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＊＊＊＊＊２０１６年６月 No.３２０＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊ 

 伝笑鳩は今月で320号となります。発行は毎月の例会に合わせて第4水曜日ですが、12月は第2水曜
日14日になっています。今年はカレンダーの都合により、11月は第3水曜日16日に発行する予定です。 
 従いまして、11月例会は16日、12月例会は14日を予定しております。 
 あらかじめ事前に日程をご案内致しますが、原稿の締め切りが早まり、「ものは付け」の締め切りも
早くなりますので、ご承知頂きますようお願い致します。 
 
 先月の伝笑鳩に、誤植がありました。古文亭南朝ものは付け評「波根→羽根」、石代強笑品「退会→
大会」、野本浩一笑品「北村声望→北村西望」です。訂正します。ご容赦お願い致します。 
 変集入稿の折に注意しているのですが、ミスに気付かず見過ごしては叫んでます。あーあー。 
 
愛知・加藤勝彦  「肉筆浮世絵ハガキ」ありがとうございます。名古屋人がなごやかってのは初耳。   

 件の友人が夫婦で尋ねてきました。やせたので「どうした。大丈夫か？」「ガンらしい、がんばってる」 

「大腸部か？」「タンノウしてる」 ガンではないみたい。 

 中東情勢： 「昼でも私はヨルダン…」「細かいこと私はシリアせん･･･」「シリア、ダマスダマしっこ･･･」 

 

埼玉・古沢史水   いつも楽しい「伝笑鳩」有難うございます。切手を少し送ります。 

いつまでもご活躍で、笑いをお届け下さいませ。 

 

神奈川・五十嵐吉彦    都合により本年をもって退会致し度く、よろしくご理解の程お願い致します。 

楽しいジョークを有難うございます。ジョークサロン及び伝笑鳩のご発展をお祈り致して居ります。 

 

東京・高栄子      「緑の日」にウォーキングの実地講習受けてきました。 

 高齢者になるほど歩くことが大事。昔の陸軍歩兵は 1.5 メートルを二歩で歩かないと行軍が成功しなかった

という話にビックリ。今回出会った元陸軍歩兵（今は94才）強すぎますわ。 

 
樋口七郎          スズメ・ハト・タカのお風呂 

 

 孫が２才の頃、一緒にお風呂に入りました。男のシンボルが孵化したばかりのスズメに似ているので、私は

スズメちゃんと言っておりました。４才になった頃、いつも通り、スズメちゃんと言うと、孫はスズメではな

いというのです。それでは何だというと、ハトだというのです。それではジジちゃん（私）のは何だというと、

カラスというのです。私がカラスはいやだから、タカでいいかというと、タカでいいよというのです。 

 ３才年のはなれた弟が生れて、この孫と2才の頃一緒に風呂に入った時、やはりスズメと言っておりました

が、２才の孫はスズメで満足しておりました。その頃はスズメとハトとタカが仲良く風呂に入っておりました

が、９才と６才になった今は一緒に風呂に入ってくれません。タカは一人寂しく風呂に入っております。 

  

鯉のぼり 五月の空に さわやかに 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】 

 どんでん返し 関東エスカレーター奇談 
駅のエスカレーターは、朝のラッシュ時に両方共
下りになる個所がある。そこを下っていた時、上
ろうとしたおじいちゃんが･･･一生懸命上っても、
同じ場所で足踏み状態になっていた。 

あのおじいちゃんはその後どうしたかな？ 

      神奈川／南亭琴内（米岡泰） 
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東京・稲葉浅治       川柳「嘘」   嘘でいい好きだと言ってほしかった 

 

自分史に少しの嘘を散りばめる    幸せに暮らしていると嘘を書き 

方便の嘘多くなる老いの知恵     嘘ついていますと顔に書いてある 

古文亭南朝選    第１８４回ものは付け  

       「ありすぎて困るものは」 

小 銭                 東京   稲葉 浅治 

友 人                 東京   高 栄子 

知能指数                東京   樋口 七郎 

悪 銭                 神奈川  浜田 頓坊 

高齢者の薬               千葉   海郷 達人 

食欲・性欲               神奈川  藤野 有樹 

頂き物                 高知   高橋 満子 

ラブレター               東京   柏谷 達雄 

好奇の目                千葉   皆合 かず子 

賞味期限切れの調味料          神奈川  田中 茂美 

診察券                 東京   野本 浩一 

帰り道の赤提灯             千葉   高木 正明 

健康法                 神奈川  阿部 浩 

抜け毛                 神奈川  武井 美雄 

この年にて・・・若さと美貌       東京   柴本 和夫 

欲の皮                  京都    牟禮  丈夫 

日本選手への期待              埼玉     酒井 典子 

尿 意                 東京   植竹 団扇 

女性のワキ毛              東京   高橋 通男 

次回（第185回）の題   「あってもなくてもよいものは」 出題 樋口七郎 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

6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 

 

お金          神奈川   志賀  明 

【評】一度は言ってみたかったって？ 正直でよろしい。 

入選 

 

地 震                 東京   藤野 哲康 

捨てられないもの            埼玉   北沢 正嗣 

ぜい肉                 神奈川  山中 静代 

隣国からの漂着物             埼玉    石原 義三 

ひ ま                 千葉   岡部 千代松 

写 真                 神奈川  藤倉 由紀子 

 

佳作 
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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 85 

<ジャズと落語と都々逸を楽しむ> 

◇JAZZの文字が 新聞に載り ざっと100年 あのシカゴ 

◇ジャズと都々逸 こりゃまた馴染む 噺家師匠は 聴き上手 

◇落語ジャズとも 即興重視 当意即妙 生きている 

<言葉には時代を変える力がありそうだ> 

◇富国強兵 日本語づくり 上田万年（かずとし） 高評価 

◇Mrs（ミセス）Mr（ミスター） ではなくMx（ミクス） どちらでも無い 新敬称 

 

<「徳川吉宗様」と郵便受けに封書が入っていた。> 

アウトドア教養講座の講師から「鎌倉時代の五合枡や、仏法寺の件について御教示頂き、ありがとうござ

いました。・・・」云々とあった。私の詠んだ一首から、洒落て返事が徳川吉宗様になったらしい。 

◇くわえタバコを 見るたびいつも 放火犯かと わしゃ思う     八代将軍 吉宗 

  

長野・松原伸伍  （つぶやき川柳）               （音痴川柳） 

 

 

 

 

 

京都・大石脩                 ダジャ連発！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香野好太      好太川柳          

 
譲られずちょっと嬉しいシルバー席    

 
政治家と同じだ俺も嘘が下手       

 
筋道を立てても人生夢芝居 

  
筋道を通し浮いてる無垢な奴 

 
風一陣花びら舞って星になる      

 
  芽よ出よと丹精しすぎて孫くさる 
 
恋心芽吹くお歳も高齢化 

さびしいよ ふさふさ髪は すべり台 

さびしいよ 子に手をとられ 散歩する 

さびしいよ 囲（まわ）りの声は 気をつけて  

 

おんちでも シニアが歌えば ユーモラス 

おんちでも カラオケ代は まからない 

おんちでも 皆んなと歌えば シンフォニー 

 

「世界の何処に酩酊する人が多く住むか？」 

「酒造会社の多い国！」 

「それは無論のこと、酔うロッパです」 

 

「先生、幽霊って居ますか？」 

「幽霊は居ません。幽霊は出ます」 

 

「ママ、お隣のお兄ちゃんは、人を食べるの？」 

「どうしてそんな事を訊くの？」 

「だって、みんな『人を食った顔してる』って、 

言ってるよ」 

 

米大統領選挙共和党指名をほぼ確実にした、 

ドナルド・トランプは、日本人向けの名刺を 

「怒鳴るど・♠♡♢♣」にするらしい 

フォト川柳 

月光を 

浴びてゆったり 

夢ヨット 

 



- 4 - 

 

南亭琴内（米岡泰） 南亭琴内氏どんでん返し96  時事詠歌  & 関東エスカレーター奇談 

 
    桜まだ それは梅だよ それは桃 それは河津と 分らん奴め 

 花見酒 それは焼酎 それは梅 清酒の前に 寝込む馬鹿野郎 

贅沢め 前線と共に 北上し 酌み交わしつつ 花風邪になり 

 満開の 桜の下で 一陣の 春風と共に 君と散りたい 

 

 

 

  

  

若狹芳生       感じる！感じる！漢字る！世界 

 

 ■「櫻」という字＝２階（貝）の女が気（木）にかかる。そうです、その女は、家に

波風立つ女＝「妾」でした。でも義経の愛妾：静御前は、男を立てるイイ女で

ありました。 

■「屍」の旁（つくり）から成る字に、「尻」「屁」「尾」「尿」といった下ネタが並ぶの

はどうしてでしょうか。私は「尼」さんが好きなのに・・・。近くの東慶寺（北鎌倉）

と群馬県太田市の満徳寺が駆け込み寺で有名です。 

 

神代京子   フォトはめ字    花水木ああはなみずき目に青葉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

し 緑 は 光 は 

白 み な の る 

き ず み な は 

花 み ず か ゆ 

片 ず き に く 

心 え め 一 と 

う が に 瞬 き 

ば お あ に め 

わ の お 起 き 

れ 君 ば き は 

し あ は や あ 

ろ か な か さ 

き ず み な は 

輝 眺 ず 園 さ 

き む き に わ 

元気な知り合いのおじさん。エスカレーターを昇る私を見かけて、並行して走る下りの 

エレベーターを下から駆け上り、上から私のエスカレーターに駆け下りてきて、話しかけ 

てくれた。びっくりして感動した。ものすごい健脚おじさんだった。 

 

混雑するエスカレーターでは、急がない人は左によけ、急ぐ人を右に通すのが常識だが、 

おばさん達の団体では、二列をフルに使って絶対に道を開けてくれない。 

「急いでますので、道を開けてください」と言ったことがあるが、見事に無視されてしまった。 
＊これが関西では右側通行になるんだよね。関東人は更に混乱する。 
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二流亭転失気奴（高畑 傳）生前法名 （教傳院釋印熱）  あっ晴れ！ と 喝！  

□あっ晴れ  連発！ あっ晴れ あっ晴れ（大声で）！ 

◇6連覇達成！羽生結弦21歳   

（ＮＨＫ杯3連覇、フィギュアＧＰファイナル3連覇））世界記録更新中 

◇ジョークサロン開催回数 世界記録達成中（伝笑鳩：300回超えて日本中に飛んでいる） 

 ◇楽習塾 塾長 平井幸雄（三遊亭 圓塾）「ヒライ信」200号達成 1998年（平成10年）創

刊してから17年、日本全国だけでなく、世界にも（ハワイ島等）飛んでいる。 

■喝  喝   喝（大声で）！ 

◆東芝決算監査不備   監査の監査の監査の監査のムダ組織！ 

刑を終えたホリエモン  「俺よりずっと悪い人おるね！」 

 ◆マイナバー関連不備＋不正  

◆原子力発電 基礎研究不足 

高木正明 コミックどどいつ瓦版（297） 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

日本死ねには ビックリポンの 政府慌てて 動き出す  
並みと比べりゃ １０万安い 辞めた保育士 うん万人  
保育園より うるさい大人 子供嫌いの ジジやババ  
外国学者に 耳傾けて 日本学者は カヤの外  
消費増税 延期は違反 誰の味方か 民進党       
タックス・ヘイブン 税金逃れ 隠すカリブの 宝島  
似たり寄ったり クルマの燃費 不動産屋の 徒歩何分  
手術終わって ガーゼが足りず 患部に忘れた 医療ミス  
ドアの危険を 忘れたメトロ 乗りそこなってた ベビーカー   
猫の鳴き真似 子猫に継いで 江戸家猫八 黄泉の旅  
離縁忘れて 梨園の紀香 乗ったつもりの 玉の輿  
五輪選手が カジノで勝負 場所を違えた バドミントン  
一抹不安が 市松模様 粋で決まった エンブレム  
地震・台風 天災国は 防衛費よりも 防災費  

 
曽田英夫          狂歌NEW門  

朝出勤 ビルの階段 かけ登る  元気ですごす 年を感じず 

出勤時 電車混んでも 本を読む  元気ですごす 年を感じず 

         帰宅時は  一駅歩くと 決めている 元気ですごす 年を感じず 

居酒屋で 皆でワイワイ 飲み食いし  元気ですごす 年を感じず 

 

                 川柳や 狂歌作って 笑ってる 自由な時間 すごく頑張る 

                 明治から 時刻表を 眺めてる 自由な時間 すごく頑張る 

                 チューリップ ヒヤシンスなど 花盛り  自由な時間 すごく頑張る 

                今夏また ゴーヤ・キューリ 収穫を  自由な時間 すごく頑張る 

 

                月曜日 一週間が もつように 背中まっすぐ 気合いを入れる 

水曜日 真ん中だけど 疲れあり  背中まっすぐ 気合いを入れる 

                  金曜日 あと一日で 週末だ 背中まっすぐ 気合いを入れる 

土曜日は 妻の買い物 アッシーに 背中まっすぐ 気合いを入れる 

元気ですごす 

年を感じず  

 

自由な時間 

すごく頑張る 

 

 

背中まっすぐ 

気合いを入れる 
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海郷達人            半可通の納得・ふーん 

 

１．藤原紀香が梨園の妻に 

  “藤原紀香がりえんの妻に”と聞いた。ふーん、もう離縁か。 

 

２．隣の駅は菊名 

横浜から東横線に乗ってしばらく、隣の客に「次の駅は？」と聞いたら、「きくな」だと。ふ

ーん、黙るしかなかった。  

 

３・三菱自動車データ不正 

懲りない三菱自動車。今度は、燃費試験のデータ不正がばれた。 

ところで、三菱の総帥、三菱重工のサイトを見ると、今日も相変わらず、 

「三菱重工グループでは、グループ全社をカバーするコンプライアンスの推進体制を構築し、

公正で誠実な事業活動の徹底に努めています。また、働く一人ひとりがコンプライアンス意識

をもって行動するための教育研修・啓発に力を入れています。」だと。 

ふーん。世の中そんなもんか。    （注）「…」は、三菱重工ホームページから引用。 

森昤二                 『駄洒落節だよ 人生は！』 （ 櫻 と ツボ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉永こ百合   はめ字        桜の木桜咲くから桜舞う   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除苦 で  

 

人生櫻花 の窓  

 

－ 人生 の ツボ － 
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阿部 博        アベ ノミ クスクス 川柳 

 

○神田明神前の天野屋で    江戸っ子の言葉うつくし甘酒屋 

 
○歩数１８０００歩、歩行距離９キロ、歩行時間３時間。減量結果は？ 

1グラム御利益篤し高尾山        ▲神田明神前の天野屋                            

                               

 ○東海道を品川から川崎へ歩く 今むかし街道ゆけば酒おんな 
 ○          いちまつの不安残してエンブレム              

 ○震災後五年の宮城県岩沼市で  叔母住みし海辺の村へ五年後に 

▲高尾山の登山道 

上の空組 印南博之   大娯解   ◆入学の春  ええ学校◆ 

 

♪何年生になったら 何年生になったら マッハ１で飛べるかな SDAF航空自衛隊飛行学校    

・兄弟で入学できました                京大 

・橋をかけたくて志望しました             陸橋大 

・アノー禿頭でも入学できますか            美容学校 

・うちは料理学校ではありません！           横浜中華学校 

・脱税の方法は教えません               税務大学校 

・昔は産婆学校っていわれたことはあったけどサンバはねえ 

 

門口泰宣         阿呆リズム＆パロディ 
 

◆余震をもって帰られず  避難住民 
◇「高市大臣、なぜ外国要人と会見しないの？」 

   「電波の届かないところに居たからよ」  

◆ビシビシと不正が暴かれるＭ自動車   

◇黒塗りで白ばくれているＴＰＰ交渉の中身 

◆睡眠暁をおぼえず  甘利元大臣 
◇♪あんた 泣いてんのネ バカラ 言ったじゃないの  

違法のカジノへ 賭けに来る ディーラーなんかの 
言うことを  バカね 本気に本気にするなんて  
全くあんたはうぶなのね 

    五輪棒にふり かもになる♪  
（だから言ったじゃないの） 

◆五区僅少差で与党候補当選 
◇おれもＡ案に賛成だった 森のイチマツ 

 

高橋通男          奈菜子ワールド  「マスコミだよ、おとっつぁん」 

 

３月１５日（火）  読売USO放送    「悔いなし」 オワリです     ― 野口みずき 

３月２０日（日）  読売USO放送    引退    タイソウ頑張りました ― 塚原直也選手 

４月１６日（土）  読売USO放送    逮捕   「自防」は出来なかった ― 田母神元空幕長 

４月 ５日（火）  よみうり時事川柳   高みから新国立を観戦よ 

４月 ８日（金）  朝日川柳       切り札もオイルが切れた民進党 
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柴本和夫                言葉の研究   

  ◆合法のカジノとは・・やってもいいカジノとはなんでしょうか？ 

     ・カジノ（家事の）～手伝い 

     ・カジノ（火事の）～消火活動 

◆○○新宿がオープンしました 

     ・バスタ新宿とは・・・バスターミナル 

     ・スタバ新宿とは・・・鳥取には、スナバコーヒーもあります 

     ・パスタ新宿とは・・・麺類の店。ラーメンもあります 

◆○○が置けない～国立競技場 

     ・気がおけない・・親密な間柄 ⇒ 気がねが不要  

     ・木がおける競技場・・・木造の国立競技場 

     ・火がおけない競技場・・聖火台が置けない競技場 

     こんな議論をしても、聖火（成果）はあがらない 

 

藤井敬三        ユーモア川柳「ああ、睡眠」<解体新笑シリーズ＞ 

 

定年後予定無くても目が覚める     余命知り眠る時間が惜しくなる 

窓際の席に座れば眠る癖        講演会終わる拍手で目を覚まし 

 

優先席若い奴ほどよく眠る       帰りにはみんな爆睡バス旅行 

 

草臥れてママが寝ている子守歌     助手席の妻のいびきはクラクション 

真打の人情噺で舟を漕ぎ        寝付かれず羊がなぜか競走馬 

陽だまりにとろけて眠る婆と猫     寝てばかりいては果報が届かない 

 

平井幸雄  口偏の漢字   

４６０口（文字）  

口を象って… 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

開いた口が 

塞がらない 

 

  

子供のころ口下手だった

ものが、いま落語で噺・咄

をし、講演で話をするなど

口を使って笑売している。 

昔は無口だったが、今や口

八丁・手八丁の六口です。

口偏の漢字をテーマにし

てみました。 
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西川信治（笑門亭来福）     ★時爺呆談     ☆世相呆談  

★当初予算より大幅下がったが一抹の不安    →   木造に今頃くすぶる聖火台 

★内閣府災害担当副大臣「昨日からまだ一睡もしてないんだから」発言で更迭？ 

→  防災に不敵だったベテラン議員 （現地職員の不満続出） 

★（国のため）世界一倹約ムヒカ大統領（地球の反対側では） 

→ （国のため）世界一視察旅行のマスゾエ氏 

★政治が上位じゃないのはわかるが       →   日本の情報度世界72位 

☆手は床に着き、毎日ウォーキング40分     →     90才金のパンツのラガーマン 

☆被災地に500万円振替ブログに誹謗メール      →     高邁な精神に拍手無条件 

☆銀行貸し出し自己破産続出             →      アベ（ヒロシ）分かってCMしてるのか？ 

☆格安メガネ店でメガネの調子が悪いと言ったら「こんな安いメガネ買うからですよ」と言われた 

→    メガネ屋めお前の店で買ったんだ 

☆学生への添削に対し返信メールが              →     「変身が遅くなってすみません」 

☆医院の待合室でCMを見ていたおばあさん「スゴイ太った人だねー」 

→    聞いていて笑ってしまったマツコデラックス 
 
野本浩一  お写落日記  【願うのは世界ヘイワと核無きヨ  今日を元気に生き抜くチカラ】 

 
 ４月１日（金）から２５日（月）まで、長崎市と板橋区にある平和祈念像（北村西望作）を思い浮か

べつつ、出会った人たちとヘイワを願った。ヘイワを願うのは日本人だけではない。 

花見で出会ったオーストリア人。日本初訪問のスペイン人。シニアエアロビクスを楽しむキュートな

女性仲間。そして、最後はヘップバーンだ。・・・May the peace be with us! 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤俊一       どこの・ど・どどいつ変化球  

 

■「桜」という字       気（木）位高く ツんとすました 女がひとり 木にかかる 

ツんと気（木）位 お高い女 酔ってしなだれ 桜かな 

いつも木がかり その名はサクラ ひとっツ下の 女のこ 

■「生」は「牛」の下に「一」 生きるとは 牛が一頭 一本道を 歩みゆくよな ものだとさ 

■「春」は〈三人の日〉    二人の間に 一人が生まれ 三人の日に なれば「春」 

と重ねて書く       三人よって 重なり合って 何かする日は 「春」ですよ 

■「大」は「一」と「人」   一人が重なり 大人になった 別れりゃさみし また一人 

■「明」と「暗」       明るいところに お日さまひとつ 月も並んで 明るかろ 

暗いところに お日さまふたつ 立って並んで なぜ暗い 

■「星」は“日から生まれる”と書く 

おひい（日）さまから 生まれたさだめ スター街道 まっしぐら 

■「晴」という字       空は青いよ お日さま出てる だったら天気は 「晴」ですね 
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    ▼ぐるっとロの字にテーブルを並べて、ぐるっと順番に笑品を披露します▼ 

 
▲笑品が無くても構いませんので、気軽に来会して笑って下さい。笑いは明日のエネルギー▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

★2016年4月27日例会参加者 19人  一人加わり20になればきっと気持ちはいいかもね 

野本浩一、曽田英夫、高木正明、平井幸雄、佐々木裕子、阿部浩、海郷達人、西川信治、佐藤俊一、 

藤井敬三、阿部博、高畑傳、柴本和夫、米岡泰、門口泰宣、印南博之、神代京子、高橋通男、尾垣聡子 

＊この所は何故か２０人にちょっと足りない状態の例会です。それでも笑顔は充満しています。 

＊エアロビ教室を終えた後に例会に顔を出している佐々木さんを皆さん笑わせようと必死です。 

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 ） 

6月22日（水） 千代田スポーツセンター７階     第２集会室   

7月27日（水）、8月24日（水）、 9月28日（水）、10月26日（水） 

尚、都合により今年は 11月16日（水）、12月14日（水）が年内の予定です。 

･･･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 
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