蜂写真日記

今月の伝笑鳩は楽しんで貰えたでしょうか。
笑っていただけましたでしょうか。
皆様からのお便り、投稿も待っています。
どうぞ宜しくお願いします。

尾垣聡子（吉永こ百合）
はめ字・ひとりごと

三浦邦夫
コロナ関連朗報

門口泰宣
米寿報告

次回以降の予定
千代田スポーツセンターでの開催を予定しますが・・・ZOOM もあるかも
11 月 24 日（水） 14：00～
千代田スポーツセンター 7F 第 2 集会室
（又は ZOOM）
12 月 15 日（水） 14：00～
千代田スポーツセンター予定
（又は ZOOM）
2022 年新年会 企画中 1 月 8 日（土）予定、 月例会は 1 月 26 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 9 月 13 日～10 月 17 日

切手（郵送分）：門口泰宣、三浦邦夫、村上有三
カンパ：浜田頓坊、加藤勝彦、三浦邦夫、
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。

伝笑鳩 No.385 発行 2021.10.27
変集協力：笑品快発同人＆投稿参加同人・読者

変集鳥・・・野本浩一

阿部博・大鳥羽裕太郎・尾垣聡子・海郷達人・片岡隆・香野好勇・小島裕子・小宮三千夫・榊原金市・佐藤俊一
佐藤重剛・佐藤忠恕・芝崎満夫・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・野本浩一・平井幸雄・森昤二・門口泰宣
稲葉浅治・浜田頓坊・樋口七郎・松原伸伍
マスコットカット：天野秀雄
カット：曽田英夫
ホームページ：河井康博、波木博信、野本浩一 ツイッター：野本浩一
発行：ジョークサロン

＊切手が不足するという不測の事態に直面しています。郵送用切手の送付ご協力下さい。待ってます。
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