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＊＊＊＊２０１７年２月 No.３２８ 新春特別号＊＊＊＊ 

          
＊＊＊＊酉年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊＊ 

 

 2017年 新 春 賀 笑 ～ 笑 顔 笑 来  

本年も来会・投稿・笑読をお願い申し上げます。 

 

 新年会の最後は参加者記念撮影。前列中央は読者代表小柴常雄さん（８８才）ハッハッハッハです。 

 

  

 2015年の一笑獲得・庭野ち草さんの音頭で乾杯 ～ 佐藤忠恕さん獅子舞 ～ 前幹事鳥・石井志津夫さんと三鳥 

明けて酉年コミック仕立て 
語る七七七五調 

◆今年トリ年 伝笑鳩も  
楽しく羽ばたく 七五鳥  

◆ペンやパインを 操りながら  
笑いトリ込む ピコ太郎  

◆ジョークサロンも 冗句を湧かせ 
トリ年楽しい お笑月  

埼玉／高木正明 

伝笑鳩 

今月の一笑 
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門口泰宣  日頃体だけはガン健と自負していた私ですが、あにはからんや大腸ガンにトリつかれ 

手術でそれをトリ除き、ジョウクー高く飛び上がり、残された余生をガンばります 

古文亭南朝選 第１９２回ものは付け 「こころよく迎えるものは」 

葱を背負った鴨                神奈川  志賀 明 

真夜中のポチ                 東京   稲葉 浅治 

トランプ氏からのお年玉（株高）        神奈川  浜田 頓坊 
朝の暖かい便座                東京   柴本 和夫 

新しく生まれてくる子供たち          神奈川  武井 美雄 

退院日の通知                  神奈川  藤倉 由紀子 

金を返しにきた友               神奈川  阿部 浩 

お歳暮の宅急便                東京   高橋 通男 

遠方より来たる朋               千葉   海郷 達人 
初日の出                   千葉   皆合 かず子 
給料日の主人                 千葉   吉永 こ百合 
福の神                    千葉   岡部 千代松 
101才の誕生日                高知   高橋 満子 
嫌みのない言葉                神奈川  田中 茂美 

誉め言葉しか言わない友人           東京   高  栄子 

御来光                    東京   植竹 団扇 

爆買い客                   埼玉   高木 正明  

愛の告白                   京都   大石 脩 

春の訪れ                   埼玉   北沢 正嗣 

大みそかの日の出               神奈川  藤野 有樹 

北方四島返還                 東京   樋口 七郎 
あの世からの使者               神奈川  山中 静代 

 

次回（第193回）の題       「何ものにも代え難いものは」  

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 

 

軒先に帰ってきた燕       埼玉   石原義三      

【評】「軒先のある家」そのものが減ってきているものね 

入選 

 

カラオケのイントロ             東京   藤野 哲康 

敬老祝金                  東京   三浦 邦夫 

譲られたシルバーシート           静岡   野末 紳二 
農家の花嫁                 埼玉   酒井 典子 
ダイヤモンド富士の日の出          千葉   藤森 清彦 

 

佳作 
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 ２０１６年の一笑 決定 ！  藤井敬三 ユーモア川柳「ああ、アゴ」！！   

                                      おめでとうございます。         

 

 

                                              

 

 

 

 

 

  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

同人・読者の皆様から年末年始に沢山のお便りや賀状を頂きました。感謝・多謝。今年も楽しみま笑。 

 

神奈川・大鳥羽裕太郎   昨年は世界が広がりました。本年もよろしくお願いいたします。 

東京・青木孝   新年おめでとうございます  お元気な日々でありますよう お祈り申し上げます   

京都・大石脩   賀春迎春 春秋に富む富士に笑月  ニワトリは三歩歩くと忘れるという  

ボクは一歩歩いて我を忘れる ＆ 彼女は半歩歩いてボクを忘れた 

 

東京・高橋通男   謹賀新年 しあわせいっぱい ケッコーないちねんになりますように 

福島・松山カオリ  ことしもどうぞよろしくお願いいたします 

 

東京・瀧口庸行   頌春 とりのとしとりにがさずにとりおさえひとつとしとりわがやのとりも 

 がんたんそうそうとりなべつつきとびきりよいとしむかえます 

 あなたのにわにもおおとりまいおりいわいます    

どうぞことしもよろしくおとりなしくださいませ     

  

埼玉・石代強  酉の年 理屈はとりてのびやかに 歳をとりましょ 幸せ気分 

 謹賀新年   今年も毎月を楽しみに生きられます 

 

愛知気晴亭・加藤勝彦   謹賀新年 本年も宜しくお願い申し上げます 

「２０１６年の一笑」開票結果：有効総数 75 

１月 柴本和夫  12   ７月  高橋通男  11 

２月 高木正明   19    ８月  森昤二    17 

３月 佐藤忠恕  28   ９月  神代京子  20  

４月 藤井敬三   31   10月 佐藤俊一    19 

５月 柴本和夫  24   11月 浜田頓坊   13 

６月 米岡泰    10   12月 野本浩一   13  

1位 藤井敬三 2位 佐藤忠恕 3位  柴本和夫 

 

    

定年後女房のアゴに操作され  

露天風呂あごまで浸かり雪見酒   

カラオケのサビの部分はアゴを振り 

 

←佐藤・庭野・柴本・曽田さん 

表彰式はニッコリ 笑金は有り難い 

みなさんの祝福を受けました 

笑顔一杯の新年会参加者です 
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千葉・石井志津夫 明けましておめでとうございます 「笑いの医力」に感謝です 今年もよろしく 

東京・鳥居晴美  新年明けましておめでとうございます。いつもご丁寧に、伝笑鳩とメールを 

お送りいただいて、心から厚くお礼を申し上げます。三百号を超えて、素晴らしいですね。 

本年も楽しみに拝見させていただきたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

神奈川・加畑髙治   本年も引き続き「伝笑鳩」を送付願いたくよろしくお願いします。 

 

千葉・岡部千代松  明けましておめでとうございます  毎月・伝笑鳩の飛来を楽しみにしています 

多岐にわたり豊富な力作に感心しております  切手同封しましたのでよろしくお願いいたします 

 

東京・石田貴代司  変集鳥やお写落日記でのご活躍しっかり続けられていて何よりです。 

神奈川・前嶋昭夫  明けましておめでとうございます。いつも楽しい伝笑鳩をありがとうございます。

今年は酉年、鳩の一層の飛翔を応援したいと思います。遅くなりましたので、5 枚プラスして切手を送らせ

て頂きます。本年もよろしくお願いします。 

 

千葉・藤森清彦   “伝笑鳩”の笑声がますます大きくなりうれしく思います。 

“ナルホド～～”“ソウダ、ソウダ、ソウナンダ”“上手い事云うナ!!”“貴兄姉の脳の構造はどうなってい

るの？”  私の話のタネ・ネタ（糧）に拝借報復絶叫させてもらっています。 

餌代と少しばかりの“オヤツ代”送らせていただきます。 

 

神奈川・志賀明 喜寿も過ぎ気力＆体力 ↘ 伝笑鳩＆酒で笑い上戸力 ↗ でバランス保持。多謝！ 

宮城・宗田淳    「初雪や 鳥の足跡 散りもみじ」（雑俳） 

ゆとりあるＳＵＮサン輝く酉年になることをお祈り申し上げます。 

 

神奈川・藤倉由紀子  今年も一年間大変お世話になりました。「お写落日記」とても楽しく拝読 

して居ります。来年も毎月「伝笑鳩の飛来をお待ちしております。良い新年をお迎え下さい。。 

 

青森・沼宮内春雄   毎回 機知にとんだ「伝笑鳩」ありがとうございます。 

来年も元気に飛来願います。皆様のご健康を祈っています。伝笑鳩の餌を同封します。 

 

神奈川・高橋久夫  今年も沢山のクスリをとどけていただきありがとうございました。 

クスリ（小笑）は健康増進のくすり（薬）ですね。来年もたくさんのクスリを期待して待ってます。 

 

愛知・小西祥二  毎月、たいへんたのしみにして「伝笑鳩」を読ませていただいております。 

ハガキの「伝笑鳩」をいただいた頃から、気づけば 300 号をとうに超えています。日々を重ねたものです。

縁をつづけていただきありがとうございます。新しい一年のエサ代を同封します。よろしくお願いします。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄  冠省御寛恕下さい  伝笑鳩327号嬉しく拝受・御厚礼申し上げます。 

愛は人を動かす力で 真は人が動かす力だ 

神奈川・飯塚廣子  いつも「伝笑鳩」ありがとうございます。良いお年をお迎え下さい。 

東京・亀山光昭   ジョークサロンのご盛会とみなさまのご健康を 

草場のカメからお祈りしております。 “亀ってる”亀山 

酉年だけに「とり」あえず、今年は色「とり」どりの新人会員をたくさん 
「獲り」込んで、ください。 
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宮城・片倉静江 「伝笑鳩」お送り頂きまして有り難うございます。楽しく拝読させて頂いております。 

埼玉・和久井哲男   伝笑鳩毎月楽しく拝読しております。ユーモア ウィット ジョーク 

 つきぬ泉より コンコンとわき出る ことは 本当に素晴らしいものです。ボケ防止に最高です。 

酉年も大いに楽しみにしております。切手お届けします。 

 

神奈川・米谷二郎  一年間メンバー皆様の投稿を見せて頂きました。世相に対する突っ込み 

それをさらりと川柳で表現するセンスには感心させられました。私もそれが出来るか。勉強させて下さい。 

東京・高栄子   新年おめでとうございます  昨年中に開始したことは、 

俳優（演技）講座、英会話、中国語会話、モデルウォーキング、朗読、絵手紙です。認知症予防に効果的か

どうか？今年も皆様のお幸せを祈ります。ゴーイングマイウェイの生活を送ってます。    

 
神奈川・前田誠  切手同封しました。宜敷くお願い致します。気の利いた事を込めてと思いつつ・・・ 

お仲間の皆様共々、益々のご隆盛を祈念申し上げます。 

千葉・西山雄治   いつも皆様の作品の見事さに圧倒されながらも楽しく拝読しております。 

 

広島・香川信子       人生はにこにこ顔の命がけ （平澤興） 

 いつも楽しい伝笑鳩をありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いします。 

東京・安藤晴康 いつも明るく楽しい笑いをありがとうございます。私も参加して駄作を披露していた 

ころが懐かしく思い出されます。私も年を取りました。惚け寸前です。少し休ませて？頂きたいと思います。

僅かですが同封します。ますますの発展をお祈り致します。「もういいかい」「まーだだよ」九十歳 

 
鎌倉極楽寺・浜田頓坊  恭賀新年  酉の年には 凜々しいピカソ 歳を忘れて 新ロマン 

新分野・新企画・新発想・新天地などなど考えましょう。よろしくお願いします。 

甘辛都々逸ほのぼのランド 

  〈世の中いろいろ 逆転劇あり忙しい〉 

◇オセロゲームの 逆転劇が 流行る時代に 乗る覚悟 

◇怒鳴る怒トランプ 言いたい放題 さあて折り合い その行方  

◇おッ巧い 「これも頼むよ」 赤札貼りに 「それじゃ」と早速 カゴの中 

◇肩の力を ほど良く抜いて 無理をしないで判ること 

◇古典落語を 聴いてるうちに 少し解った 花の街 

◇今を楽しく 情熱注ぎ 見えてる未来を 信じＧＯ 

☆酉歳は 笑いの種蒔き 花ゲリラ    頓坊 

 

東京・樋口七郎 新春のお慶びを申し上げます  伝笑鳩、鶴のように首をなが～くして待ってます 

＊あの男はずいぶんさからうね。仕事は何をしているんだ  

 ▶印章屋つまり判子（反抗）屋だ 

＊あの男はずいぶんけんか早いね。仕事は何んだね。 

 ▶風呂屋だよ。銭湯（戦闘）だ。 

＊あの男はベートーベンの歌がうまいね。仕事は何んだね。 

 ▶大工（第九）だ。 

東京・稲葉浅治  明けましておめでとうございます   本年もよろしくお願いします   

川柳「一」    一本の 糸を大事に 五十年 

もう一枚 舌を増やして 電話かけ     一押しが 足らず彼女に また振られ 

倦怠期 糸一本が 千切れそう       思い出の 一枚とうとう 捨てられず 
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神代京子  見上げれば銀杏は燃えて師走かな～HAPPY NEW YEAR ２０１７  

今年も笑顔とユーモアに満ちたサロンになるとよいですね。 

 

波木博信  Simple Slow Steady  何事にも気どらず簡潔に、ゆっくりとそして着実な生活を 

それともうひとつSmile。笑顔を忘れずに。この四つのSが今年の抱負です。 

「たんたんと」は、好きな言葉です。淡々として水が流れる如く過ごすのもいい。とはいえ、虎視眈々と、今

のスキルを活かしたあらたな仕事にも今年は挑戦します。 

 

若狹芳生        ◇アナグラム 言葉の並び 替え遊ぶ◇ 

 

■ドナルド・トランプで世界は“どぅなるど？”  トランプ占いでトランプが“スランプ”に！ 

■パフィの紅白２０年越しの初出場！ 1996年のヒット曲 「♪これが私の生きる道」 

資生堂のＣＭ挿入歌・・・曲名の中の漢字 “私・生・道”＝資生堂 に 吃驚！！！  

■“平”野レミ+“清”水ミチ子+“森”山良子の熟女コンサートのタイトル：「平・清・盛」 

タモリは平清盛が嫌い。平清盛のカナを並べ替えると ⇒ “タモリの嫌いよ“ になる・・・ 

■源頼朝は新年会で ⇒ “トリのモモ見なよと” 部下の衆に勧めています。 

  

香野好勇   好太川柳＆フォト川柳    2017年初春：残る日々味わい益してなお生きる   

         

人の世は笑劇川柳ネタの山       
残る日日味わい深く万華鏡       
邪心無し言ってる本人能天気      
鉄砲百合森に分け入り恐れさす 
サンタさん激安店で値切ってる     
トランプのババ抜きゲーム大勝利     

 

     沖を行くヨット見送り陽が落ちる ⇒ 

 

 

平井幸雄      幸せいっぱいのケッコーな酉年でありますように 

 

 酒もほどほど 程よく酔って ひトリ静かに ゆトリをもって さトリをひらき 色トリドリな 

 酉年を目指し  一つ歳をトリたい 
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高木正明   みなさまのご多幸をお祈り申し上げます 本年もよろしくお願いいたします    

コミックどどいつ瓦版  スペシャル笑タイム 

     歳を重ねて リタイアしても どっこい生きてる 昭和人 

 時の政府が 利益に眩み 毒のカジノを 仕掛け出す 

 都民ファースト 力みの小池 ドンや都議には 四苦八苦      

 トランプ政治は 理解に苦心 どんな舵取り 思案中 

 

《明けて酉年 コミック仕立て 語る七七七五調》    
寄って楽しい 新年会で ジョークサロンの 初笑い  
サロン仲間も トリドリ集い 洒落やジョークで 音頭トリ  
地方旅すりゃ シャッター通り 街は不景気 閑古ドリ  
トリが騒いで トランプ騒ぎ トリ年相場の 大発会  

ゴホンと咳すりゃ 一咳二鳥 狙う薬屋 稼ぎドリ   
トリのインフル ノロウイルスも うっかりトリ込み 命トリ   

  大河ドラマは 女性の城主 ヒロイン直虎 人気トリ  
   相撲トリなら 星トリ狙い 綱トリ嫁トリ 賞もトリ  
高齢定義は 75から これじゃ年金 トリこぼす  
江戸は八百野鳥の街に 代わる初夢 トリの年  
大学駅伝 韋駄天走り 青学トリ込む 三連覇   
寄席のしんがり 湧かせる纏め トリの真打 機嫌トリ  

 
《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調   ー2016年を振り返るー 》 

神ってるとか ゲス不倫とか ポケモンＧＯとか 盛り土とか  
聖地巡礼 マイナス金利 トランプ現象 (僕の)アモーレや  
保育園落ち日本死ねや ＰＰＡP 漢字は金（菌）  
復興制度に熊本城主（流行語特別賞）寄付で再建 熊本城  

アベノミクスが 見通し立たず カジノミクスの 御開帳  
トバク産業 繁盛すれば やがて献金 上納金  
負けた人から カネ巻き上げて それが収益 カジノ法  

競馬・競輪・競艇・オート カジノに狂えば 依存症  
依存症なら トバクの外に タバコ・薬物・アルコール  
韓流ドラマの 主役は今や 朴

パク

槿

ク

恵

ネ

 裁判沙汰の巻  
さらば申（去る）年 来る酉（取り）年も 楽しい笑いの年にする  

 

海郷達人         ショートジョーク 
 
◆宅急便    玄関でピンポーン！ 宅急便のお兄さんだ。 

「寒い中ご苦労さん」とお愛想を言ったが、にこりともせず、 
「ここにハンコ」と指さすだけ。・・ふーん、クール宅急便か。 

◇冷たい関係   読書中のワイフに「何か冷たいものないかい？」というと、 
めがね越しに、「私の視線じゃだめ？」・・・あー、こわ。 

◆ブラック企業  知り合いの息子が、「俺の会社、ブラックなんだ」 
「色があるだけいいよ。おじさんは、今むしょくなんだ」 
・・・ブラックジョークは、慰めにならん。 
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森昤二   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   

              

 天才 笑刻家  
  

      
傑作大公開    笑いまショー 

             

1994 （Ｈ 6）年 パロディー木彫 事始め    ⇒    好評価 

1998（Ｈ10年） 初個展＠松坂屋静岡店    ⇒    高評価   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
米岡泰                 南亭琴内氏どんでん返し 103  
 
Ⅰ.時事川柳  ☆ パククネも退陣までは大統領      ☆ 豪華食呼ばれ翌日絶食に 
 
Ⅱ.こらえきれずのどんでん返し 
お寺の厳粛な法事の最中に、ある檀家の持ち込んだフラワーロックが、住職のお経や鉦と共に突然踊りだし、

みんな必死に笑いをこらえていました。 
沢山のお供物や装飾の位置関係上、私達位にしかフラワーロックは見えていません。私は日頃お隣のお姉ち

ゃんに可愛がられていたせいか、なぜか家族席でお姉ちゃんの隣に座っていたのです。 
うちの両親は遠くから私を見て、最初は、「あらーあの子ってば、お隣の叔父さんのお葬式であんなに泣い

てるわ」と思ったそうですが、笑っているのだと気付いてビックリ。母は慌てて身をかがめながら、私を迎え
に来ました。 

私の所まで来て急にフラワーロックに気付いた母は、やはり爆笑・・・しそうになったのを慌てて口に手を
やって笑いを堪えた所、上からでる筈だった空気が下から漏れ、大きくはっきりＰ―！と出てしまいました。 

そして、きっと動揺したのでしょうね、「こ、こ、この度はご愁傷様でした！」 
もうお姉ちゃん達はこらえきれなくなって大爆笑。あんなに苦しかった法事はありませんでした。 
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野本浩一  お写落日記【男厨を 目指して通う 渋谷路は ベターライフの 足がかりなり】 
 
10月某日：渋谷ベターホーム協会の「初めての料理教室」に出向いた。 
「あなたもいつか一人になったら、お料理くらいできないとダメでしょ」という奥からの声に従っ

て、しぶしぶ出かけた。行き先が渋谷だからシブシブなのか。それではいけないのだ。 
この日は「お料理はじめての会 秋の体験教室」である。「体験」である。その昔、辺見マリが歌っ

たのは「経験」だった。「経験」なら「やめて！」だが、「体験」だから、「やろう！」かも 
知れない。教室は、男性ばかりだから、「野郎」が正しいのかも。チャレンジしたのは「みそ汁、和風
ハンバーグ、秋野菜のソテー」の三品。まずまずの出来映え、結構美味しく頂いた。 
11月某日。「えびときのこのグラタン、かぶとベーコンのスープ、りんごとクレソンのサラダ」。い

よいよ厨房男子への道中。料理を楽しむ男性向け雑誌dancyu(ダンチュウ)」
はかなり売れているようである。その昔江戸時代に「殿中でござる」と言われ
たのは浅野内匠頭だったが、現在は「男厨（だんちゅう）」と呼ばれてニヤリ
とする男性陣は多い。 
頭が少しグラタンしたが、なんとかしてクレソンまでたどりついた。そこそ

この出来映え、意外と美味しく頂いた。ちょっとはまりそうな雰囲気が漂って
きた。 自宅で奥からの声に従って、かぶのスープを作る。 
株は怖いが、こちらのかぶは美味い。 

  
手を合わせ 美味しく食べる 食事こそ 我が手にかけし 苦闘の味なり 
塩胡椒 砂糖醤油も 適当に ではダメですと 女講師厳し 
三回目 少し上達 したかもと 思えどレシピ 何がかにやら 
習ったら 早速試して 頂戴と にっこりしつつ 奥笑うなり 
 

信用亭 駒公 （世田谷 佐藤忠恕）       ○ お蔵（入り）百人一首           

（小倉百人一首もじりで 2016年の重大ニュースを詠う） 

・震度7の地震が襲った熊本大地震に途方に暮れる住民の心情を詠める 

熊本に 瓦礫踏み分け 泣く民の 声聞くときぞ 地震悲しき 

（本歌  奥山に もみじふみわけ なく鹿の 声聞くときぞ 秋はかなしき 猿丸 大夫） 

・永年の夢が叶い北海道新幹線の開通に喜びの道民が詠める 

新幹線の 渡せる線路に 置く雪の 白きを見れば 世は変わりける 

（本歌 かささぎの 渡せる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける 中納言家持） 

・『せこい』を世界に知らしめた舛添だが今やだれ一人惜しまないことを東京都民が詠める 

もろともに あはれと思へ 舛添の せこき心に 惜しむ人なし 

（本歌 もろともに あはれと思へ 山桜 花よりほかに しる人もなし 前大僧正行尊） 

  ・観測史上初の台風被害に遭遇した北海道の農家が詠める 

嵐ふく 北の大地の 農場は 玉ねぎじゃがの 被害なりけり 

（本歌 嵐ふく み室の山の もみじばは 竜田の川の 錦なりけり 能因法師） 

・ポケモンGOが日本でも解禁、しかし運転中にもプレーする輩もいて識者が嘆いて詠める 

うかりける 人を惑わせる ポケモンGO はげしかれとは 祈らぬものを 

（本歌 憂かりける 人を初瀬の 山おろしよ はげしかれとは 祈らぬものを 源 俊頼朝臣） 

・永六輔・大橋巨泉と相次いで放送界の巨星が亡くなり永年のファンが詠める 

ながらえば またこのごろや しのばれむ 六輔・巨泉 今は恋しき 

（本歌 ながらへば またこの頃や しのばれん 憂しと見し世ぞ 今は恋しき 藤原清輔朝臣） 

・ピコ太郎の突如の大ヒット曲にある大物作曲家が詠める 

作った歌は 皆（みんな）が見たよ ピコ太郎 アクセス積りて 大金となる 

（本歌 つくばねの 峰よりおつる みなの川 こひぞつもりて 淵となりぬる 陽成院） 



- 10 - 

 

吉永こ百合（尾垣聡子）      笑福  謹賀新年  “幸せつかみトリ” 

 ～ はめ字「白い窓 雪明かり」 ～   

 

          

  

 

上の空組 印南博之    大娯諧 「ことわざ換笑」 

 

清心一等賞、学習院？              名門校の運動会ね？ 
折歯ヤカン アルミじゃないわ鋳鉄製ね きっと   切歯扼腕 
仙台の一隅                  千載一隅 

 千万人もの人に湯灌をさせるんですか？   千万人といえども我行かん 
倉庫の妻って働き者ねえ 

 惣領なのに甚六って名前なの？ 
 供え有れば売れぬ梨はありません 
 罪を見て人に肉饅頭           罪をみて人を憎まず 
 禅はゆったり膳は急げ 
 おー戦友 後楽園の！          先憂後楽 

 

 

曽田英夫          狂歌NEW門  

 

めんどうだけど すぐにやり切る 

 川柳を 毎週作り 投稿し  めんどうだけど すぐにやり切る 

本崩れ 足踏みならず 片づける  めんどうだけど すぐにやり切る 

電話来て オレオレ詐欺を 退治する  めんどうだけど すぐにやり切る 

土を入れ 球根植えて 種をまく  めんどうだけど すぐにやり切る 

 

いつも笑顔で やわらかい人 

 のみ会で さっと酌して 酒をつぐ いつも笑顔で やわらかい人 

職場では 美人だけれど 我を出さず いつも笑顔で やわらかい人 

 昼食へ いけばいつでも あの娘  いつも笑顔で やわらかい人 

 

ここで一発 男をあげる 

 会議では 意見を述べて リードする ここで一発 男をあげる 

 電車では 妊婦がいたら 席ゆずる ここで一発 男をあげる 

 シャッターを 切れば一番 いい写真  ここで一発 男をあげる 

 久々に 狂歌がうまく おもしろい ここで一発 男をあげる 
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柴本和夫        明けましておめでとうございます   

  ＊昨年の報告＊ ○８月にケニア旅行の体験○１２月に孫のひよこが誕生○親鳥がじい鳥に変化 

  ＊じい鳥は今年６月の定年で新しいスタートラインに立つ＊ 

  ○無理じいをしない○無理爺にならない○人生おもしろさはこれから○人生おたのしみもこれから 

 言葉の研究  

【じい】になっての活動の方針 

・円活に心がける・・・・お金を有意義に使う活動を実践する 

   ・宴活に心がける・・・・積極的に飲み会に参加して楽しい時を過ごす 

   ・勉活に心がける・・・・知識は継続的に、インプットを実践する 

   ・便活に心がける・・・・毎日規則正しい、アウトプットを実践する 

  散歩しながらも創作活動に励む 

        ・ゆっくりと歩きながらの創作活動・・・・ハイキング（俳句の創作）  

        ・駆ける程の早歩きでの創作活動・・・ジョーキング（ジョークの創作） 

こうした活動は、写真に撮る・・・・まさに≪活動写真≫ 

アイ・ハブ・ジョーク、ユー・ハブ・ユーモア、ウィー・ハブ・ジョークサロン 

           おおいに笑おう～ジョークサロンで 

  

二流亭転失気奴（高畑傳）教傳院 釋印熱   「アア！ 恥ずかし集 その４ 」 

  

海外流行が自由化されていない時代、始めての海外旅行（1958年）、新婚早々、 

２家族の水盃で（本物の酒で）別れ会（壮行会）。羽田空港から出発、酔いも回っ

てひと眠り、窓の外は海上、ふと気が付くとプロペラエンジンから、ぽ、ぽと、

火が出ている、これは大変だと、酔った頭で考えて、火事だと騒ぎだして、添乗

員捉えられて、鎮静剤を飲まされ、グスリ寝て、先ずハワイ着して、２か月の世

界の調査の旅は無事終了。恥ずかしかった！ 恥かき男でした！ 

 

片岡 隆        暴笑老人のよれよろよたよせの話 

★渋谷駅のエレベータで、「地下４階、○○線乗換え階です」とのアナウンス。 

かいぃ、かいぃとか、買え買えとか買い換えと聞こえ、笑ってしまいます。 

★時事川柳  

トランプの長女イヴァンカ：イヴァンカや言わんのばかやイヤーンバカ 

ＩＲ（統合型リゾート）：あい・あーるばくちでおけら愛は無い 

大隅さんｵｰﾄﾌｧｼﾞｰでﾉｰﾍﾞﾙ賞：ｵｰﾄﾌｧｼﾞｰオオ隅置けずﾉｰﾍﾞﾙ賞 

ボブ・ディランがﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞：ディラン老け風吹き揺れて賞もらう 

★大喜利的～「音楽けちょんけちょん」 

ロック・ショーは有害だ。     ⇒  なぜなら、緑青は有害だから。 

蔵しっこ（クラシック）は不潔だ。 ⇒  乾燥しないので黴が生えるから。 

空桶（カラオケ）は役立たずだ。  ⇒  消火（唱歌）には必要ないから。 

★次に来る音は何？  ファミレ・・ス  ミソシ・・・ル   ミミソ・・ジ  

ソラミ・・・ミ  ミソラー・・メン  ミラレ・・タ 
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新人さんも入って 

楽しき例会のあと 

はなの舞にて 

食べて飲んで語る  

伝笑鳩 No.328 発行 2017.1.25              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・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・高橋通男・西川信治・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 

【投稿】稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・若狭芳生 

伝笑鳩カット：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）   2016年12月6日～2017年1月16日 

 大石脩、西山雄治、前田誠、香川信子、片岡隆、大鳥羽裕太郎、熊代清隆、高村仁幸、森昤二 

 石代強、小柴常雄、佐藤憲雄、神山徹、菅谷信雄、米谷二郎、片倉静江、和久井哲男、安藤晴康 

 高橋久夫、亀山光昭、飯塚廣子、小西祥二、野田文雄、中野正能、沼宮内春雄、藤倉由紀子、 

 浜田頓坊、宗田淳、志賀明、藤森清彦、稲葉浅治、岡部千代松、田中茂美、加畑髙治、鳥居晴美 

 森昤二、高橋友紀子、柴本和夫、野本浩一、横林敏子、石田貴代司、前嶋昭夫 

 送付打切：安藤晴康、山崎正剛 

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。 

★2016年12月14日例会参加者 14人  太字の方は初参加 

高木正明、野本浩一、熊代清隆、大鳥羽裕太郎、森昤二、佐々木裕子、曽田英夫、佐藤忠恕、 

片岡隆、海郷達人、柴本和夫、印南博之、高村仁幸、尾垣聡子 

＊熊代清隆、大鳥羽裕太郎さん両名は変集鳥と入社同期の会社仲間です。大鳥羽さんはかつて父

上がジョークサロン同人でした。世間は狭いと思うばかりです。 

 

 

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 ） 

2017年2月22日（水） 千代田スポーツセンター ７階第２集会室 

2017年3月22日（水）、4月26日（水）、5月26日（水）、6月28日（水）・・・・・ 

＊３月以降も千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 で開催予定です 

★2017年1月7日新年会参加者 25人  太字の方は初参加 

阿部博、石井志津夫、一ノ瀬善秋、印南博之、尾垣聡子、海郷達人、片岡隆、小柴常雄、佐藤忠恕、 

篠原あや子、柴本和夫、曽田英夫、高木正明、高橋友紀子、高畑静子、高畑傳、西川信治、庭野ち草、

野本浩一、橋本豊、東省三、平松克彦、藤野有樹、森昤二、山中静江、 

＊篠原あや子さんは、山中さん共々変集鳥と一緒にシニア向けのエアロビクスを楽しむ仲間です。 

＊高畑静子さんは同人高畑傳さんの義姉とのこと。早速伝笑鳩の読者になりました。 

＊橋本豊さんは尾垣聡子さんのお声がけで参加して頂きました。変集鳥共々長崎北高の同窓生で

す。「同窓生ああ同窓生同窓生いつまでたっても同窓生」先輩よろしくお願いします。 

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

