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＊＊＊＊＊２０１５年５月 No.３０７＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊＊ 

 ４月から５月は日本全国が花見に浮かれます。 

皆様も何回も楽しまれていると思います。まだまだ、楽しめ 

る場所がたくさんありますから、外へ出かけて行きましょう。 

 ４月初めに花見酒を一緒に飲みました友人から、歌が届きました。そうだよね・・・。 
   世の中に 絶えて桜の なかりせば  春の心は のどけからまし （在原業平） 
そして、この歌への返歌も合わせて届きました。そうなんだよ・・・。 

   散ればこそ  いとど桜は  めでたけれ  憂き世になにか  久しかるべき （詠み人知らず） 

 それでは、今月の伝笑鳩をお楽しみ下さい。新しい方も登場です。 
 
内田清子      どどいつ「イロハにソラシド」   
     
◎あきらめかけた バスの扉を 押さえ待つ人 ありがたし  
◎患者呼び込む マイクがオンで 待合室に 実況中 
◎のぞみ運行 日帰り増えて 便利さ増すも せつなさも  

 
板橋区・植竹団扇  お手数をお掛けしております。そのうちがなかなか実現しません。例会参加。 

 

町田市・青木孝     編集のご努力の大変さに、毎回頭が下りっぱなしです。 

HP訪問者数4,874名とはすごいことです。閲覧件数20,170件 ツイッターフォロワー53 フォロー97。 

多くの方々の関心がある証拠になるのでしょう。関係の方々の努力に改めて感謝し且つ驚いております。 

 

杉並区・石井赳夫   いつも第一頁に登場される青木孝氏が今回は欠席で、珍しい事と思ったり、 

ひょっとして体調を崩されたか、或いは、海外法務事情の視察にでも出掛けられたのかなどと愚考しており

ます。皆様のご健勝を祈り、亦宜しくお願い致します。 

 

大田区・高栄子  西川信治様 始めまして、実物もこんなふうに愛想の良い方なんですか？ よろしく 

お願いします。一ヵ月に一度は趣味のコーヒー店にわざわざ神奈川県までゆくのですが、先日そこで例の「千

の風になって」の新井満氏がインタビューで「楽しみは・・・・・する時」これは江戸末期橘曙覧という歌人

のスタイルで、明治初期に正岡子規が紹介。1994年今上天皇・皇后陛下渡米の折、クリントン大統領が宴席で

発表（＊変集鳥注）、日本側は不明を恥じたかどうかと言ってました。・・・。 

 ＊クリントン大統領が披露した橘曙覧の独楽吟   

たのしみは朝おきいでて昨日まで無かりし花の咲ける見る時 
 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  毎号お世話様です。少々カタメだなあと自分では思っておりますが、根が堅目です

から、本性が出ますね。次号からは落語・あるいは落語家の噺等もとりいれてみようと準備中です。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄   越後は１．５メートルの残雪で桜は未だ未だ先のようです。 

 

花見では 花より団子 酒肴 ジョークサロンで 大いに笑おう  【快鳥・曽田英夫】  

どどいつ「イロハにソラシド」  
 

◎どんなお店が 開店しても  
いつも潰れる 場所がある 

◎きつくふた閉め 持参の水筒  
１日あかず お荷物に 

 
神奈川／内田清子 
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長野・松原伸伍  伝笑鳩を送っていただき笑いころげています。家族同志が温かいムードに包まれて 

話が絶えません。先月は駄作を掲載して頂きまして厚く御礼申し上げます。とても元気になりました。 

少し川柳っぽく作りましたので、空きスペースがございましたらお願いします。良作と思われるものをセレ

クトして掲載して頂ければ幸いです。よくない時はどんどん破棄して頂いても結構です。 

   ←松原さま  承知しました。遠慮しつつどんどん破棄しますので、ご安心下さい。（変集鳥） 

古文亭南朝選    第１７１回ものは付け  

       「意外においしいと思うものは」 

ダイナマイト（舐めると甘い）      神奈川  志賀 明 

酒茶漬                 京都   久保 三徳 

関取の「ごっつぁんです」        東京   藤野 哲康 

猫の食べない「猫まんま」        東京   柏谷 達雄 

妻の手料理（但し 空腹時のみ）     東京   稲葉 浅治  

期限切れの災害保存食          東京   藤井 敬三 

風呂上りの冷や水            長野   松原 伸伍 

猪豚の肉                千葉   遊佐 怜 

サソリのつくだに            東京   樋口 七郎   

レンジでチンするレトルトごはん     神奈川  山口 栄子 

ツクシ・野ビルの和え物         埼玉   石原 義三 

筍のまきずし                     高知   高橋 満子 

日の丸弁当               神奈川  藤倉 由紀子 

イナゴを炒ったもの           京都   牟禮  丈夫 

刺身のつま               千葉   岡部 千代松 

利き酒                 神奈川  浜田 頓坊 

楽しい雰囲気の食事           神奈川  武井 美雄 

私が作った手抜き料理          千葉   皆合 かず子 

蓼                   千葉   海郷 達人 

３日前のハンバーグ           埼玉   北沢 正嗣  

レトルトの親子丼            東京    植竹 団扇 

次回（第172回）の題  「佳い言葉だなあと思うものは」（例えば：全部嘘）  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

5月10日ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

 

アルマジロ        東京  高  栄子   

【評】ものすごく旨いそうですが、よもや日本ではあるまじろ 

入選 

 

美女の手料理              福島   松山 カオリ 

左遷地の冷酒              埼玉   高木 正明 

子供の頃嫌いだったもの         東京    三浦 邦夫 

万年野党の生活             神奈川  阿部 浩 

カードのポイント            千葉   吉永 こ百合 

 

佳作 
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千葉・石井志津夫  桜も満開となり、過ごしやすい季節となりました。いつもいつも伝笑鳩・笑いを 

届けて頂き深謝申し上げます。読者の吉田さん（千葉市）から面白い誤字変換のネタが入りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京・菅谷信雄      白鵬、2度目の6連覇 

 

昔、柏鵬時代で国技として相撲ファンを湧かせました。 

今、白鵬独走時代でモンゴル王国となりました。 

※「はくほう」を漢字変換しても、白鵬しか漢字変換されませんでした(;-;) 

 

岩手・ほらえびす    またまた「ニヤリ」 おまけの「ニヤリ」 

 

１．理事長辞任へ    STAPで若返りを          －理研－ 

２．答弁        昔  記憶にありません 

             今  知らなかった 

３．お家騒動      家具屋姫登場            －昔話－ 

４．汚染水洩れ隠す？  どこから情報が漏れたんだろう    －東電－ 

５．業績        伸ばそうとして縮めた        －東洋ゴム工業－ 

６．開花        いつのことやら           －地方の景気－   

７．地方選３割無投票  意味ないじゃん           －１８歳選挙権－ 

８．カジノ法案再提出へ 賭けに出た             －国会－ 

 

京都・大石脩        ダジャ連発  ア・ラ・カルト   

＊「月刊TVガイド」特別付録「病気TVガイド」皆様の病気に関して、各チャンネルの番組紹介です。 

 ＊「勝ったつもりでウィンクするのは？」    「勝ったツムリさ～ん」 

＊「最近、車が空を飛んでたね」 

「うん、テレビで見たさ」 

「あっ、あそこを ｃａｒ ｃａｒ とカラスだな」 

 ＊「Tシャツを着たボクサーとYシャツを着たボクサーとの対戦では、どちらが勝つかな？」 

「全然わかんない！」 

「Yシャツの勝利さ。Tシャツは編物でのびるけど、Yシャツは織物だからのびない」 

「ふ～ん、Tシャツがのびちゃうから負けね」＊出処：H27年３月５日（木）Eテレ デザインの梅干  

 

東京・稲葉浅治       川柳「スイッチ」   脳味噌のスイッチこわれ認知症 

 

脳味噌の回路が切れて名前出ず         スイッチを入れるとしゃべる器具が増え 

スイッチの入れ方次第動く主夫         リモコンのどれがどれだかわからない 

無芸大食→無芸退職（一芸を持たないとダメなのですよ） 

渾然一体→婚前一体（最近はこの傾向が強いですよね） 

才色兼備→菜食健美（そうです。美容のために菜食にしましょう） 

主客転倒→酒客転倒（昔は私も思い出があります） 

新陳代謝→心沈退社（意気消沈して退社するのですね） 

金属疲労→勤続疲労（長く勤めると疲労が溜まりますよね） 

単刀直入→短刀直入（最近はすぐにブスリと人を刺します） 

半身不随→阪神不随（後半戦になるとタイガースの症状癖です） 

 

千葉・吉田勝昭  

  

おもしろ誤変換  

 

誤変換笑事典 
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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★ 

 

＊「朝日」が光っていた時代     ☆かつて「天人」 天声人語 深代淳郎 記者の華 

 ☆民の言葉は 天人からの 「天に声あり 語らしむ」 

  ☆古今東西 政治と社会 文化歴史の 言葉力 

＊ときには本気の歌もよし～か    ☆たかが都々逸 とは言えそこに 哲理・ワサビを ちょい少し 

                   ☆いつも人生 自身で決めて さほど後悔 梨の花 

                   ☆誰も人生 舞台の役者 好きに演じた 者が勝ち 

                   ☆少し無理だが やるしか無いと 思う活力 伸びる代 

 

若狹芳生＠鎌倉      ■回文で遊ぶお菓子と嫁とやんごとなき人と。 

１．“この羊羹はよう噛んでお食べください。” 

「白羊羹買うよろし。（→しろようかんかうよろし←） 

   「黒羊羹買う余禄。（→くろようかんかうよろく←）  

２．東京銘菓ごまたまごが滋賀県にもあったのは本当でしょうか。  

「滋賀のごまたまごの菓子。（→しがのごまたまごのかし←） 

３．鯛焼き屋の親父がふて腐れて日記に書きました。 

「たった５個タイヤキ焼いた午後だった。（→たったごこたいやきやいたごごだった←）  

香野好太    好太川柳       フォト川柳   

何気なく欲しいお返し知らせてる 
やって見せ褒めてやらせるボケ防止     
褒められてつい歌い過ぎ酒の席 
しくじりは老化のせいにし皆平和 
褒められて弾む心がつい顔に         
エセ免震列島揺るがす震源地 
官僚がお持ち帰りで記憶なし        

   痛み分け小保方理研の迷勝負         空と海夕焼け雲にもありがとう 
 

長野・松原伸伍       高齢者川柳    川柳～人それぞれ～ 

 

＊高齢者 人を急かすが 人待たす    ＊高齢者 注意されると すぐ切れる 

＊高齢者 昔の話 繰り返す       ＊高齢者 よちよち歩いて 空見あぐ 

〇川柳    ～あわて者～        買い急ぎ サイズ合わずに ゴミになる 

〇川柳    ～ケチ～         やせこけて 札の寝床で あの世ゆき 

                        期限切れ 無理に食して 医者通い 

〇川柳    ～心配性～         ねむれない 当たりもしない 宝くじ 

   〇川柳    ～看護爺～         老い忘れ 屋根よりころげ 松葉杖 

                        ストレッチ 老年（とし）を忘れて 医者通い 

米岡泰・南亭琴内氏  どんでん返し８３  ◎「時事川柳」 

廃炉する 度に増えてく 核のゴミ       朝八時 利き酒に酔う ＮＨＫ 

佐藤 俊一             アイ・マイ都々逸 川越風味  
■井の中の蛙     〈井戸の蛙が 空うちながめ 四角いものだと 議論する〉 
――返歌球       井戸の蛙が まあるい月も ちゃんとシカク（視覚）に 見えたとさ 

海見たさに 井戸出た蛙 かえるにかえれず 大後悔 
            井戸の蛙が 女郎買いに出掛け きょうもカワズに かえるとさ 
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中村史江        ふーみん イイカラカゲンのよされ節  

 

☆ヤンなっちゃうよ 浮世じゃフツウ 花見に温泉 テレビん中 

☆ヤンなっちゃうよ 浮世じゃフツウ ジジババまでも 入園式 

☆イヤにならずに 添い遂げるには 半分聞いて 半分云う ははんとおさめ は(―)ふり投げ 

 

庭野ち草         ち草の都都逸：厳選かけ流し 

●雛を飾るは雨水（うすい）がいいと聞いて母さん父を呼ぶ 

●白酒のんで帯をほどいてくだを巻いてるヒネまつり 

●宴開くも風邪に花粉に 三人患者の花見月 

●天気良い日に仕舞うがいいか 虫もつかずに古雛に 

●髪をほどいて梳る夜 わが体温を 閉じ込める 

●魅せて勝負は昔のことよ 今じゃ主治医に診せパンツ 

●齢重ねた入居者ばかり あちらこちらで君の名は 

●効いてるはずと棹に虫除け ぶら下げている日本中 

 
神代京子                  フォトはめ字    
   

 

＊先月の作品 控えめなはな片くりはめくるめくときめきにあまく予る は「香る」に訂正です。 

 
森昤二（挿絵：鈴木登）   森先生の『駄洒落節だよ 人生は！』 

駄洒落に練りこんだ  珠玉の経営訓・人生訓 

 

★解っていながら来た定年     ■あ還暦 １０年経ったら 古希降ろし 

＊時の流れに逆らえど   

  体力不足であかん暦    しがみ付けども古希降ろし 

 

★目は上がり、興味の相手は健康へ 

■スマホ より イカホ  チデジ より イボジ 

 

＊スマホ難民、伊香保へ急ぐ 

  アナデジ変換終了よりも   イボジの手入れに余念なし 

 

愛 花 あ お む 

や や め と ね 

く さ に め あ 

そ し さ 泣 つ 

く く く く く 

は 風 は 時 く 

儚 さ な の も 

げ ざ み な は 

夢 波 ざ 残 ゆ 

幻 春 け に く 

ろ 優 あ 蕾 べ 

春 し ま は に 

は と お ま あ 

近 れ と る わ 

し も は く い 
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高畑傳 二流亭転失気奴     平成おやまー節 

１．舞台となった岩手県遠野市 

「悲報」（新聞報道）イギリス王室 ウイリアム王子、完全

剥げる。大英帝国の王子とも知らずに、東野の小学２年生の獅子

がガブリ、「知らないお兄さん噛んだら、ありがとうと言ったよ、」

キット毛が生えてくるよねだって！ 

 

阿部博     アベ ノミ クスクス 川柳   

 

四十年来た道帰り山笑う 

定年日明日は何する春の風 

風船のミッキーマウス天を行く 

春風や英語テキスト開く朝 

蒼天を切り裂く機影風光る 

目玉焼き失敗作はパパに盛り           去年3月25日の千鳥ヶ淵 

 

一ノ瀬善秋（シャレクスピア）洒落久寿飛夜   大河ドラマ「花燃ゆ」    

「顔に泥をぬるな！」塾生たち・松陰大笑い   

 

「松下村塾」八畳間に若者が三十余人学び、入りきれない。物置だったそのかたわらに古材、古

瓦を集めＬ字型に十畳半の部屋が増築された、延べ九十余人が学んだ。松陰は「孟子」「孫子」兵

学・海外事情を教え、日本を守る必要を伝えた。増築は塾生が力を合わせ十日で完成した。屋根に

上がった品川弥二郎（明治２２年後・内務大臣・駐独大使）に松陰が下から土をこねて投げ上げた。 

品川がコテ板で受けとるはずだが手元が狂って師の顔を直撃、品川は青くなって梯子を下りたが、

松陰はにっこり笑って「師の顔に泥を塗るか」と冗談を言った。皆が集まって結局は大笑いになっ

た。九年後大政奉還・戊辰戦争・明治維新となった。東京、世田谷に松陰神社・松下村塾、墓所が

あり、土日は見学参詣する人で賑わう。萩市の松下村塾と同じ出来で、土日に外戸が開けられる  

   

門口泰宣       阿呆リズム＆パロディ 
１）金沢の魅力はい加賀？ 北陸新幹線 
２）♪知らず知らず 貰ってきた 続く長いこの献金  

振り返れば どこかやばく 違法性が見える 
   でこぼこ道や 曲がりくねった道 返しさえすりゃ  

これもまた便法 ああ川の流れのように  
ゆるやかに 水に流して ああ川の流れのように 

    とめどなく 内閣が灰色に染まるだけ♪  
              （川の流れのように） 
３）政府のいじめにもヘノコタレナイ沖縄 
４）汚染水情報がアンダーコントロール 
５）請う容赦とＮＨＫ会長 
６）宇宙人旅行で舞い上がっている元首相 
７）♪久しぶりに 口きいて 親娘で争う 悲しさに  

小さい頃が浮かんできますよ お父っつあん  
ここが ここが 社長席  
怨念の椅子を とりあいましょね♪ 

        （東京だよ おっ母さん） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.reddit.com/r/newsokur/comments/2z24zu/afp%E3%81%AE%E3%81%B9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%8822836%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E7%8E%8B%E5%AD%90%E3%81%AE%E9%A0%AD%E3%81%AB%E5%99%9B%E3%81%BF%E4%BB%98%E3%81%8F%E7%8D%85%E5%AD%90%E8%88%9E%E3%81%AE%E7%8D%85%E5%AD%90/&ei=w-EIVciFF4Tq8AWM64HYDQ&bvm=bv.88198703,d.dGY&psig=AFQjCNEgfLxGUfyCcaVcGPtgtzK9oByNnQ&ust=1426731879686404
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藤井敬三 ユーモア川柳       「ああ、耳」＜解体新笑シリーズ＞ 

窓際になってあだ名が地獄耳       お局さん忍者のような耳を持ち 

聞き耳を立てたばかりに共犯者      懐メロになれば聞こえる爺の耳 

補聴器は妻の小言を聞くためか      説教も五分過ぎれば耳が閉じ 

お土産は耳かき棒と決めている      妻からの耳を疑う誉め言葉       

奥村篤史      新巻鮭1本付ミステリーバスツアー 

ミステリーツアーには３度目の挑戦！お土産の質が今回は充実。立派な新巻鮭だった！ 

  ☆ミステリーバスツアーにすっかり乗ってる のってるのってる３回も！ 

  ☆お土産いっぱいくれますミステリー 質 度外視で女房あきれる 

  ☆どこに行くのかわからないけど どこでもいいんだ連れてってくれりゃ 

  ☆お土産沢山のミステリーツアー でも 旅費に入ってるお土産代も！ 

  ☆高速乗るたび方向どっち やっぱりあそこかああそこか 

  ☆ミステリーツアーは運転手まかせ ミス運転だけはミスしておくれ 

  ☆昼食豪華です○○食べ放題 いつもがっかり期待が多く 

  ☆サシミしょぼしょぼマツタケえっこれが 混ぜご飯におそばは食べ放題 

米岡泰・南亭琴内氏  どんでん返し８３ ◎エスニック・ジョーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上の空組 印南博之印南博之   大娯海      サメ島海子愛唱歌集より 

 

この悪路はいつかは直るの ？           この道 

 明日浜辺ヲウロツクと               あっ百円だま拾っちゃった  

 春功労の華の円                  おめでとう ハイ会費 

 待ち呆け 待ちぼーけ               いつまで待たせりゃ気が済むんだい        

 香具師の身                    世間の波に 漂っておりやす   

加注射 怖いよ 打つ手のふるえ          カチューシャ 

雪の降る夜はにおうぞ屁近 ！           ペイチカ 

 垂れもしない膿み早く！脱脂綿を          誰も居ない海 

 来たか見よ薬局      ついに開店したのネ   北上夜曲 

弱気の歌よボクはいくじなし            夜明けの歌 

民族イメージ 

アメリカ人：独善的、傲慢 

イギリス人：紳士的、堅苦しい 

ドイツ人:真面目：ルール順守 

フランス人：グルメ、個人主義 

イタリア人：情熱的、好色 

ロシア人：酒好き、吝嗇 

ユダヤ人：狡猾、儲け主義  

沈み行く豪華客船の船長が乗客に脱出指示を国別に出して… 

アメリカ人には、「飛び込めば貴方は英雄です」 

イギリス人には、「飛び込めば貴方は紳士です」 

ドイツ人には、 「飛び込むのが、この船の規則です」 

フランス人には、「飛び込まないでください」 

イタリア人には、「飛び込めば女性にもてますよ」 

ロシア人には、 「飛び込めば後でウォッカを提供します」 

ユダヤ人には、 「飛び込めばプレミアム商品券貰えます」 

日本人には   「皆さん飛び込んでますよ」 
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柴本和夫         言葉の研究  言葉の変化球 

①大塚家具の泥沼バトル・・美人過ぎる家具屋の社長・・・かぐや姫？ 

・かぐや姫・・昔は月を見て泣いた。今は父親を見て泣いた。 

  ・家具は～ムラウチ～八王子 ⇒ 家具は～おおつか～うちわもめ 
②お腹の調子が悪い・・正露丸を飲もうかな？何粒飲んだらいいかな 

１０粒以上・・・正露丸は糖衣錠（とういじょう）です   
    ③麻雀では、注意力不足でつい振込をしてしまう牌があります。 

・その牌は、万子の３万・・・・注意力が散漫（３万）  
    ④確定申告の配偶者≪控除≫の欄・・配偶者≪解除≫の欄に見えた 
    ⑤ハリル・ホジッチ監督 ⇒鼻をホジッチに聞こえる 
    ⑥珠玉の○○とは  ・珠玉の焼酎・・・森伊蔵（もりいぞう） 
              ・珠玉の駄洒落節・・森！いいぞ！（もり・いいぞ！） 

 

曽田英夫            狂歌NEW門   

 

楽しく愉快  ｜ 久しぶり 気があった友 すすむ酒 楽しく愉快 時は過ぎ行く 

時は過ぎ行く｜  ナイターで ひいきチームが 大リード 楽しく愉快 時は過ぎ行く 

｜ この宴 私が主役 賑やかに 楽しく愉快 時は過ぎ行く 

選ぶに迷う  ｜ 酒屋では いい日本酒を 呑みたいが 選ぶに迷う ものが多くて 

ものが多くて｜ 居酒屋で 酒のつまみの メニュー見て 選ぶに迷う ものが多くて 

世間は一体      ｜ 上野から 乗り込む客が 激減し 秋葉原では 楽に下車でき  

どないなってまんねん｜ 北斗星 廃止ブルトレ 無くなって 寝台の夢 復活のぞむ    

 

佐藤忠恕    世相都々逸no.35  ○桜と酒に関して謡ってみようか 

 

梅は早めに 桜も開く 開かぬ気持 君ゆえに 

 桜便りに 涙がホロリ 今年もしっかり 酒飲める 

 桜咲いたら じっくり飲むと 梅の内から 花見酒 

 咲いた桜は 散るのが定め 酔ったおいらは 寝る定め 

 開花宣言 勝手に早め 桜散らした 悪い奴 

 梅は咲いたが 桜は未だか 桜待つより 酒を待つ 

 桜見るため 君吉野まで 俺は旅費分 酒を買う 

 桜見るより 人出を見ると テレビ眺めて 独り飲む 

 咲けば咲いたで 花見で飲むが 散れば散ったで 名残酒 

 

平井幸雄         これ漢字？漢字という感じがせぬ漢字！ 

 

凸凹って漢字です。漢字という感じがしな

いのですが、いずれも見た目が図形的で特殊

な漢字に見えます。この類の漢字は「象形」

に分類されます。ほかにもそんな感じの漢字

を集めてみました。  

 ＊平井さんの作品はジョークサロンHP 

  同人一覧コーナーで堪能して下さい。 
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笑門亭来福（西川信治）      ★政治呆談  ☆世相呆談 

★塾業界から違法献金闇の政治資金にするよう熟慮したが 

→週刊誌で白日の下（村）にさらされ「博文は一見にしかず」 

★「クリミヤはロシアの領土が正しい」鳩ホッポー元首相 

→それを言うなら「北方領土は日本の領土が正しい」と言ってくれ。 

☆富士五湖40億ホテルを中国人が2億で落札→日本を爆買しちゃいな？ 

☆アメリカ永住権 中国人10年間で8万人に倍増→ある程度アメリカに投資すると 

永住権を獲得できるらしい（脱中国 虎蠅官僚一族か？） 

☆(少年)「見て見ぬふりをされるから頭に来る。煙草を吸ってたら注意して欲しい→ 

(大人)注意して刺されちゃ困るしな・・・。 

 

野本浩一 お写落日記  【サンレモの夢見る想い聴くたびに 思い出すのは夢見た頃よ】 

 ３月５日＠古賀政男博物館内けやきホールで開催された「カンツォーネの夕べ」に出向

く。代々木上原駅を出る直前に曽田快鳥と合流。ジョークサロン同人の渡辺達雄さんの熱

唱に酔い痴れる。酔い痴れているが、観客席ではビールも日本酒もイタリアワインも飲ん

でいない。酒も飲まずに酔うとは不思議だなぁ。 

 ステージから見て右手２列目に座ると、最前列には渡辺さんのおっかけファンとも言う

べきお姉さん方が座っていた。恐るべし達雄パワー。似顔絵だけでなく、カンツォーネの

世界でも頑張っている。ファンとは有難いものですね。 

ナポリまで聞こえるような歌声で 達雄は歌うオー・ソレ・ミオと  

ソロ歌手の歌声響くカンツォーネ ボビー・ソロでも歌ってみるか  

神奈川・渡辺達雄    前の山の桜が満開となり、居乍らに花見をきめこんでおります。 

久々の大ステージでしたが、皆様からの熱い応援がステージまで伝わって来、コーフンいたしました。 

普段役立たぬ会員ですが、今後共よろしくご指導下さい。 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

アベノミクスの 矢も尽き果たし 果てはヤケクソ 飛ばす野次  
知らなかったと 言っては逃げる とぼけ議員の 恥知らず  
企業献金 禁止をしても 裏のルートは 花盛り  

官製春闘 格差を広げ 中小・非正規 カヤの外  
流行るふる里 納税ブーム 狙いは地方の 見返り品  
誤魔化し続けた 東洋ゴムの 免震装置が 大激震  

特許争い ノンアルビール 判定するのは 客の舌  
見たり食べたり 遊びにおいで 招く北陸新幹線  
夢か現か チュニジア旅行 テロに遭遇した悪夢   

桂米朝 命を懸けて 上方落語を 語り継ぐ  
休業していた 反省猿が 復活・日光サル軍団  

 

佐藤 俊一             アイ・マイ都々逸 川越風味   
■春宵一刻        春のさきぶれ 菜の花つげる 空はおぼろな 菜種月 

どこかに恋が 落ちていそうな 回り道する 春の宵 
さわら（鰆）なくても 口にするなら きす（鱚）が嬉しい 春の候 

■花粉・黄砂・PM２.５   花粉症 飛散対策 目鼻もつかず 目鼻につけば ただ悲惨 
春霞 見えぬ相手じゃ DJポリスも さばくにさばけぬ 黄砂点 

■時事           新幹線 はやくゆくのが しんかというなら 私ぜったい しんかせん 
民主党対NHK籾井会長   目くそ鼻くそ どちらが偉い たぶん目上は 目くそかな 
目くそ鼻くその喧嘩!?   目くそ偉そに ぼろくそ言うた 鼻くそほじられ やけくそや 
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福島・松山カオリ       今年の桜前線はかけ足で通り過ぎてるようですね。福島も 

予定より早く満開になり来週辺りに予定していた団体は葉桜を眺めることになりそうです。伝笑鳩と作品あり

がとうございました。わくわくしながら読みましたのに着いた返事が遅れてしまいまして失礼いたしました。 

 伝笑鳩の内容がバラエテーに富んでいる上に知的な表現も多くメンバーの底力を強く感じます。ありがとう

ございました。4/6  

      

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★2015年3月25日   ２３名  ２０名超で盛り上がってます。 

野本浩一、一ノ瀬善秋、平井幸雄、高畑傳、奥村篤史、森昤二、門口泰宣、佐藤忠恕、阿部浩、 

曽田英夫、阿部博、佐藤俊一、中村史江、内田清子、高木正明、印南博之、柴本和夫、米岡泰、 

神代京子、藤井敬三、西川信治、庭野ち草、尾垣聡子 

＊３月例会も女性陣が多数参加となり笑い声が溢れました。ありがとうございます。 

 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

（例会参加費：男性1000円、女性500円 ・・・印刷代・会場代です） 

5月27日（水） 千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

6月24日（水） 千代田スポーツセンター の予定 

7月22日（水）、8月26日（水）、9月30日（水）*第５週 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.307 発行 2015.4.22                 変集鳥・・・野本浩一    

変集協力：笑品快発グループ＆投稿グループ 

阿部浩・阿部博・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・内田清子・奥村篤史・海郷達人・片岡隆 

神山徹・神代京子・香野好勇・佐藤俊一・佐藤忠恕・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・中村史江 

西川信治・庭野ち草・野本浩一・平井幸雄・藤井敬三・松山カオリ・門口泰宣・吉永こ百合・ 

米岡泰・稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・ほらえびす・若狭芳生 

あたたカット：天野秀雄 ホームページ：河井康博、波木博信、野本浩一 発行：ジョークサロン 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2015年3月17日～4月13日 

 大石脩、浜田頓坊、植田団扇、石井志津夫 

 カンパ＆打切り 森口順子 

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（faxはam9～pm9） E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp 

☆郵送希望の方は 上記野本宛、82円切手15枚を送付下さい。 

☆ジョークサロンＨＰのＵＲＬ：www.jokesalon.com/＊是非、訪問して下さい。 

☆ツイッター「ジョークサロン」で変集鳥がつぶやいています。 

吉永こ百合（尾垣聡子）（写真下） 

「はめ字」や「ものは付け」を 

楽しんでいます。高校時代の仲間

に伝笑鳩を配布してＰＲ中です。

感謝申し上げます。 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/

