
- 1 - 

 

+＊＊＊＊＊２０１６年２月 No.３１６＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊ 

2016年  初春慶賀  本年もお楽しみ下さい。 

皆様のご来訪及びお便りをお待ち申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●仕事とあたしどっちが大事  

訊けばいうのよ「それ以外」 

●フグの煮凝り狙っていたに  

息子きれいに鍋洗い 
 

コミック都々逸瓦版 
猿でまとめる七七七五 

◆会って楽しい合猿喜猿  
ジョークサロンの初笑い  

◆三猿主義では生きては行けぬ  
情報だらけのグローバル 

◆見る猿聞く猿言う猿集い  
しがらみ捨て猿笑い猿  

埼玉／高木正明  

 

「２０１５年の一笑」開票結果：有効総数 94 

１月 印南博之  16   ７月  尾垣聡子  24 

２月 曽田英夫   11    ８月  阿部博    15 

３月 庭野ち草  36   ９月  海郷達人  25  

４月 西川信治   28  10月 佐藤忠恕    25 

５月 内田清子  27   11月 香野好太   19 

６月 森昤二    18   12月 門口泰宣   21  

１位 庭野ち草 （右写真：曽田快鳥に１位を    

祝福され喜ぶ庭野さん。その下が作品です）    

２位 西川信治     ３位  内田清子 

＊過去最高（？）の投票数の中、庭野さんの都々逸・

厳選かけ流し が見事１位に輝きました。 

 

    

新年会参加者は２３名でした。これまで毎年参加して頂いていましたものは付け選者の神山徹（南朝）さ

んや、常連組の奥村篤史さん、松山カオリさんが欠席でした。昨年よりも人数が減りましたが、演芸やバ

ザールに新企画があり楽しいひと時を過ごしました。ご参加の皆様ともども「今年も宜しくお願いします」 
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志賀 明  川柳、狂歌、都々逸も好みですが、「ものは付け」＆酒が一番性に合っているようです。 

      何の制約もないのがよいのでしょうか？ 

古文亭南朝選    第１８０回ものは付け  

         「心をなごませるものは」 

帰国して食べる和食           東京   柏谷 達雄 

通帖の残高               東京   高 栄子 

温泉に浸かるカピバラ          千葉   海郷 達人 

猿回しの曲芸              東京   藤井 敬三 

名古屋の友人・知人            東京    野本 浩一 

給料日の夕方              千葉   吉永 こ百合 

ふるさとの山なみ            埼玉   北沢 正嗣  

自然に馬鹿を演じられる人        神奈川  浜田 頓坊 

手をつないで歩く老夫婦         東京   柴本 和夫 

筝曲「春の海」を聴く          神奈川  藤倉 由紀子 

蛭子さんの解答             神奈川  阿部 浩 

親孝行                 東京   樋口 七郎   

抽選前の宝くじ             埼玉   石原 義三 

人命救助のニュース           神奈川  山中 静代 

ヨチヨチ歩きの幼児           神奈川  藤野 有樹 

孫の笑顔                東京   高橋 通男 

孫の寝顔                千葉   皆合 かず子 

赤ちゃんの笑顔              京都    牟禮  丈夫 

稚児（ややこ）の寝顔          千葉   岡部 千代松 

眠った坊やの頬っぺ           東京   植竹 団扇 

伝笑鳩の楽しいユーモア         神奈川  武井 美雄 

なんてったって伝笑鳩でしょ！      千葉   大久保 信子 

 

次回（第181回）の題     「ぱっと明るくなるものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

2月10日まで ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

 

湯上りの一杯     埼玉   高木  正明 

【評】幸せな一日だったなぁ 

入選 

 

牽牛と織姫のデート            神奈川  志賀  明 

老人に席をゆずる若者          福島   松山 カオリ 

ペットの出迎え             埼玉   酒井 典子 

コタツと猫               東京   藤野 哲康 

陛下のお言葉              東京   稲葉 浅治 

 

佳作 
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申年を心新たに年が明け 大いに笑おうジョークサロンで 
                         快鳥・曽田英夫 

  新年あけましておめでとうございます。 

 みなさまには新たな気持ちをもってあらたな年を迎えられたことと思います。 

  わがサロンは皆さんがそれぞれのジョーク笑品を持ち寄り、笑い合う会で 

 す。それが会の良さであり、他にない会だと思っています。愉快に笑い、伝 

 笑鳩（でんしょうばと）を飛ばす一年にしたいと思います。 

  今年はマスコミにアピールを続けて行きたいと考えています。個人として 

 も高橋通男さんの活動は大変刺激的です。他にも高木さん、柴本さんの活躍が

ありました。私もＮＨＫ大阪放送局の「ぼやき川柳」は目標の5回を達成しました。「夕刊フジ」のビジ 

ネス川柳も目標の5回を達成しました。今年もそれぞれ5回を目標にがんばることを誓います。 

今年もジョークサロンがさらにいい会になるように、快鳥・金鳥・変集鳥の三役鳥は頑張って羽搏きます。 

みなさんもご一緒に大空を飛びましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ２０１５年 未年から  ２０１６年 申年へ 

信用亭駒公（佐藤忠恕）○ お蔵（入り）百人一首（小倉百人一首もじりで未年の重大ニュースを詠う） 
＊計画以来40年後に実現した北陸新幹線に金沢市民が詠める 

あこがれの 山河越えの 新幹線 永々待ったよ 四十年も  

（本歌 あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む 柿本 人麻呂） 

＊2020年東京五輪公式エンブレムデザイン盗用疑惑で揉めて一市民が詠める 

デザインの 盗用もみ消し 図るとも 世の中佐野の 悪をゆるさじ 

（本歌 夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ 清少納言） 

＊憲法学者の大多数が違憲とした安保関連法案が国会を通過して国民が詠める 

嘆けとて 安保法案 通りけれ 困り顔なる 憲法学者 

（本歌 なげけとて 月やは物を おもわする かこち顔なる わが涙かな 西行法師） 

 

高木正明  コミックどどいつ瓦版スペサル《言っておきたい 未年の文句 語る七七七五調》  

総理自ら 憲法違反 国会軽視や 民意無視  

違憲状態 意見は言うが 言いっぱなしの 最高裁  

ＣＯＰ21会議は踊る なすり合ってる 地球危機  

暮れの郵便 歳暮や年賀 ドサクサまぎれに マイナンバー  

真似やコピペや パクリはダメよ 期待叶うか エンブレム  

言っておきたい 今年の快挙 二人名誉の ノーベル賞     

      コミックどどいつ瓦版新春スペサル《猿でまとめる コミック仕立て 語る七七七五調》 

見猿 聞か猿 言わ猿ばかり ならば一億 うごか猿 
例え寒くも 猿会騒ぎ 笑い温もる 猿団子  
猿年相場は 激しい動き 株式市場も 騒ぐ猿  
デパートあたりは 猿年景気 爆買見込んだ 福袋  
猿の惑星 地球を笑う テロの騒ぎや 温暖化  
赤い下着や 服着て願い 福を呼び込む 猿の年  
ゴール睨んで シュートを狙う 猿真似ポーズの 五郎丸  
ジョークサロンも キャッキャと集い 猿年楽しい お笑月  
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 ２０１５年 読者の皆様から未年最後のお便り  ありがとうございました 
 
東京・石井赳夫    一層充実した紙面にお逢いすることを確信して切手を同封します。 

埼玉・和久井哲男    伝笑鳩大変楽しく拝読しております。皆々様のわき出る泉の様な 

ウイットそしてユーモアに励まされて毎月毎月元気で楽しい刺激を頂いております。 

  

永平寺住職・佐藤憲雄  伝笑鳩315号飛んで参りました。嬉しく嬉しく拝し 感謝合唱・合掌 

 

宮城・片倉静江 今年もありがとうございました。毎月すばらしい「伝笑鳩」の飛来を楽しみにしております。 

 

埼玉・笹崎静雄（ペンネーム 能輝）  いつも楽しく拝見しています。良いお年をお迎え下さい。 

東京・樋口七郎   都内の文化財めぐりを楽しみ、伝笑鳩を楽しむ日々を過ごしてます。 

千葉・岡部千代松  毎月の来鳩が楽しみです。月毎に内容も豊富になり高度化も嬉しい限りです。   

 

青森・沼宮内春雄 鳩の餌（和食）を同封します。2016年も元気に飛んでくることを楽しみにしております。 

 

福島・松山カオリ メンバーの皆様の作品は毎月毎に進化して益々若返って行く手に何があるのか楽しみです。 

 

神奈川・藤倉由紀子  毎月末は「伝笑鳩」の到着を楽しみに待つ今日この頃です。 

 関係者の皆様のご苦労に感謝しご健康とご多幸を祈ります。頑張って投稿したいと思います。 

 

東京・亀山光昭   来年100才を迎える義母と96才になる伯母たちの元気をもらいながら、老体に 

「むち」打ってがんばります！ ♪歌に忙し過ぎて「読むだけ・笑うだけ」メンバー目黒の亀サンマ！ 

 

香野好太      好太川柳       フォト川柳  湘南の波ざわめいて夕陽落ち    

  シルバーを笑う門には鬼ゴマン 
人生の最終章はほぼケセラ       
昔俺今じゃ老妻主力です 
    福寿多重  本年も宜しくお願い申し上げます 

 

片岡 隆     病を笑い倒す 「心筋梗塞の顛末：9月4泊5日の入院療養・禁煙の日々」 

 
真夜中に 胸の痛みで 目が覚める あぶら汗出て 七転八倒 
二時間で 痛みなくなり 嘘のよう 喉元過ぎて 熱さ忘れる 

    念のため 受けた検査で さあ大変 心筋梗塞 即入院 
  
担当は 宮里藍似の 美人女医 あなたにだったら 命預ける 

減塩と カロリー控えめ 腹減った ４泊５日で ２キロもやせた 
禁煙で 浮いてうれしい タバコ代 薬代やら 酒代に消え 

 
信用亭駒公（佐藤忠恕）○ お蔵（入り）百人一首（小倉百人一首もじりで未年の重大ニュースを詠う） 

＊ザハ・バウディ氏設計の新国立競技場が余りに高額との反対で、白紙撤回になって国民が詠める 

人はいざ 心も知らず 新競技場 破格コストで 白紙撤回 

（本歌 人はいざ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける 紀 貫之） 
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２０１６年 読者の皆様から申年最初のお便り・年賀状  ありがとうございます 
 

東京・小柴常雄  今年もよろしくお願い致します。いつも皆様の頭の柔らかいのに感心しています。 

 

千葉・櫻井レイ   あけましておめでとうございます。今年も筋トレさながら脳トレを。 

「年々歳々花相似たり 歳々年々人同じからず」すご～く実感している今日この頃です。 

新商品のエサに旧商品のエサも入れさせていただきました。賞味期限がありません。御賞味下さいませ。 

 

神奈川・前嶋昭夫  いつも楽しい「伝笑鳩」をありがとうございます。定年退職しました。 

これからはじっくり観賞させて頂きます。皆様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

 

千葉・大久保信子   これからも 「見るサル、聞くサル、言うサル」で楽伝鳩になります。 

愛知・小西祥二    新しい年が輝かしいものでありますよう。頭の輝きを増して願っております。 

岩手・片山敦夫（宿六） ニヤリ  慰安婦問題合意 握手より指切りを   －安陪首相－ 

 

東京・高栄子  毎日一万歩、各種講座を年に二十回は受講。今も短歌とジョークサロンに夢中です。 

ジョークサロンに遊ばせてもらいます。脳力リフレッシュのため 

 

福井・山崎正剛   傘寿を迎える迄に世界遺産200ヵ所踏破を目標に頑張ってきました。 

現在195ヵ所踏破済で今年中に目標達成…？もっと若返って人生をエンジョイさせていただきます。 

 

長野・松原伸伍   昨年はジョークサロンで楽しくすごさせていただきました。 

東京・森忠靖    行く年、来る年、去る（申）年  待ざる（申）もまたやって来た去る（申）年 

 これがホント（？）の申（さる）まわし。本年もどうぞよろしく。 

東京・青木孝  新年おめでとうございます 平穏な年でありますよう   健やかに 

宮城・宗田淳  伝笑鳩とかけて、満塁ホームラン２連発と解く・・・その心は「発展（８点）です」 

 

神奈川・渡辺達雄         

本年もよろしくご指導下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉・田中清咊   毎月の”伝笑鳩”を拝読し、車中や喫茶店でも思わず笑ってしまう 

作品に出会うと 気分がほぐれ 何か 心温まる。２０２０までに参加。新しい目標できました。 

今年は我が干支 申年。7周目を迎えておりますがオリンピックイヤーまで達者でいたい。 

「伝笑鳩」にお誘い頂いた 先輩・一ノ瀬 善秋さんの お元気 に あやかって。いつか自分もそんな作

品を提供できたらと思っております。本年も何卒よろしくお願い致します。） 

 

千葉・石井志津夫  ＪＳ、伝笑鳩から元気を頂き感謝です。今年も笑いの医力に期待しております。 

京都・牟禮丈夫 新春織り込み 「サ・・ル 川柳」 

サ 酒をつぎ 何とかなると なぐさめる ル 

サ 差向いしげしげ見られ うろたえる  ル 

サ 山海の 珍味サカナに 生ビール   ル 

サ 採算が ギリギリとれて 生き返る  ル 

サ 最高の 演技が受けて アンコール  ル 

サ 才媛も 認知症にて 老いぼれる   ル 

サ 災害を 乗り越え今や 立ち直る   ル 
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２０１６年 申年 特別変集  読者同人笑品・ 厳選かけ流し 

海郷達人  新年対文 「さるどし とし とるさ」 そして 駄洒落川柳 
 
湯治場で冬至のゆず湯かぼちゃ食う    お食事券汚職事件と聞きそうな 
やあどうも肛門病院おしりあい      胃肝臓よくないみたいだいかんぞう 
まとまらぬ委員会それでいいんかい    就職難 内定ない でも 泣いていない 
彼女には 家ないよって 言えないよ   甲高い声で訊いてる神田かい 

 

鎌倉極楽寺・濱田親一  「さ・る・ど・し」  さても「目出たい」るんるん気分歳の初めは志功鯛  

 今年も新しい分野をと考えております。<甘辛都々逸ほのぼのランド >もよろしくお願いします。 

 ～天皇さんとは同じ歳で 真冬ゴルフは強意見（こわいけん） 

 ～目出鯛一匹 お届けします 食べて下さい お正月     

～専務センムよ 挨拶せんむ オームだっても 真似はする 

～上と前しか 見てない人が 長になっては 見えぬもの 

柴本和夫                 言葉の研究   

激動と言われたあの昭和は64年間でした。年齢が64歳になることから、生き方も昭和型から平成ならぬ 

平静型への転換を目指します。脳年齢を若く、好奇心を旺盛に、発想を柔軟に。気の利いたジョークを飛ばし、

美味しいお酒。明るく、楽しく、前向きに・・・ＡＴＭ   今年もジョークサロンを楽しく!!! 

１．歩くを、歩きに変える・・・某シューズメーカーのキャッチコピー 

  ・歩く（ある苦）はつらい  ⇒  歩き（ある喜）に変える   シューズです。   

  ・動く（うご苦）はつらい  ⇒  動き（うご喜）に変えよう  

・働く（はたら苦）はつらい ⇒  働き（はたら喜）に変えよう   

２．理想と現実 

  ・理想：酒とバラの日  々 ⇒ 現実は酒が原因で家庭崩壊状況・・・酒でバラバラの日  々

  ・理想：悠々自適の人  ⇒ 現実はリストラで自宅蟄居状況・・・憂々自宅の人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉・石代強 「さ・る・の・と・し」去る歳も累月及ぶ残る世も唐変木で七難流す  

＊健康にまさる宝なし    いつも感心させられっ放しです 

東京・瀧口庸行  頌春丙申歳（ひのえさるとし）元旦 

さ・颯爽と来るもの拒まず行くもの追わず 

る・類人猿を脇に置き動物愛護の旗頭 

の・能天気なる我が家の春よ 

と・闘犬引き連れ猿を追いどこまで行くかこの道を 

し・七福神も腹抱え舟のお伴が猿回し 

を・鬼も逃げ出すこの年はきっといいこと盛り沢山 

い・一押し二押し三に押し駄目でもともと諦めず 

わ・ワイガヤ人生も悪くない人に迷惑かけなけりゃ 

う・嬉しさ溢れるこの年もゆっくり行こう焦らずに。 

 

東京・稲葉浅治  川柳「歌」 

喜びも悲しみも秘め第九聴く 

枯葉舞うイヴモンタンを偲びつつ 

消えて行く村が市になりわらべ唄 

デュエットが三々九度の結び神 

卒業式仰げば尊し今いずこ 

 

 



- 7 - 

 

曽田英夫          狂歌NEW門    本年もよろしくお願いします。 
今を楽しく ずっと楽しく 

 ゆったりと 露天温泉 混浴で 今を楽しく ずっと楽しく  

三味線が 民謡酒場 響き合い 今を楽しく ずっと楽しく   

笑っていれば 問題はない 

 ほろ酔いで それでもジョーク 連発し 笑っていれば 問題はない 

 酔いすぎて 帰りの電車 乗り越して 笑っていれば 問題はない 

 良くは分からぬ 何でそうなる 

 老人が 道路逆送 事故おこす 良くは分からぬ 何でそうなる 

  客は皆 テークアウトで 店は空 良くは分からぬ 何でそうなる 

 

神奈川・天野秀雄  今年もよろしくお願いいたします 

神奈川・加畑髙治  延（縁）引ながら 切（吉）手同封   

愛知・加藤勝彦   おめでとうございます。毎月色変わりの印刷、何色か予想するのも楽しみです。 

 年始の剣道部同窓会、もう夏又会う約束をし、柔道・空手の仲間との合同会も再開しようと。昔仲間

と会うことが大きな楽しみとなる。そんな年になってきました。ありがとうございます。 

 

上の空組 印南博之  大娯解「ジョークサロン老いの喜び永つづき」思い出の迷曲集 

 

芝の女王            シヴァってどこにある国？ 

 ぼーらーれ マンマ まんま   またイタ公のしわざだな 

 ある半分の思い出        アルハンブラでは半分しか食べなかったの？ 

 真珠採りの団子         あの団子屋のおかみさんタンゴファンだってさ 

 コーヒールムバか        じゃあ紅茶は？  もちろんチャチャチャさ！ 

 

佐藤俊一      アイ・マイ都々逸 川越風味  ■干支は申 

 

「ヒツジの皮を かぶったオカミに なってあなたに つくします」（１年前の作） 

――１年経って、上のひと節への返歌球です。 

〈ヒツジの皮を かぶったオカミが 本性あらわす オオカミに〉 

〈ヒツジの皮を かぶったオカミと きっと手を切る わたしゃサル〉 

〈ヒツジの皮を かぶったオカミと ひそとお別れ あとずサル〉 

〈ヒツジ雲去る 苦もひきつれて サルものは来る 追わずとも〉 

 

南亭琴内（米岡 泰） 南亭琴内氏どんでん返し92 ◆「時事川柳」 ＆♪「恒例…歌詞パロディ」 

 

◆止めて暮れ花が咲いたり雪来たり   ◆マイナンバー総背番号とどこ違う 

 

 

 

  

 

 

 

♪童謡編 

おこし、煮付け、焚き火、団子 

中古で姉やは嫁に行き 

扇げば鬱陶しい和菓子の怨 

秋の憂日に照る山も地味 

 

♪フォークソング編 

今はもう鯵、誰も居ない雲丹 

ボンクラもみんな生きている 

家ステタデー 

静かな御飯の盛の過激派 

 

♪歌謡曲編 

さよなら錯覚、また来て引っ掻く 

芝居ながらも楽しい我が家 

ヒゲタ醤油にみりんはないが 

酒乱同士が小皿叩いて乱痴気オケサ 
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門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 

「謹賀新年  若者に、モンキーレンチでネジを巻いてもらいましょう」 

１）名物はＰＭ2.5 の北京ダーク  

２）♪和民の居酒屋 酷使する 渡辺会長の ブラック企業 

  共に歩むも 今日限り共に働くも 今日限り♪（金色夜叉） 

３）♪羽生の得点は天井しらず 四回転の装いうららかに 

    のどかならぬチャンの心 華はあるしスケートは友 

    おおわがリンクよ楽しとも たのもしや♪（埴生の宿） 

４）お炭坑なすといわれてもめげないアサ 
 

①   ②   ③   ④   ⑤ 

 
 
    読み方 

       分かる 

    かな？  
 
 

ヒント  ①何が入っている？②米札＝ドル③女中はメイド④亀は何年⑤新はニュー 

答え   ①推理小説②アイドル③メイドインジャパン④万年筆⑤メニュー 

 

岩手・片山敦夫（ほらえびす） 謹賀新年・・今年は還暦・・ペンネームを何種類か使い分ける予定 

愚かな平民で泣いているので「平民愚うえーん」もあります。よろしくお願いします。 

 

                        

 

 

 

 

 

 

東京・波木博信  知らない街を歩くのが好きです。新しい物や珍しい物を見つけるプチ散歩です。 

歩くうちに道が分からなくなり、 

いわゆる迷子状況になるのも快感です。 

そして「あ、この道か」と今いる場所が 

分かった瞬間の喜び。 

・・・・「カミサン元気で留守が良い。 

羽を伸ばせる至福の時間」・・・。  

また突然サロンにおじゃますると思います。博 

東京・藤野哲康   本年もよろしくお願い致します                   

神奈川・高橋久夫  新年おめでとうございます。健やかな笑いを今年も期待しています。 

佐賀・野田ふみお  一年分の切手送ります。よろしくお願いいたします。 

人麿さんの猿まね ➡ 古人の 人の植えけむ  百日紅（杉が枝に） 霞たなびく 春は来ぬらし 

京都・大石脩   賀春迎春  お目出とう恋う猿ま鶴   新年を笑い川蝉の如く寿を大笑  

小
酢
説 

愛
米
札 

目 

新 

日
女
中
本 

亀 

筆 
ふ
っで
で 

感
字
テ
ス
ト 

2016 ジョークサロ

ン新年会で、門口さ

んが披露した感字テ

ストです。 

マイナンバー返送 333万通  

 －これがホントのトリプルスリーです－ 

            －日本郵便－ 

 

ＴＰＰへ 横綱枠を －日本人力士－ 

 
民・維統一会派へ   

－民意を反映できるだろうか  －有権者

－ 

「いつまで何処を徘徊してるの。 

早く帰っておいで、ご飯なくなるよ」 

亭主抜きで旅行や女子会が好きです。

私にとって自由気ままな至福の時間で

す。     自分へのプチご褒美。 

報ステ１２年 

 去る時が来た   －古館伊知郎－ 
初詣 五郎丸ポーズでの参拝が目立った 

               －社寺－ 
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若狹芳生     ■面白回文【芸能人編その２「世の中バカなのよ」】  

福山雅治は、「ダンスが済んだ」後は「キスが好き」 

あの世では、「立川談志は死んだ若手だ (たてかわだんしはしんだわかてだ)」  

 

吉永こ百合      はめ字   「冬銀河」 と 「歌声も」 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤井敬三ユーモア川柳「ああ、腹」＜解体新笑シリーズ＞ 

           

ゆるキャラの着ぐるみ皆んな丸い腹    父ちゃんの腹は三段飾り餅 

 

斜に構えポーズを取れど目立つ腹     バイキング朝から腹を開けてある 

 

腹心の部下に窓際あてがわれ       言うことを聞かぬスマホに腹を立て 

 

腹時計だけは元気な定年後        腹一杯食って日本の平和知る 

 

森昤二   『駄洒落節だよ 人生は！』  ★最狂３大国家士格     （挿絵：鈴木 登） 

 
①コウニン いかさま士   ②インターナショナル さぎ士  ③グローバル ぺてん士 

           
  （公認如何様士）      （国際詐欺士）        （全球腐展士）   

 

  

 

 

 

 

◆目指せ  海外展開対応 最狂３大国家士格！ 

公認いかさま士     インターナショナルさぎ士      グローバルぺてん士 

 

阿部博                師走川柳 

 我に似たヒト探しおり動物園                <冬の雨の日、上野動物園で>                    

 葱きざむ昼飯侘し定年後    <「結婚後、私の昼ごはんはずっと残り物」と奥さんに言われて>   

 フランスは遠くなりけりテロの夜 

 青空へ紅薔薇の花のぼりゆく 

 製糸場裏は断崖空つ風 

<はとﾊﾞｽ旅行でトレジャーガーデン、朔詩舎、富岡製糸場を訪ねて>  
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高橋通男     マスコミ登場席巻  奈菜子ワールド 

 

11/2 東京笑ケース   不発       「燕返し」   －ヤクルト 

11/10読売ＵＳＯ放送  米英首脳「テロ濃厚」  露知らず －プーチン大統領 

11/29読売ＵＳＯ放送  実質禁止に  ケイコウに従った  －蛍光灯 

12/1 読売ＵＳＯ放送  アスピリンで予防 チョウ助かる  －大腸がん研究チーム 

12/3 東京笑ケース   製造中止へ  昭和がまた消えます －蛍光灯 

12/15読売ＵＳＯ放送  ＴＶ生産撤退  「適切」です   －東芝 

 

 

神代京子    フォトはめ字   冬木立木枯らしの舞う冬の庭 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

平井幸雄   申年明けましておめでとうござる  申年も宜しくお願い申し上げます 

                    

 上下 かみしも を切る、上下 かみしも を振る、上下 かみしも をつける  

 落語は一人で複数の人物を演ずる。そのため、右を向いたり左を向いたりしてセ

リフをしゃべ りますが、この事を「上下をつける」「上下を切る」「上下をふる」

などという。「上下を切る」 の上手いか下手かで、落語の上手か下手がわかる。

落語は、高座に上がったら下げまで・・・ 今回は上下についての漢字・和製漢字・

国字・感字を並べてみた。上を下への大騒ぎ・・・ 

 

上下と書いて「かみし も」               舞台や高座の上下は、          

「 うえした」「 じょ うげ」と読む      向かって右側が上手 左側が下手。 

 

「山を上下する為の道」の会意文字            衣と袴が共布で一揃いの衣服。 

で和製 漢字「とうげ」と読む。     かみしも」と読む。洋服ならスーツ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は 静 ふ か 落 

お か ゆ る 葉 

わ に の ゆ ふ 

り あ に う り 

ぬ き わ べ か 

春 空 ふ 風 天 

待 に ゆ に 向 

ち だ こ ゆ ふ 

わ か だ ら 潔 

び れ ち り さ 

聖 悪 こ 枯 い 

夜 戯 が 葉 ず 

の し ら が こ 

街 わ し 漂 か 

に す の う ら 



- 11 - 

 

西川信治       ★時爺呆談  ☆世相呆談   

★1億総活躍社会 低年金生活者1,250万人に3万円3750億、TPP米の補償に3,000億の 

バラまき        →  参院選直前に支給（買収じゃないの？） 

★軽減税率攻防戦       →  軽減でない「現状維持税率」に改名したら 

★外食は店で食べずに持ち帰り →  牛丼、コーヒーセット，回転寿司 

☆スマホ老眼防ぐには40～50センチが必要 車内で15センチの若い女性や学生も 

→  40センチも放したら見えない？ 

☆赤子を抱き重いベビーカーを持ち階段を降りようとする娘にさっと手を貸し持って降りて 

くれた男性に大感激        →  見ぬふりをしない大阪サラリーマン 

 

高畑傳     二流亭転失気奴（高畑傳）生前法名（教傳院釋印熱） 

私はお祭り子でした。１４歳で少年飛行兵に入隊したが、お前ら訓練する飛行

機は無いと言われて,神田の我が家に帰ってきた。そして終戦。まだお祭りが禁止

されていた２０年秋に子供神輿を引き出して、神輿を担ぐ計画を立てました。し

かし神田警察とアメリカ軍に中止を命ぜられました。平和のお祝いだ、ピース、

ピースとやり、アメリカ軍と「対峙覚悟」で担ぎだしました。しかし駆けつけた

アメリカ軍の若い軍人が参加して、共にピースだ、ピースだと担ぎました。次の

日もチョコレート、パン等のお土産持参で参加し、すっかり仲良くなり、その後は我々とバスケッ

ト大会までやる仲間になりました。我々が勝ち、万歳三唱までしました。米国とは一勝一敗だと、

昨日の敵は今日の友となり、楽しい戦後が始まりました。  

時は流れて７３年、８５歳。ハローインには「バリバリの浜辺で」をエレクトーン演奏でミスっ

て不覚をとる。このことを我が母校「神龍小学校」（千代田区民スポーツセンター）の「ジョーク

サロン」で発表する人生奇遇！ 

 

瞬間芸のプロ 菅谷信雄  本年もジョークサロンで楽しい笑いをよろしくお願いします。 

池袋サンシャインのラン展で蘭を購入しました。販売員に、「領収書は、ブランクでいいよ」と言った
ら、「ブランク様でよろしいですね」と言われ、ずっこけました。 

そこで、「上様では恐れ多く、お殿様には見えないでしょう？」と言うと、すかさず「いえ、お殿様の
ような感じがしました」と切り替えされました（^ω^） 

 

千葉・藤森清彦    毎月「伝笑鳩」が伝笑されるのを楽しみにしております。   
 「老人クラブのおしゃべり会」や色々なサロンの種（ネタ）にも借笑させていただいております。 
 
野本浩一  お写落日記 【フィレンツェの旅でダビデを仰ぎ見る ミケランジェロの渾身の作】 

長崎の方言で、「太か（ふとか）」とは「大きい、どっしりして
いる、態度がでかい」に加えて「背が高い」を意味する重要な言葉
である。だから、長崎人が東京タワーや東京スカイツリーを見て「い
やー、ほんと太かねぇー」と感嘆の声を上げると周りの人たちがキ
ョトンとしてしまう。 長崎出身の新婚夫婦がフィレンツェに行っ
て、ダビデ像を見たときの話。 
 新郎が、ダビデの足先から頭のてっぺんまで見上げて言った。 
「ものすご、太かねぇー」 
 新婦も旦那に合わせて「ホント、ものすご太かぁー」と言ったが、
眼は体の真ん中をじっと見ていた。 
  
 人はみなダビデの像に魅入られて 十人十色それぞれに見る 

ダビデ像前からばかり見る人は  後ろ見逃し尻知りません 
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★2015年12月16日例会参加者 14人 参加者が少なく寂し秋の夜とは言え元気サロン同人   

野本浩一、平井幸雄、曽田英夫、高木正明、海郷達人、阿部浩、佐藤忠恕、門口泰宣、西川新治、 

印南博之、柴本和夫、米岡泰、神代京子、尾垣聡子 

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 ） 

2016年の例会予定です 

2月24日（水）  千代田スポーツセンター  ７階第２集会室   

3月23日（水）、4月27日（水）、5月25日（水）・・・千代田スポーツセンター予定 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.316 発行 20161.27                 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・森昤二・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12月8日～2016年1月18日 

 志賀明、高橋満子、石井赳夫、樋口七郎、山中静代、菅谷信雄、香川信子、大石脩、 

 小松崎文夫、山崎正剛、和久井哲男、渡辺達雄、片倉静江、笹崎静雄、森忠靖、高栄子 

 亀山光昭、神山南朝（徹）、前田誠、沼宮内春雄、稲葉浅治、野田ふみお、小柴常雄 

 瀧口庸行、岡部千代松、高橋久夫、前嶋昭夫、浜田頓坊、桜井レイ、小西祥二、石代強 

 大久保信子、宗田淳、藤森清彦、加畑髙治 

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。 

★2016年1月9日  新年会   ２３名   太字は初参加 

青木孝、阿部博、一ノ瀬善秋、印南博之、尾垣聡子、海郷達人、神代京子、佐々木裕子、佐藤忠恕、 

佐藤俊一、柴本和夫、曽田英夫、高木正明、高橋通男、高畑傳、庭野ち草、西川信治、野本浩一、門

口泰宣、西川新治、東省三、藤野有樹、森昤二、門口泰宣、米岡泰 

＊高橋友季子さんがご挨拶に立ち寄ってくれました。ありがとうございます。 

＊一ノ瀬善秋   「大寒（耐寒）・小寒（笑感） 山から猿が跳んでくる  ♪  一陽来復～立春大吉～ 

  一笑一若 、 紅梅 ・白梅の笑み」 

＊佐々木裕子さんは変集鳥のシニアエアロビクスの先輩です。急なお誘いに乗って頂きました。 

 佐々木さんからののメール：「ジョークサロンの新年会では色々とお世話になりました。初参加にも拘

わらず皆さんに心暖かく迎えて下さって楽しいひと時を過ごすことができました。自然に溶け込んでいけ

る賑やかな心和むよい会ですね。また参加したいと思います。皆様に宜しくお伝え下さい」 
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