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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
肥 料
あのときの あの苦しみも
あのときの あの悲しみも
まったく肥料に ならなかったなあ
なにがたりなかった のかなあ
みちお
神奈川・小宮三千夫

石井志津夫さんが亡くなりました。
７月のことでした。
ジョークサロン草創期からの同人で、サロン興隆そして交流にも大
変なお力添えを頂きました。多数の知人・友人の方々に伝笑鳩を配付
或いは手渡しして頂き、新たな読者の獲得にも尽力して頂きました。
ジョークサロン「中興の祖」とでもいうべき方でした。
ホームページで伝笑鳩のバックナンバーを読み返すと改めて石井さんの作品や石井
さんからの紹介で伝笑鳩の読者のなった方々からのお便りが多数あります。石井さんが
例会に参加していた頃の想い出が次々と蘇ってきてしまいます。
遅ればせではありますが、慎んでご冥福をお祈り致します。
本当にありがとうございました。
東京・髙島雅夫

いつもお世話になり有難うございます。伝笑鳩切手代をお送り致します。

当分の間、オブザーバーで参加させていただきたいと思いますので宜しくお願い致します。

東京・樋口七郎 いつもお世話になっております。似た言葉シリーズほめていただき光栄です。
ストックが 100 くらいありますので 1 年くらいは大丈夫です。今後ともよろしくお願い致します。
トラブル続きの東京オリンピック 2020 は、日本のアスリートの大活躍で無事終りました。
金メダルは過去最高の 27 個、銀は 14 個、銅は 17 個は立派でした。
メダルに届かなかったアスリートも日本中に勇気と感動をもたらしてくれました。
ありがとう。 アスリートバンザイ。日本バンザイ。君が代バンザイ。日の丸バンザイ。
伝笑鳩大バンザイ。

愛知・加藤勝彦

伝笑鳩 383 ありがとうございます。 大きく掲載して頂き恐縮です。

「落葉」と「ブルーポピー」の絵を見たくて、「堀文子」追悼展見に行きました。
「落ち葉」の解説文「死と向き合う 先を争って地に還ってゆく落葉の美しさはたとえようもな
い、傷一つない幸せだったｍの。患ったもの。虫に食われて 傷だらけのもの。どの葉にもへだ
てなくその生きた姿を神様は褒め称え、美しい装いを与えて飾ってくださるのだ」
（「ひとりで生きる」堀文子）
25 日に急逝した同年同月生まれ名前も同じ勝彦のいとこに捧げました。

東京・植竹団扇
ZOOM のチャレンジ凄いですネ。
◇吉田類の代役ならばすぐ出来る
◇烏龍茶ばかり飲んでる放浪記
愛知・杉浦康司

ZOOM によるジョークサロン、今回も楽しませて貰いました。

皆様、在宅中のエネルギーを作品に目一杯投入されている感じですね。日本語の面白さがよく分かります。

秋風が ススキを揺らす いい日来る ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥 曽田英夫】
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しば選 ものは付け

第 248 回

「ゴメンねゴメンね」と思うものは

秀逸
金笑
銀笑
銅笑

（U 字工事）

ホームランを打った大谷が、潰ぶしたボールに謝罪～ゴメンね、ゴメンね
熊 本 松野 信夫
ゴメンね、チコちゃん（三田明）ゴメンね、ジロー（奥村チヨ） （太郎は総裁選）
静 岡 野末 紳二
今更ですが、亡夫には愚妻で。子供にはバカ親で （今言える愛情の懺悔）
神奈川 藤倉 由紀子
約束の時間に遅刻。携帯の電池切れでした （格言：デンは、急げというけど）
埼 玉 佐藤 重剛

小笑
冷蔵庫の奥さんの好物を黙って食べてゴメン

（賞味期限切れなので許しますわよ） 長 野 松原 伸伍

五輪で平日の銀ブラ。パラリンで再来日（リモートでいいじゃん。バッハじゃなかろか）神奈川 大鳥羽裕太郎
家族にはぶつかっても無言なのに、ペットにはいつもゴメンねの連発（私にも言ってよ）埼 玉 酒井 典子
高知市の隣にあるのは、なんと御免（ゴメン）町 （のど薬は～ゴメンと言えば高知です）神奈川 浜田 頓坊、
最近の「みどりのたぬき」は美味しくなくて （原因は私じゃありません,：小池百合子） 千 葉 吉永こ百合
とうとうコロナにかかってしまった時の言葉

（リンダ困ちゃう。コロナに誘われて）

東 京 稲葉 浅治

（退任表明は、これは先手先手の対応です）

埼 玉 高木 正明

総理大臣の謝罪の言葉は、アイム・ソウリ （自己紹介の言葉は、アイアム・ソウリ）

東 京 三浦 邦夫

後手後手でゴメンね、のガースー

開催できない飲み会と、素通りせざるをえない飲み屋（イエノミーにして、エコノミー）東 京 野本 浩一
幸せにすると言ったのに、ず～と薄給でゴメン （俺の戒名はいらねから、許してね） 埼 玉 北沢 正嗣

100 回目のお見合い相手をお断りする時 （101 回目のプロポーズの期待です）

熊 本 松野 信夫

重なってゴメンね
私総理辞めます～ゴメンね （総理の、緊急「辞退」宣言の発令でした）（岡部千代松、吉永こ百合）
みずほ銀行のぱんく（PANK） （みずほ銀行は、PANK でなく BANK です） （野本浩一、高木正明）
第 249 回の題

「もうやめたい」と思うものは

（菅総理）

締切は、 10 月 5 日とします。 国民のみなさん、辞任してゴメンね（菅総理）。
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。

バイキング／ハイキング
ダイス／タイス
ヘンジン／ヘンシン
ドレメ／ドロメ
ゴマ／コマ
ボッチャ／ボッチャン ピロシキ／フロシキ
キシ／キジ
バイデン／ハイデン
バイデンが大統領になって、アメリカは自由と民主主義を取り戻しました。
バイデンはハイデン（拝殿）にまつりましょう。

長野・松原伸伍

ほんわか短歌

この頃は お笑番組 味気なし スポーツがらみ 手に汗握る
健康の こと考えてると よく迷う カロリー先か 免疫先か
老令（とし）なのか よごすのいつも かたづけぬ 机の上は いつも雑然
病んでみて 初めてわかる はげましの 友の一言 感動の涙
喫茶室 椅子がかたくて 痛くなる 座ぶとん持込み しばしまどろむ
年取ると 段々周りが いなくなる ひとりで楽しむ 趣味ふやしたい
幼き日 友と泳いだ 海や川 たのしうれしの 情景うかぶ
半坪の 押入れ部屋が 我がデスク 高校時代の なつかしき時
足悪し 資格とらねば 生きられぬ 青年時代の 激闘の日々
最近は 少しのへまも ずしりと響く 若き日には 耐え抜けたのに
年とると 頭が下がる とか言うが 我がプライドは 高止まりなり

鎌倉極楽寺・浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド 148
《立川談志の楽屋（出演まぎわ----その昔》
◇
◇
◇
◇
◇
◇

かつて談志の 細やか配慮 「よかちょろ」咄を 想い出す
演目「よかちょろ」 あのドラ息子 名詞（資産運用顧問）見てから 決めたらし
「黒門町筋 てえのはうるせ（からな）」 噺の中でも サービスだ
「ありゃこの俺 おちょくってんだ 噺の中でも サービスさ」
臨機応変 同じネタでも 時と場所
贔屓筋との 対話劇
そうなんだ 何と言っても 笑顔は薬 副作用なし 只だしな

《夏の甲子園 想い出の数々 ご同輩も》
◇
◇
◇
◇
◇

その昔 王さん早実 対する市商（高知商） 弟・育孝 応援団（長）
王さんとの声 ラジオで聞いた 優勝早実 一点差
明徳は 吉田幸雄氏 創立高校 戦中半年 教わった
初の優勝 決定戦前 ファックス送り 選手激励 したっけな
今年は 残念 智辯に負けた 監督・投手 疲れ気味

東京・稲葉浅治

川柳 「悪い」

要領が悪く定年平社員
悪い人つねられたいな独り者

杉浦康司

使い分けついてよい嘘悪い嘘
外面がよくて内面悪い人
コロナ禍で閉居していて悪さする

東京オリンピックを２回も見れるとは！

５７年前のオリンピックの記録が我が家に残っていた。アベベ（マラソン）、

遠藤幸雄（体操）、三宅義信（重量挙げ）等の金メダリストの名前は、今だに脳
に焼きついている。もう一人圧倒的に強かったのが「アニマル」と恐れられた渡
辺長武（レスリング）。氏の功績を称えるパーティーが‘80 年代末開かれ自分
も出席させて貰った。同じテーブルにあの浪越徳治郎さんが。超元気な先生にそ
の秘訣を尋ねた。ワッハッハ、ワッハッハ高笑いした後 「簡単です。出して出
して出しまくる。入れることだけ考えてる人はダメだね」 この答はその後、自
分の生き方の大事な「コツ」になった。食べ物もお金も知識も入れることより出すことが要諦。
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小宮三千夫
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狂歌 NEW 門

曽田英夫

● 思うだけでも 頭痛が起こる
対コロナ 政治の力 目に見えず
思うだけでも 頭痛が起こる
この時勢 いつになったら 収束に
思うだけでも 頭痛が起こる
デルタ株 強いと言っても 人出増え 思うだけでも 頭痛が起こる
● 思わぬことに 心がなごむ
スケボーで 十三歳が 金メダル
思わぬことに 心がなごむ
カエル好き 入江選手の 人気出て
思わぬことに 心がなごむ
ソフトでも 野球も取った 金メダル 思わぬことに 心がなごむ
同じ日に 阿部兄妹が 金を取る
思わぬことに 心がなごむ
● 乾杯をして みんなで祝う
大谷さん 投げホームラン 8 勝目
乾杯をして みんなで祝う
オリンピック 取ったメダルは 五十八
乾杯をして みんなで祝う
ボランティアが タクシー乗せて 金メダル 乾杯をして みんなで祝う
吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字

なつがきた

「鳳仙花

虫の声」

ひとりごと

ご近所さんから 「 ナッツ 」食べる❓
と、お声がけがあり、喜びました。
はい、どうぞと 渡されましたのは
「 茄子 」でした。。。。❔
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髙島雅夫

2021 年 8 月 15 日、戦後 76 年 ・・・1935 年（昭和 10）生まれの 85 歳です。
1945 年（昭和 20）8 月 15 日北京東城第二小学校校庭で天皇陛下の玉音放送がありました
が、電波状態が悪く良く聞き取れませんでした。家に帰ると母親が泣いているので何か重
大なことがあったと感じました。北京から引き上げるときに、無蓋貨車に詰め込まれた
時、中国人の子供たちが石を投げつけて来ても抵抗できず、戦争をしたら負けるものでは
ないと思いました。貨車で天津に移動中にロシア兵の検閲があり、彼等が奪った時計が両
腕にギッシリ巻かれている光景は今でも忘れません。

帰還船は米国の戦車揚陸艦（LST）で山口県仙崎港に到着したときやっと無事に祖国に帰れたなと強く感じま
した。・・・幸い信濃町の親戚は消失を免れたので寄留しました。食事は米はなく、トウモロコシのお粥とサ
ツマイモなどで常にひもじい思いの毎日でした。
四谷第六小学校 5 年 3 組に編入され、このクラスを東宝映画が「子供議会」という民主主義教育のモデル映画
を撮影し全国に配布しました。・・・自分たちで積極的に模造紙に壁新聞を描き、当時多発した水害の新聞デ
ータを分析するなど、自分たちが新しい日本の先頭に立つという意気込みに溢れていました。当時の同窓会は
80 歳まで続きました。

青野正宏

雨ニモマケズ・・・・

マスコミニモマケズ
ネットニモマケズ
チジカイニモイシカイニモマケヌ
丈夫ナシンゾウヲモチ
慾ヲモチ
決シテ言質ヲ与エズ
イツモシヅカニ棒読ミスル
アメリカデハハンバーグ食ベズニ
銀座デハステーキヲタベ
アラユルコトヲ
ジブンヲカンジョウニ入レ
ヨクソントクヲワカリ
ソシテウラミハワスレズ
永田町ノ官邸ト
赤坂ノ議員宿舎ニヰテ

東ニ病気ノ人アレバ
自宅デ療養セヨトイヒ
西ニツカレタ母アレバ
自助デヤレトツキハナシ
南ニコロナヲシンパイスル人アレバ
行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ
北ニケンポウソショウガアレバ
ツマラナイカラヤメロトイヒ
ワクチン不足ニハヒヤアセヲナガシ
カンセンゾウニハオロオロアルキ
ミンナニデクノボートヨバレ
ホメラレモセズ
クニハサレル
サウイフモノニ
ワタシハナッテイル

エ－、これはフィクションです。実在する人とは一切関係ありません
佐藤重剛 シュガー

カタカナ 短語 遊び

あいうえお編？ 〇カン

（感が悪いかなァ？ 他に名案が有ったら教えて！）
アカン（阿寒）

イカン（遺憾）

ウカン（浮かん）

エカン

オカン（悪寒）

カカン（果敢）

キカン（期間）

クカン（区間）

ケカン

コカン（股間）

サカン（左官）

シカン（士官）

スカン（好かん）

セカン（セカンド） ソカン（素環）

タカン（多感）

チカン（痴漢）

ツカン（掴んだ）

テカン（手間）

ナカン（泣かん）

ニカン（二巻）

ヌカン（抜かん）

ネカン（寝棺）

ノカン（退かん）

ハカン（掃かん）

ヒカン（悲観）

フカン（吹かん）

へカン

ホカン（保管）

マカン（蒔かん）

ミカン（蜜柑）

ムカン（剝かん）

メカン

モカン（喪棺）

ヤカン（夜間）
ラカン（羅漢）

ユカン（行かん）
リカン（罹患）

ルカン

ヨカン（予感）
レカン

ワカン（和漢）
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トカン（土管）

ロカン（濾過ん）

平井幸雄

高木正明

コミックどどいつ瓦版 No.365

《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

五輪終わって 一安心の 菅とバッハと アスリート
直ぐに始まる パラリンピック 聞けばやっぱり 無観客
正規授業を 中止のさ中 パラリン見学 させる怪
コロナ感染 蔓延中も 国会休んで 籠る菅
給付やらずに 自粛を強いて 後手後手続きの 菅の策
命より金 メダルやカネに こだわり続ける 菅政権
鳴りっぱなしの 緊急ベルに いまだ目覚めぬ 菅政権
法治国家と 威張っていても 法遅や法恥が 混じる国
提案したって 聞かない菅に すがり付いたら 百年目
自宅療養 気軽に言うが 家庭感染 増す危険
甘い見通し 裏目に祟り じりじり増加の 感染者
証拠隠滅 黒塗り文書 これで開示と 白を切る
軽い訓告 戒告処理で 甘い処分の お役人
五輪批判の つついた針で 逆につかれた 張本氏
メダル齧って 醜聞撒いた 河村市長の パワハラ罪
たらい回しの 非情な仕打ち 医療制度が 大崩壊
何のためだと アメリカ市民 価値がなかった アフガン戦
桑原妙子
ハイハイ２（かりんちゃん）

妙子のワンダフルワールド
食器洗い（じいじい）
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香野好勇・こうの好太

好太川柳

フォト川柳 「コロナ禍を除けて紺碧夢ヨット」

竹馬友黄泉で待ってる歳になり
友等逝きオイラやる気のニュウノーマル
ＯＢ会気が付きゃ健康座談会
五輪終え思わぬ成果日本映え
エライ人咳一ツして自己主張
史上初パンデミ禍中の五輪賛
四波五波コロナ追い越せ新ワクチン
銀で泣き金でも泣いてるアスリート
大鳥羽裕太郎

＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)
TOKYO2020 で日本の陸上競技＜若武者 3 選手＞大活躍!!

(幸)五輪の華・陸上競技で 3 人の日本の若武者が羽ばたいたなぁ
(裕)①男子 3000ｍ障害決勝で 7 位入賞の三浦龍司選手(順大)19 歳。7 月 30 日の五輪予選で日本記
録の(8 分 09 秒 92)を出して決勝へ進みはった。②女子 5000ｍ決勝で 9 位ながらも日本記録の
(14 分 52 秒 84)で走った広中璃梨佳選手(日本郵政グループ)20 歳、広中選手は女子 10000m
決勝でも(31 分 0 秒 71)で 7 位入賞を果たしてはる。③そして女子 1500ｍ決勝で 8 位入賞の
田中希美選手(豊田自動織機 TC)21 歳、五輪準決勝で日本記録の(3 分 59 秒 19)を出して 5 位
通過、決勝はこれも 4 分切りの(3 分 59 秒 95)を出して見事 8 位入賞を果たした。
(幸)3 人とも若くて、日本記録出して、決勝を堂々と走って入賞を果たしはったのが立派やな。
(裕) ほんまや。広中選手も田中選手も走りにくい位置にポケットされるよりはと、積極的に飛
び出し前半先頭を走りはった。この積極性が最終的に入賞へつながったとワテは思うで。
そもそも 800m・1500m の女子中距離種目決勝は 1928 年アムステルダム五輪 800ｍの人
見絹江さん(銀メダル)以来日本人は誰も入賞してへんねんで。
(幸)3 人ともそんなに大きくないんねんてな。
(裕)そやねん。①三浦 168cm55kg②広中 163cm46kg③田中選手に至っては 153cm41kg やで。
(幸)三浦選手は箱根駅伝で順大の 1 区を走った人やけど、色んな種目を参照する中で三障(=3000m 障害)に行き
ついてんて。広中選手は 5000m、10000m を両方走っても疲労なかってんて。田中選手は望み(=希美)通
り決勝行けて満足やったて。
(裕)3 人とも次のパリ大会でメダル目指して頑張って欲しいな。

野本浩一

お写落日記

【数独の父 69 で死亡する 81 まで生きたかったか】

「数独の父」と称されている鍜治真起さんが死去。69 歳とのこと。
生年が 1951 年なので同学年の人だったのか。面識はなかったが同氏が始めたパ
ズル通信「ニコリ」は発刊当初 1980 年頃からゲーム玩具店で見かけたものだっ
た。同誌には面白いゲームも紹介されているので、今でも時々借用させて頂いて
いる。
鍜冶氏はアメリカのパズル雑誌で見つけた「ナンバープレイス」パズルを「 数
字は独身に限る」と改称して紹介した。それをニュージーランドのパズル愛好家
が「SUDOKU」と言う名でイギリスの新聞に紹介した。そこから世界的に人気を
博すことになった。
世の中こんなふとした偶然の繋がりで大きなブームが起こることが多い。それ
にしても「数独」は「SUDOKU」となり、「ナンバープレイス」（略して「ナン
プレ」）も世界に広がっている。
僕のゲーム仲間には鍜冶さんと交流があった人もいた。
同学年だったんだから会って話してみたかったなぁ。

数独の父は同年生まれとか 会えば話は弾んだかもと
アメリカの雑誌は時に知恵袋 活用すればいいビジネスに
楽しみは一人時間があるときに 数独解いて悦に入るとき
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三浦邦夫

「コロナ中等症患者へ朗報」

ある動物園では「猿」のオリのとなりに
中等症患者向けバスルームを新設し、
夜間「猿が寝ている」あいだに入浴できるようにした。とのこと。
最近の治療法「ネーザルハイフロー」（寝猿肺風呂）に対応した。
（事実に基づかない冗報です。）
芝崎満夫

笑いの笑解(紹介)

33．思い出篇 ： 高層ビル/マンションに関わる話

（1）シンガポールに出張していた時、お客さんの一人が休日にランチ来い
よと誘ってくれた。当日、彼と最寄りの駅で会い、彼の家に向かう時、「家
に入ったら、一つの事守ってほしい」と言われる。何だろうと思いつつ、そ
こは高層マンションで 35F が彼の家だった。その頼みとは、絶対に窓を開け
ない事だった。窓を開けるとものすごい風が吹き込み、部屋中のものが飛び
廻ることで後始末が大変だとの事だった。
（2）時が変わり、311：東日本大震災の時、横浜にも M5 クラスの地震が来た、その時私はみなとみらい
の高層ビルの会社の 14F に。約 30 ㎝程揺れたが、その後減衰に悩まされた。その時、上記シンガポー
ルのことをちょっと思い出す。35Ｆだったら揺れひどいだろうなあと。その後、近くのビルにいた友人
がいて、彼は 33Ｆにいて、約 100 ㎝程度揺れたらしい。そして、窓を見たら、ゴンドラに乗った窓拭
き職人 2 人は顔面蒼白。ビルの中に入れてあげたかったが、高層ビルでは窓が開かないようになって
いて、窓を開けることができなかったそうだ。

笑いのポイント（笑点）
ま: 窓（ま）ど開けると、ものすごい風が吹きこむ・高くなる程強力に。
ど：（ど）んな高層ビルでも、窓は開けることはできないらしい。
あ：（あ）のときの 311 の地震でも
か：（か）わいそうな窓ふき職人、生きた心地がしなかっただろうな
ず：（ず）っと、じっとして揺れがおさまるのを待つしかない、辛い長い時間だったと思う。無事でよかった。

彌永孝一

養蜂日記・・・2021 年 8 月

長雨が終わったら、また蒸し暑い日が還ってきましたねえ。
我が家の蜜蜂達も、6 月あたりから、分蜂の様子を見せていましたが、
隣接した待機の巣箱には移ってくれない。
どこか、他のところへ移っている気配。
それでも、数は少ないが、残った蜂が、出入りしています。
巣箱を開けて覗いてみたいが、助手が居なくて、自分一人でも、巣箱を持ち
揚げられる装置を作ってみました。
世界に一つしかない、わたしの特許作品です。
動滑車一個と定滑車一個を備えています。
中学校でならった、滑車の知識が役に立ちました。
＊重箱巣箱持ち上げ装置：大きさは、縦横約４０ｃｍ。高さ １９０ｃｍです。
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こじままじこ（小島裕子）

クルックル回文

「人の名前で (その 1)」

夏の有効活用。ボケっとしても、うっかりミスをしても「この暑さで頭も働かないよね～」と暑さのせ
いに出来ます。でも、秋になってもそのままだとちょっと怖い・・。
今回はちょっと趣向を変えてみました。お題は「人の名前で」です。人の名前は山のように沢山ありま
すからシリーズ化できそうです。
マサコサマ
マタヨルクルヨタマ
レオニカシタノタシカニオレ
ユウコイマヒマイコウユ
サトウクンタンボノボンタンクウトサ
クラタハルヨイツモツイヨルハタラク
ヨダクンミテミテミンクダヨ
阿部博

(雅子様)
（また夜、来るよ、タマ）
(レオに貸したの確かに俺)
（裕子いま暇？行こう湯）
(佐藤くん、田圃のボンタン食うとさ)
(倉田春代、いつもつい夜働く)
(依田くん、見て見て、ミンクだよ)

時事川柳

1 よこはまたそがれ総理の小部屋もうおしまいね
2 傷残すあなたが噛んだ金メダル
3 つれいわな憂いはつのる令和の世
4 朝虹の心晴らして雨の降り
5 若者は乗って骨折るド・ドドンパ
じいさんは踊って骨折るド・ドドンパ
6 日中に雨降り続き野菜高
7 選手村気分味わう餃子かな
8 ひとめぐりアフガンの日々まためぐる
9 新宿は昼から飲めると友便り
10 観戦の同音異義語やはりかな
11 もう結構学徒動員命がけ
12 しみじみと網戸に止まる蝉の腹
13 ハイビスカスも待ち焦がれた夏の空
14 見てしまうどこから見ても富士は富士
15 見たかったブルーインパルス羽田から

柴本和夫

言葉の研究

★世相を詠む

① ナンダカンダでスッタモンダのオリンピック
・例年の夏は、 「冷やし中華はじめました」が定番でした
⇒ 自粛営業休業につき、今年はやむなく 「オリンピックはじめました」に変更
・五輪会場に梨が届きました。西表（いりおもて）島の梨～名前は「いり・おもて梨」
・オリンピックの「あおり報道」は、五輪賛歌～オリンピックは「賛歌」することに意義がある
・五輪がスタートし、反対の声が変化、五輪の「見方」が変わって、五輪の「味方」が増えた
・朝ドラのモネは～おかえりモネ
ゴルフで銀メダルのモネは～ありがとうモネ
・谷亮子のキンとは・・・・・田村で金、谷で金、ママになっても金
⇒ レスリングのキンとは・・・・・姉と妹で金 兄と妹で金 みんなで金
⇒総理が気になるキンは・・・・・・コロナの菌、酒類提供の禁、オリンピックの金
② 河村市長が、金メダルを噛んだ事件 （金のシャチホコの前科あり）
・大会組織委員会の公式見解～メダルは食べられません。
・ペギー葉山の苦言～爪を噛むのは、良くないわ・・・メダルを噛むのも良くないわ
・セーラームーンの苦言～河村市長 好きにかじって、お仕置きよ
・「かわむらたかし」の秘密発見＝名前を並び替えると、噛み癖が見える
その 1～かしたらかむわ（貸したら、噛むわ）
その 2～わたしかむから（私、噛むから）
③ アントニオ猪木の呼びかけは～「元気ですか？」
・山梨県民に対は、特別な呼びかけがあります。・・・・・それは「元気甲斐？」デス
・「酢」を飲んで元気ハツラツな国民の返答・・・・・・・・それは「元気で酢！」デス
・人形は「顔が命」。私の命は「酢」と言う総理・・・・・・・それは「酢が命」の、「酢が」デス
リモート終了後の初リアル例会。 久しぶりの挨拶は 「元気甲斐？」 と 「元気で酢！」
おおいに笑おう～ジョークサロンで
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★2021 年 8 月 25 日

柴本和夫（金鳥）
言葉の研究

大鳥羽裕太郎
幸 裕 (=交友) 録

尾垣聡子（吉永こ百合）
はめ字・ひとりごと

ZOOM 例会参加者・笑品名一覧 17 名

野本浩一（変集鳥）

ワンダフルワールド

杉浦康司（愛知）

小島裕子（こじままじこ）

滑稽新聞から

回文

彌永孝一（香川） 吉村孝雄（東京）
養蜂写真日記

平井幸雄

阿部博

ヒライ信

時事川柳

次回以降の予定

桑原妙子

お写落日記

初参加で～す

青野正宏
雨ニモマケズ・・

小宮三千夫
「あいだみつを」

三浦邦夫
コロナ関連朗報

芝崎満夫
笑いの詳解

佐藤重剛
カタカナ短語遊び

曽田英夫（快鳥）
狂歌NEW 門

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。

コロナ終息までは ZOOM 例会対応となりそうです・・・
（又は ZOOM）
（又は ZOOM）

10 月 27 日（水）14：00～
千代田スポーツセンター 7F 第 2 集会室
11 月 24 日（水）、12 月 15 日（水）・・・千代田スポーツセンター予定
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 8 月 17 日～9 月 12 日

切手（郵送分）：植竹団扇、髙島雅夫 カンパ：佐藤重剛、浜田頓坊、加藤勝彦、杉浦康司
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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