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＊＊＊＊２０１７年６月 No.３３２ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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

 ４月例会では嬉しいことがありました。 

 参加者全員で行う伝笑鳩郵送の内職を終えて、これから 

会合に入ろうとしたときに、ドアが明いて「初めまして」と

男性が入ってきました。初めて見る方でした。 

 かつて同じような場面に遭遇したことがあり、部屋を間違えて入って来た方がいました。 

 「ジョークサロンですよ。間違てませんね？」と答えると、 「はい。永年の読者です。奏

志朗と申します。よろしくお願いします」とのこと。 嬉しかったですねぇ。 

 

 ・・・ということで、その奏志朗さんからの初参加の感想をご笑介致します。 

 

埼玉・奏志朗   四月の例会に参加させて頂きました さいたまの奏志朗です。 

「初回」ということで歓迎頂き大変感謝致しております。参加人数は 15 人くらいの「笑（少）人数」でした

が、真面目？に笑いに取り組んでいる方ばかりで笑（衝撃）を受けました。 

例会で披露されたものが「伝笑鳩」に掲載され、読者は笑いのおもてなしを受けている事を確笑（証）しま

した。笑（商）売ではない「伝笑鳩」毎月の発行、本当に頭が下がります。 

お陰様で「笑止（少子）高齢」には素晴らしい笑（生）薬となっております。 

― 笑う門には福来たる ― ジョークサロンの笑（将）来に期待しております。（また参加させて下さい。） 

                               

愛知・気晴亭 加藤勝彦  伝笑鳩327・328・329・330 ご恵送誠にありがとうございます。 

入鳩勧めていた友が朝日朝刊の川柳20句佳作の上位４作に入り女性選者の評もつきました。 

・甘納豆 そんなに好きか ぼくのこと  （男心って複雑ネ…） 

好きと言えず逆に俺のこと好き？ というトコロ、結構やるじゃんと言ったら、家内のこと、とか･･･。 

先日海外旅行で人・荷物満載のロバ見て、可愛そうと思ったら「そんな老婆心入りません」とロバ。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄   ジョークサロン「伝笑鳩」331号 嬉しく拝し 御篤礼申上げます 

毎回拍手を贈っています  コーラス（合掌・合唱） 

心に光が射し込む法話 憲雄和笑の慈しみ      和尚の法話にあふれる笑い 涙を知ってる人の味 

あの子もこの子もみな佛の子 この世の大事な宝もの 天女ふくよか欄干におわす 越後支える永林寺 

 

東京・高栄子  伝笑鳩No.331拝受。お元気ですか？？？ 栄子のおしゃべり今回も続きます。 

◆三月  大田区空き家対策の英語学習 J・COM取材で太めの私、TVに出てました。 

◆四月 フジテレビ「特ダネ」 蒲田商店街で突然のインタビュー受けました 

◆四月下旬 大田区で全国仲人協会の「現代の最新婚活事情」を家族に㊙で出席。 

主催者から「仲人に最適。協会に加入してほしい」といわれました。 

 

五月晴れ 空には鯉が 泳いでる 大いに笑おう ジョークサロンで   【快鳥 曽田英夫】 
 

伝笑鳩 

今月の一笑 

   新語大笑（言葉遊び、念の為） 

かごいける（籠池）＝とよする（豊洲）： 

事業化寸前で破綻すること。狭義には、ば 

っちい土地を買って、味噌が付くこと。 

こいける（小池）：年増、厚化粧パワー 

で、爺を蹴り飛ばすこと。 

          東京・片岡隆 
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神山徹（古文亭南朝）著  

  随想集「無絃琴」（むげんきん）（新潮社図書編集部刊） 

好評発売中です。ぜひお近くの書店にご注文下さい。 

 

＊変集鳥「買った。読んだ。笑った。・・・いい本です」 

古文亭南朝選 第１９６回ものは付け「食べ物で一番好きなものは」 

鯉の笹焼（恋のささやき）         埼玉   北沢 正嗣 

（Ｄ）カップヌード（ル）         千葉   田中 清咊 
神津島のくさや              東京   柏谷 達雄 

ピーナツ                 東京   稲葉 浅治 
さつま芋                 埼玉    石原 義三 
フカヒレ                 高知   高橋 満子 

炊きたての白米              神奈川  藤倉 由紀子 
サンマの干物               東京   樋口 七郎 
すきやき                 神奈川  武井 美雄 

母の手作りのおにぎり           東京   高橋 通男 
鯛の尾頭つき 最初のひと箸        千葉   皆合 かず子 

フォアグラのキャビアソース トリュフ添え 千葉   海郷 達人 
山海の珍味（旬のもの ビール付）     埼玉   高木 正明 

次回（第197回）の題     「暑苦しいものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷5―7―5  

神山 徹 宛 

6月2日まで ハガキ又はFAX 03-3484-7123  

秀逸･入選に図書カード進呈 

変集の都合で早いのでご注意下さい 

秀逸 

 

第一席 あなたのソバ      東京   野本 浩一      

【評】甘いねえ 

第二席 接待の只メシ      神奈川  浜田 頓坊  

【評】さだめしおいしいことでしょう 

入選 

 

無花果                  京都   大石 脩 

パクチー                 静岡   野末 紳二 
手術後のプッチンプリン          埼玉   酒井 典子 

霞                    神奈川  志賀 明 
アンコロモチ（あの頃の気持ち）      東京    奧苑 順子 
素うどん                  千葉   岡部 千代松 

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〈97〉 

  

〈「暗幕のゲルニカ」本屋大賞ノミネート〉 

  ◇ピカソ・ゲルニカ 最初はＮＹ ＭoＭＡ（近代美術館）だったな ど迫力 

  ◇二度目 スペイン マドリッド・プラド 厚い防弾 ガラス越し 

  ◇ピカソ名付けた 子供の名前 ハトだ鳩だよ そう「パロマ」 

  ◇ピカソ築いた 芸術基準 やはり天才 大巨人 

〈日々是好日 笑いの種を拾い集めてよい笑顔〉 

 ◇ライト照らして 花見の季節 年に一度の 花咲爺 

 ◇咲くは本来 笑うの意味と ものの本には なあるほど 

 ◇幼子が 貝のカケラを 海辺で拾い 少し磨いた 宝物 

 ◇人気江ノ電 「タンコロまつり」 ニックネームが 呼ぶ話題  

 

長野・松原伸伍      慢画川柳  ― つい度がすぎて ― 

 

どなり声 つい度がすぎて 入歯落ち          ダイエット つい度がすぎて 拒食症 

捨て育て つい度がすぎて ノイローゼ        ほめごろし つい度がすぎて 木から落ち 

子煩悩  つい度がすぎて 依存症            むだづかい つい度がすぎて ホームレス 

 

東京・稲葉浅治    川柳「新人」      新人の看護師注射手がふるえ 

     将来の社長がずらり入社式       夜桜の場所取りだけの初仕事 

石の上三年たたずみんな辞め      新人に部長持ち歌耳打ちし 

 

京都・大石脩        鏡、鏡、かがみながら見る鏡の世界             

 さざれ石のごとき鏡の小片世界に、ひとつひとつの人生がこまやかにちりばめられている。誠に大所高所か

らみれば、百年や二百年なんて、少し大きな鏡が一瞬キラリと瞬きしただけのこと 

 どの鏡世界を見ようとも、自分自身の過去映像、未来像は無論のこと、他者映像などちんぷんかんぷん。 

あなたの鏡世界は今後如何や如何。イカは十本脚・タコは八本足。何と凄い御足さん！  

 欲しいなぁ！神さまのお手鏡。・・・・・蚊が見（鏡）る蚊蛾魅（鏡）入る蚊がみ神々注意ん我無 

鎌倉＠若狹芳生      ■「櫻」で気になる「妾」が憂「鬱」ならば 

“雪降れば「木毎」に花の咲きにけりいづれを「梅」とわきておらまし”（紀友則） 

～“櫻と言う字を分析すれば二階(貝)の女が気（木）にかかる”。「妾」で、“家に波風立つ女”で

すから。憂「鬱」でしょう。解消策は、「鬱」の漢字を書ければ一挙にスッキリしますよ。 

「鬱」を分解すれば“リンカーンがアメリカンコーヒー３杯飲んで鬱になる”と・・・。 

「君も、新入生の門出となる出船だね」 

「好かんこと云うのね」 

「どしたん？」 

「デブねぇだって、もう好かんたこ（やき）」 

 

 

 

分かるかな？ 俳句と短歌 

5+5+7＝17 →    5+7+5＝819（俳句） 

5+5+7+7+7＝31  

→ 5+7+5+7+7＝俳句+7+7＝短歌 
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片岡隆          暴笑老人のよれよろよたよせの話 

★新語大笑（ただの言葉遊びであり、対象者を侮辱する意図はない） 

ぱくくねる（パク・クネ）：友達とつるんで悪だくみをすること。 

あきえる（昭恵）：夫の七光りに悪乗りしてあきれることをすること。 

あべる（安倍）：「関係ないと言ったら、関係ないのだ」とどなること。カインとアベルは関係ない。 

 すがる（菅）：「エライ人がいうことに間違いはない」と無根拠に言い募ること。 

★単品ギャグ（認知かトンチか？） 

鴨川シーワールドにてシャチ・ショーを見る 

シャチ跳ねて シャッチン取りを 思いだし 社長びちょ濡れ シャッチョコ立ち 

西武新宿線ギャグ◆高田馬場：たかったの、ばばぁが。◆上石神井：かんしゃくじじい。 

◆新井薬師：あらいや、隠しちゃ。◆花小金井：花子がねぇ・・・。  

★野菜ギャグ：◆コマツナ＝困ったな。◆レタス＝疲れたっす。◆トマト＝とまどう。 

 

香野好勇      好太川柳    ＆   フォト川柳（花見酒霞む島影寄せる波）   

青い海胸でザップーン老い癒す   

エピローグ力失せても気力凛 

今の子は親の背みないでゲームだけ  

才能の開花余命と競い合い 

囲碁将棋勝ったロボット次何を    

子守唄海を忘れた貝の歌  

 

神代京子   フォトはめ字  花水木 ～ 花は咲く ～ 情けなや 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し 緑 は 清 は 

輝 み な 楚 る 

き ず み な は 

眩 み ず 花 ゆ 

し ず き よ く 

又 戦 な の 愚 

も の さ み か 

や な け さ な 

遠 き な い り 

く 星 や る 北 

風 爆 は ず 争 

強 弾 な か い 

く さ は な は 

と く さ し 絶 

も 裂 く き え 

分かるかな？ 俳句と和歌 

5+5+7＝17  → 5+7+5＝819（俳句） 

5+5+7+7+7＝31 

 →5+7+5+7+7＝俳句+（7+7）＝（和歌） 
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門口泰宣        阿呆リズム＆パロディ 
 

１）円楽さん 座布団１０枚 講演会 

 （お陰様で定員６００名が満席でした） 

２）大臣の 頭弁共謀 法務省 

３）きのこが資金源とはマッタケわからぬ 

４）老人を助けるのに踏み切った銀行マン 

５）安倍友の学部新設に厳重獣医 

６）ムッシュかしいフランス大統領選挙 

７）ホームランが出ないフツゴウ選手 

 

上の空組 印南博之    大娯諧     

 

♪何年生になっても 何年生になっても 友達一人もできなかったよ   トホホホ 

★雀の学校の先生は 鞭を振ったらすぐクビに 

★せんせい 先生 そこで先生攻撃を 

★浦島塾→潜水術  金太郎部屋→相撲  桃太郎組合→桃栽培 

★教室で船ばかり漕いでいるやつは？  あいつボート部です。 

★赤い鳥小鳥なぜなぜ赤い？  中国総書記のプレゼント 

★フェンシング部と剣道部で試合をやったんだってよ 

竹刀の負け  サーベルもエペもフルウレも鉄製だったから 

★射撃大会自衛隊員が負けたんだって？！  歩兵を出せばいいのに砲兵なんか出すからさ 

★商業科のやつってとんでもない奴ばっかり  やっぱり商科不良か 

 

佐藤俊一  ■どこの・どどいつ・返歌球     筆字でお手本拝借 

 

お手本「この膝は あなたに貸す膝 あなたの膝は わたしが泣くとき 借りる膝」 

～ わたしの膝は あなたの枕（まくら）立つぞ裏切りゃ 夢枕 

  ～ 眠るなら 膝まくらより 膝蹴りしよか すぐにまっくら 星も出る 

「ジョークサロン」の例会に参加できず、なかなか趣味の都々逸も創ることができません。「ツイッター」

も、ときどきのぞいてはみるものの、ほかのお仲間たちのツイートを眺めるだけで、自分が書き込むことはあ

まりしていません。自分の立ち位置を、どどいつにうたったら、こんな感じ、でしょうか――。(;̂ _^A 

  ～ ツイッターが この世だったら 黙って見てる 俺の立ち位置 あの世かな 

 

高橋通男          奈菜子 投稿成果    選集 

 USO放送（読売新聞）3.27  昭恵氏問題         シンゾウに悪い   ― 安倍首相 

USO放送（読売新聞）3.28  道徳 全教科書に「いじめ」 妻にも読んで･･･   ― 恐妻家 

USO放送（読売新聞）4.1   元次官ら43人処分     ジカンがかかった  ― 松野文科相 

USO放送（読売新聞）4.5   初仕事           花見の陣取りだった ― 新入社員 

USO放送（読売新聞）4.8   ヤマト宅配18億個超     手足貸しても･･･  ― 猫一同 

ふんすい塔（毎日新聞）4.14  引退  私じゃない！ ― 安倍首相 

ビジネス川柳（夕刊フジ） 3.29    あの時の 泥水ミスが 地雷妻 

脳トレ川柳 （毎日新聞） 4.2     孫よりも無理して走り救急車 

脳トレ川柳 （毎日新聞） 4.23    プレ金は毎日ですと高齢者 
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米岡泰            南亭琴内氏のどんでん返し 

Ⅰ 「時事川柳」   トランプは大統領より商店主    身代わり戦米露のミサイルシリア受け 

 Ⅱ  「血液型による性格の違い」 

日本人千人の統計から 高壁に囲まれた４メートル巾の路地があります。その真ん中に杭が一本打ってあ

り、 ２メートルの鎖につながれた猛犬が番をしています。人が来ると直ぐに咬むのです。  「この危険

な路地を或る男が通った。どうやって？」とクイズを出しました。 私の所属した鳥取ロータリークラブ会

員の答は、 ① 棒高跳びをしたり、えさで釣ったりして上手く通り抜けた。 ② 犬を殴ったり、ドク饅

頭をやったりして犬を弱らせてから通った。 ③ 犬を手なずけたり、あるいは犬が寝るまで待って通っ

た。 ④ こんな問題はナンセンスだ。阿呆らしくて答える気がしない。   会員たちは矢張り人生の達

人揃いですから①か③が多かったのですが、元気の良い人   は②、理屈っぽい人は④が結構いまし

た。    結局、①はA型、②はB型、③はO型、④はAB型 が多い、とでました。   ところで、

クイズの正解は「犬に咬まれながら通った」  

 
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 

（人間国宝級 天才笑刻家  岩崎 祐司） 抱腹絶倒 悶死級 傑作選－４ 

（選 兼 コメンテイタ― ：森 昤二   編 ：鈴木 登）  
 
 
 

 
 
 
野本浩一  お写落日記   【久しぶり 世界平和を 祈るとき 日米独伊 泰に土ふたり】 

 

４月５日（水）東工大大岡山キャンパスの花見に出向き、居合わせ

た諸外国からの学生と一緒に平和祈念のポーズでニッコリ。気がよさ

そうな米国からの男性とメルアド交換して写真を送ったのだが、残念

ながら返事は来ない。 

ここはやはりトルコ（土）かドイツ（独）の女子学生に声を掛ける

べきだった。そうすれば、返事が土独（とどく）かも知れなかった。 

伊泰（いたい）失敗だった。 

変な日本人には拘わらない方がいいと、思われた・・・のか。 

 
 E（いい）メール送ってみても返事無し 想い出残りゃそれでいいのさ  
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平井幸雄      覆面算（国語＋数学パズル）  
 
 覆面算（ふくめんざん）は、ひらがな・カタカナ・漢字・アルファベットなど で
書かれた計算式に 0 から 9 までの数字を 入れて、式を完成させるも のです。
どの文字が何の数字に対応しているかを推理し、完全な計算式を 導き出すパズル
です。西欧では Alphametic（アルファメティック） と呼ばれるが、これは 
alphabet（アルファベット）と arithmetic （アリスメティック・算術という意
味）の２語の合成語です。 ルールは、 ① 同じ文字には同じ数字が入り、違う文
字には違う数字が入る。 ② 最上位の文字には 0 は入らない。 ③ １つの文字に
は１つの数字を当てる。 

 
海郷達人  ショートジョーク ◆ウイルス怖い ◇幸と不幸は隣り合わせ ■万事休す 
  
◆変集鳥から例によって「会場確保できた」とのメールが入った。その添え書きに見ると、インフ
ルエンザに罹った由。メールにもウイルスが感染しているかもしれないので、即削除した。 

◇夕方散歩中のこと。足もとに四つ葉のクローバーを見つけて、これはラッキー！と手を伸ばした 
ら、そばに危うく犬のふん。 

■台所で洗い物をしていて大方片付き、最後に急須。茶渋を落とすのにごしごし擦っていたら、 
つるっと滑ってガチャーン！ 万事、急須。 

□付録：対文（逆さに読んでその応答を楽しむ文芸） 
 民の声。 ⇔ エゴのみだ。 … 世界を覆うポピュリズムの波。 
糞か、妻。 ⇔ 待つ、家族。 … 早く―！電車の時間だよー。 

 こまごまいじる孫。 ⇔ 困る爺、まごまご。… 孫の守りは疲れる。    
 
曽田英夫              狂歌NEW門    

 

 ● 今日も元気だ 明日も元気 

酔っ払い 家に帰って 寝るばかり 今日も元気だ 明日も元気 

朝になり 今日も仕事だ 通勤だ 今日も元気だ 明日も元気  

職場へは 2時間かかり 無事に着く 今日も元気だ 明日も元気 

● 気にかかったら すぐに実行  

マイカーは 塗装がはげた 修復を 気にかかったら すぐに実行 

歩いてて 突然いい句 書き留める 気にかかったら すぐに実行  

● みんなで笑い 免疫力を  

寄席へ行く 芸人続き ギャグ飛ばす みんなで笑い 免疫力を  

酒飲めば 下らぬ話 おもしろい みんなで笑い 免疫力を  
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信用亭 駒公（佐藤忠恕）   ○ 清濁擬音都々逸 no.9 

 

◎ カリカリ・ガリガリ 

カリカリに 魚を焼けば 匂いにつられ 猫が入口 ガリガリと 

カリカリに 焼いたベーコン 大好きなのは 頬張る音が ガリガリと      

◎ サラサラ・ザラザラ 

サラサラと 流れる川に 身を浸したら 砂でズボンが ザラザラに 

サラサラと 手早く終えた 洗濯のはず 何故か手が荒れ ザラザラに 

◎ ヒリヒリ・ビリビリ 

ヒリヒリと 弱い刺激と 感じたカレー 後で痺れる ビリビリと 

ヒリヒリと 日焼けしたなと 思っていたが 風呂に入れば ビリビリだ 

◎ モコモコ・モゴモゴ 

モコモコの ドテラを着込み 寒気がすると 布団に潜って モゴモゴと  

モコモコの 子犬を抱いた 子供が探す 飼う口実を モゴモゴと 

モコモコと 湧く雲みたいな 白い肉まん お前と食べたな モゴモゴと         

     

吉永こ百合（尾垣聡子）    はめ字 春の雨 上がれば出会う 花盛り   

                  

     

柴本和夫    言葉の研究    回答は、いろいろです 

① 健康に良いもの・悪いもの  ・健康に悪いもの・・・体にムチ打ち働く （ブラック企業の仕打ち） 

                  ・健康に良いもの・・・体にハリ打ち働く （鍼灸師の治療） 

② 退職したら・・・・どんな時を過ごす 

      ・至福の時を過ごす・・・プレミアム・エブリデイの実戦 

       ・私服の時を過ごす・・・背広はさようなら、私服よこんにちは 

 ③若い時    ・少年時代・・・少年よ！大志を抱け （未来にはバラ色の夢・・人生に希望いろいろ） 

  ｖｓ      ・老年時代・・・老年よ！大資を抱け （未来には灰色の不安・・不安に救いは金だけ） 

    老いた時 ・少女時代・・・ビジュアル系の少女      ・熟女時代・・・イジワル系の熟女 

④ＫＹ（空気を読む）を～いろいろ考えましょう！ 

・ＫＹ＝空気を読む、は古い ⇒ 忖度が新しい！ 

         （キムタクには、さようなら～ソンタクには、こんにちは） 

（お客の気持を優先する顧客ファーストの銀行・・・・・忖度（信託）銀行） 

（お役人の忖度防止の特効薬・・・・・ソンタック咳止め）  

       ・妻に望むＫＹとは・・・見た目は可愛くてキレイ、そして旦那に優しい 

       ・港町のＫＹとは・・・・神戸（Ｋ）と横浜（Ｙ） 

       ・飲兵衛達のＫＹとは・・・・神田（K）で、酔ってる（Ｙ） 
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高木正明    コミックどどいつ瓦版 No.309 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

自由弾圧 黙っちゃおれぬ 反対声明 ペンクラブ  
北はミサイル 南は空母 威嚇合戦 挑発中  
引きずり降ろしの 航空会社 詐欺の旅行社 要注意  
過労死手前の 残業規制 寸止めしたよな 百時間  
開けろ閉めろと ギロチンゲート 困る干潟の ムツゴロウ   
ポテチ不足は ジャガイモ不足 カルビー・湖池屋 売り控え  
逃げた爆買い 呼び戻せるか ギンザ・シックス 新名所  
ジャズやポップス 葬送曲で ペギー葉山が 黄泉の旅  
山のアナアナ人気で湧いた 落語の円歌も 冥土逝き  
藤井少年（四段） 加藤（九段）を破り 続く金星 羽生（王位）降す  
 

高畑傳（二柳亭転失気奴）        特別寄稿：びっくり、耳寄り情報披露 

ジョーク発表作品探し求めて・・・そして発表です 

     ★いと目出度き、江戸時代の武士の意地の張り合い話！ 

 

ある日とある裏長屋に入っていくと、十八、九の、大変に器量はいい

が、身なりが粗末な娘に呼び止められ、家に入ると、その父親で千代田

卜斎(ちよだ・ぼくさい)と名乗る。もとはしかるべき所に仕官していた

が、今は超貧乏身、破れ長屋住まいの身、家に伝わるという、すすけた

仏像を出し、二百文で買ってもらいたいと言う、親子に同情し、買い取

り、これを売って儲けがあれば、お返ししますと、約束して買い取る。 

流して歩くいていた、すると細川さまの屋敷の高窓から、まだ二十

三、四の侍が声を掛け、仏像を見て気に入ったのか、三百文で買ってくれた。その侍、名を高木佐

太夫といた。、まだ独り身で、さっそく、すすけた仏像を磨いていると、中で音がするので、開け

てみると、なんと小判で五十両入っていた。仏像を売るようではよほど貧乏しているに違いないか

ら、これは返してやらなければと、くず屋を探す。そこで、毎日見張り、屑屋が通る度に顔を改め

たので、 屑屋清兵衛も話を聞きつけ、甘酒屋のふりをして細川邸の前を通り過ぎようとしたが見

つかって、卜斎に、５０両返してこいと言われたが、律儀一徹の卜斎、売ったからにはもうこの金

は自分のものではない、受け取るわけにはいかないと、突っぱねる。しつこく受け取る様に、すす

めると、手討ちにすると、怒りだしたから、清兵衛は慌てて長屋に逃げ帰り、大家に相談した。大

家が中に入り五十両を三つに分け佐太夫と卜斎に二十両ずつ残りの十両は正直な清兵衛にやってく

れと、名案を提案した。佐太夫は承知したが、卜斎はまだ拒絶するので、それなら、金と引換えに

何か品物を佐太夫様にお贈りになれば、あなたもお気が済むでしょうと、大家が口をきき、それで

はと、祖父の代からの古い茶碗を渡すことで落着。  

 

ところが、この茶碗が細川侯のお目に止まり、これは「井戸の茶碗」といって世に二つとない名

器だからと、三百両でお買い上げになる。 また半分の百五十両を卜斎に届けさせた、卜斎は佐太

夫の誠実さに打たれ、今回は娘をお返しものとして、もらってくれるよう、清兵衛を介して申し入

れ、佐太夫も承知。  

清兵衛が佐太夫に「あの娘をご新造にして磨いてご覧なさい。いや、磨くのはよそう。また小判

が出るといけない 。と言っていたが、その後娘の御新造のお腹から立派な男の子が出てきた。 

そして立派な文武優れた武士に成長し、殿様の覚えも頗るよく、出世を続け、そして高木家は禄

高５倍になる。いとめでたきことなり。 
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  初参加の奏志朗（北澤晴男）さんは両手に花で鼻高々でした。その勢いで、二次会では 

  オカリナ演奏を披露。にっこりとしてオカリナ（お帰り）なさいました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2017年4月18日～5月16日 

 石井志津夫、大石脩、浜田頓坊 

 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。 

★2017年4月26日例会参加者 17人＊太字は初参加 

高畑傳、高木正明、野本浩一、曽田英夫、平井幸雄、佐々木裕子、佐藤忠恕、海郷達人、片岡隆、 

森昤二、印南博之、高橋通男、柴本和夫、米岡泰、神代京子、尾垣聡子、奏志朗（北澤晴男） 

＊嬉しかったですねぇ。永年の読者、奏志朗（北澤晴男）さんがひょっこりと顔出し。「ずっと、来

たかったんです。暖かくなったらと思ってました・・・。念願叶いました」とにっこりです。 

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 ） 

6月28日（水） 千代田スポーツセンター ７階第２集会室 

7月26日（水） 千代田スポーツセンター７階 予定 

8月23日（水）、9月27日（水）、10月25日（水）・・・・ 

＊6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 

伝笑鳩 No.332 発行 2017.5.24              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・西川信治・野本浩一・平井幸雄・ 

藤井敬三・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・若狭芳生・菅谷信雄 

伝笑鳩マスコットカット：天野秀雄  おわらいカット：曽田英夫 

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 
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