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          ２００７年１１月  No.２１７  

 

        

 

 

 

 

  

 今月も無事、飛び立つことができました。 

 

               皆様からのお便りから、ジョークサロン或いは作品の感想等を 

随時、適宜・適切・適当に掲載させて頂きます。 

また、読者の皆様の作品や楽しいエピソードも是非、お寄せ下さい。 

お時間のある方や、最近笑うことが少ない、と感じている方がいましたら、是非、例会にもお越し 

下さい。笑いに来るだけでも、構いません。大歓迎です。会費はほぼ原価見合いですから。 

 ＊例会参加費は男性1,000円。女性は何と500円。設立以来、値上げはしておりません。 

 

               いつもお世話になっております。 

               これからも伝笑鳩よろしくお願い致します。 

               楽しみです。 

 

               『伝笑鳩』ありがとう存じました。 

               “ああ指”いつも水準を保っていることに敬服します。 

               いい秋をおすごし下さい。 

 

               何時もご高配・ご厚情を賜り感謝申しあげております。さて   

               平成１６年にやって来た中越地震も外溝工事を除いて、建物は 

               一応復旧なりました。 

今年は住職拝命・就任四十周年と重なりました。 

復旧した永林寺へ是非是非ご尊来の栄を賜りたく山内一同心待ちしております。紅葉の好季節とな

ります。魚沼産“こしひかり”と温泉、草深き山寺、楽しみにしております。 

皆様の温かいご法愛を厚く厚く御礼申しあげます。 

 

               秋も深まり、私の家のまわりの稲穂も刈りとられ、収穫の秋とな

り              りました。今月（No.216）の伝笑鳩を読ませていただき、「同巣

会ジョークサロン」の歴史を知ることができました。毎日、良い事ばっかりではありませんが、ど

んな時も笑顔でいるように、そして声高らかに笑っていようと心掛けております。 

 「伝笑鳩」で笑いをいただき頑張っております。  

 

「起きて半畳、寝て一畳」ということわざを新聞で知りました。その続きは、「天下とっても二合

半」という由。人ひとりが占める広さはせいぜいそんなもの、あくせくするな。いくら偉くなって

も、一人が一日に食べられる米の量は変わらない、という次第とか。納得しますね。 

 「面白き こともなき世に おもしろく すみなすものは 心なりけり」（高杉晋作 作）この狂

歌も、某業界新聞を読んでいて知りました。人生の達人は、達観してます。 

 

 

【世間はどないなってまんねん】 

柔道もレスリングさえ男ダメ 

  女金ありメダルぶらぶら 

新首相成果でるぞと期待あり 

  世の中福だ国民福だ 

    所沢市／曽田英夫 

伊勢原市／武井美雄さん 

 

町田市／青木孝さん 

                       

読者のメッセージボード 

                       

魚沼市／佐藤憲雄さん 

永林寺二十五世住職 

                       

長野県／須山ケサ子さん 
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 小さい秋みつけた ( )    

誰かさんも 誰かさんも 誰かさんも 感じた 大きい夏 大きい夏 猛暑の夏 終わった 

いつもより混んでる お店と図書館      すました顔して 買い物もせず 

呼んでる(読んでる)書物は 顔の脇      小さい夏 小さい夏 涼しい夏 懐かしい 

(温暖化など騒がれない 10年程以前の夏) 

 夏バテで体調を崩した私にとって、真剣に地球温暖化現象の重要性を考えさせられました。 

過ごし易い秋になっても「喉もと過ぎれば暑さ忘れる」にならぬよう肝に銘じました。 

    

   「話がまとまって困るものは」 

  秀逸： 全員参加の寒中水泳大会  稲城市 藤井 敬三 

   【評】幹事はカナヅチだってウワサだから多分大丈夫だよ 

 

入選：  妻と娘によるオヤジ対策     さいたま市 北沢 正嗣 

年金使い込みの告訴取り下げ   岩沼市 山木 たみ 

値上げの相談          大田区  野本浩一 

早く帰る約束なのに麻雀の誘い  三鷹市 市井 雅敏 

 

 佳作：  増税論             横浜市 阿部 浩 

      役員会の議題「当社倒産の件」  広島市 香川 信子           

      労使のリストラ交渉       京都市 牟禮 丈夫 

       離婚話             富士見市 高梨 富雄 

       若夫婦の離婚話         大田区 高 栄子 

       年齢に比例する寄付金      横浜市 鈴木 びん子 

       井戸端会議の談合        佐倉市 笠原 宏之 

       米朝頭越し外交         文京区 稲葉 浅治 

      貧乏神の相談          さいたま市 高木 正明 

      義理でするお見合い       板橋区 植竹 団扇 

      気がのらないお見合い話     伊勢原市 武井 美雄  

      飲めないのに宴会のお誘い    高知市 高橋 満子 

      吸収されてしまう吸収合併    荒川区 藤野 哲康 

  

   次回の題 「胴上げしてあげたいものは」 

    送付先：〒157-0071 世田谷区千歳台1-30-14  神山 徹  

    〆切 ：11月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 で。 

    秀逸･入選に図書券贈呈 

＊ 先月のものは付けで「低位置にないへそくり」（香川信子さん）と紹介しました 

作品は「定位置にないへそくり」の間違いでした。 
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  《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》 

      

      

      

      

      

      

      （山口県で橋が落下の由） 

      

      

      

    new      

◆ ピンチが去って平和な日々に 

◇定期券 落としたけれど 出てきたよ ピンチが去って 平和な日々に 

◇胃カメラで 調べたけれど 癌おらず ピンチが去って 平和な日々に 

◆ 世間はどないなってまんねん 

  ◇やめますと 言ってやめれる ものならば 俺もやめたい 今のお勤め 

  ◇熱戦で 混戦模様 大詰めで 首位をつかむは G・D・Tか 

  ◇わがままな 横綱去って ただひとり 薄氷をふみ 賜杯を握る 

  ◇派閥ドン ドンと幹部に 四人占め 国民意識 派閥はバツだ 

           

 ♪言い訳うそがまっかっか  安倍がくるりと裏かいた 

   ポーイ捨てのポイ ベッドから国会が見えるかい  

     見えたら出てきて 記者会見 くたばりせぬうち   

            早ッコヨ ポーイのポイ♪（夕焼けとんび） 

○官僚がホット息抜きする福田居抜き内閣の発足 

○お手並みを拝見しマスゾエ 

○やわらちゃんと掛けて宮崎県知事と解く  

        その心は そのマんマがよろしいようで 

○給油の一策を模索中    政府・与党 

○朝青龍に釈明会見させよ  横綱真偽会 

           

肩ぐるま両目をふさぐ小さな手       大声で同期の桜肩を組み     

リストラは甘い言葉と肩たたき       ３軒目肩寄せ合って屋台酒 

肩慣らしだけで疲れた草野球        肩書きを勝手に創る定年後 

肩に手を伸ばしてみたが抱けぬ夜      肩越しにケータイ覗く電車内 

肩書きを外して笑おうジョークサロンで 
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千の風いろいろ 

♪ 私のお墓の前で泣かないでください   そこに私はいません眠ってなんかいません 

千の風に千の風になって     あの大きな空を吹き渡っています 

 秋には光になって畑にふりそそぐ    冬はダイヤのようにきらめく雪になる 

朝は鳥になってあなたを目覚めさせる  夜は星になってあなたを見守る 

 

突然の人の死、死んだ人の存在感の大きさ。そうだ死は居なくなることではない、千の風になり、

光になり星になって見守っているんだと、作詞者不明の英文の詩に世界の人が共鳴。中でも死を身

近に明日のことと真剣に考える中高年に広がり、歌いやすさも受け、歌声サークルではリクエスト

NO.1 の歌に。沢山の千の風ドラマも特集されました。だが「★人死して仏にならず千の風？」と

仏教界は風向き悪し、「★人死して線香の風にと仏教界」か。 

「★私のお墓の前で泣きまセンの風」「★大きな空を吹き渡って見まセン？の風」」また「★皆千の

風になったら大嵐？」「★皆千の雪になり救おう温暖化」アッシーの場合は「★生きてても死んで

も何もセンの風」「★千の風邪になってしまって疎まれて」・・・冗談過ぎ、反省！ 

「★千の風千々万端に吹き渡り」「★千の風心の奥の風になり」・・ついに腸（兆）の風に！ 

♪アッシーのお墓の前で笑ってやって下さい そこでアッシーも笑いますワハハハヒヒフヘホ 

奥の風になって笑いの風になって    あの明るい笑顔を振りまき笑います 

♪外では大道芸人になって笑いをふりそそぐ 内ではコントや小噺できらめく冴えを見せ？ 

朝はアホー鳥になってあなたを笑わせる  夜は千鳥足なるからあなたが見守る 

     

 ♪ ヨロヨロドタドタ繰り出した 小泉、安倍晋、福田康      
   参院選挙の深手負い 問題山づみ どんどこどん 

 

「月づきにツキ見る月は多けれど ツキ見る月はこの月かぎり？」 

月満ちて生まれないでよ真夜中に   産婦人科医師 

半月 ハンけつって書いてはいけませんよ 

三日月へ向かってロケットを発射したら月を通り抜けて飛び去った 

月刊誌の編集打ち上げには月桂冠でカンパーイ 

マイケルのまねをしていたら転んじゃった  ムーンウォーク 

「いつからクレーターばかりになったのじゃ」 かぐや姫 

「春月、夏月、秋月、冬月」 風流だネェ 「アホ、帝国海軍の駆逐艦名じゃ」 

    

腹八分守り元気に八十路越え      だめですよ若さ失うダイエット 

酔っ払い夜中の運動ほどほどに     赤い糸切れないように途中下車 

少しずつかじり長持ち親のスネ 

     

ミニ上げてジーンズ下げて語尾上げる   ケータイとコンビニ無ければ生きられない 

流行に左右されないおやじギャグ     やりなおし並べ変えるとやなおしり 
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（面）従（腹）背 → （主）従（上）背     （侍）従（猫）背 

                 主従とも上背はあるが、しかし侍従の方がひどく猫背なのが気になるな。 

（面）目（躍）如 → （裏）目（突）如     （着）目（欠）如 

              思惑が裏目に出たから、急に事業の業績が悪化するなんて、危機管理の着目点が欠けていたのかい。 

『まごわやさしい』 

八っつあん： ご隠居さん、近頃、なんか若返ったように見えるんですがねー。 

ご隠居  ： そうかい、そうかい、嬉しいねー。思い当たるとすりゃー、ここのところ、「まごわやさ

しい」食事をしている効果が少しづつ出てきたのかな。 

八っつあん： 「まごわやさしい」って、なんですか、そりゃー、えー、孫の太くんと一緒に飯でも食

ってるんですか。 

ご隠居  ： そうじゃないんだ、「まごわやさしい」ってーのは、吉村さんという偉―い医学博士が提

唱しているバランスが良い食事の摂り方なんじゃよ。即ち、まめ類、ごま、わかめ（海

藻類）、野菜、魚、しいたけ（キノコ類）、芋類の其々の頭の文字を取ったもんで、そう

いったものを偏りなく食べるってことが健康の秘訣なんじゃそうだよ。 

八っつあん： 何だそんなことだったんでやんすか。でも、誰がそんな親切なことを教えてくれたんで

やんすか。 

ご隠居  ： それが、孫の太じゃよ。わしは嬉しくっなってな、どうしてそんなにわしの食事のこと

まで気を使ってくれるのかって思わず聞いたんじゃよ。 

八っつあん： で、太くん、何て答えたんでやんすか。  

ご隠居  ： 爺ちゃんが元気で長生きしてくれないと小遣いがもらえなくなっちまうからなーだとさ。 

八っつあん： それじゃー「まごわやさしい」なくて「まごわきびしーい」って訳でやんすね。 

そこで狂歌を 

『健康の 基本は食事 バランスを 秘訣はなんと まごわやさしい』 

『長生きに まごわやさしい その訳は 小遣い狙う 孫の思惑』 

 

           

   時事コントあれこれ 笑って世直しができたら  

☆ 途中降板               ☆ 出産今昔          

 思い切って投げたョ            昔－たらい 

          ―安倍投手      今－たらい回し 

☆ パトロール               ☆ 大ヒット後日談 

  警察官をはずした                    墓参りする人が減ってしまった               

                         －自治体                   －千の風 

☆ 領収証の五重計上           ☆ テロ特措法成否         

  受け付けません              油を売っちゃいられない 

            －ギネスブック                －政 府 

 

☆☆ユーモア箴言 「全身で笑っていると、幸せのオーラが身についてくる」 

 



 - 6 - 

           

いつまでも脳年齢を若くするために・・・１２３
いちにいさん
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に挑戦してみよう！ 4
し
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６
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四
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（四苦八苦）しながら、 
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加

－
減

に、÷
割り

切って、×
かけ

―
引き

０
無し

で、脳を悩ませ、脳をグチャグチャに・・四角い頭を○丸くしよう。 

  

        

次の円の直径は？  何ｃmか？  

（ただし、ＢＤが７ｃｍ、ＡＢが３ｃｍ） 

  ＊真中Ｏは円の中心 

  

＊ピタゴラスの定理など使わず、目を 

  ピタッと凝らすと・・・ＢＤ＝ＣＯ（半径） 

   半径X ２＝直径 → ７X２＝１４ 

 

つぎに示すのは、ローマ数字の７です。   ⅤⅡ      （これは簡単）ⅤⅡＩ 

線を一本だけ加えて８にしてください。 

つぎに示すのは、ローマ数字の９です。   Ｉ Ｘ        （前例に倣うな！線には直線 
線を一本だけ加えて６にしてください。           も曲線もある） 

                               Ｉ Ｘ ６ 、 Ｓ Ｉ Ｘ      

          

★抜け駆け勝負 

 ジャックとマジソンは昔から仲良し二人組、車でスキーにでかけた。所が豪雪で途中の道路が閉

鎖。夜半には全く進めなくなってしまった。仕方なく近くの農家を探して、扉を叩くと鄙には稀な

美女が出てきた。 

「最近夫を亡くしまして、お二人を泊めて変な噂になると困ります」 

「どうぞ、ご心配なく。私たちは納屋の方でゆっくりと寝ますから」 

 半年後、ジャックはその未亡人の弁護士から一通の手紙を受け取った。 

 直ぐにマジソンに電話した。 

「半年前に泊まった農家を覚えているだろう？」「うっ？ うん！」 

「君は夜中に未亡人の所へ行ったようだな？」 「うっ？ うん！」 

「君は彼女に僕の名前を名乗ったらしいな？」 「うっ？ うん！」 

「どうも親切に有難う！大変感謝しているよ」 「えっ？ ええ！」 

「彼女が亡くなった。僕に全財産を残してね」 「わっ？ わわ！」 

 

☆ 勘定の問題 

六人の子供を儲けたことを常々誇りに思っていたお父さんは、お母さんが嫌がってるのに、人

前でお母さんのことを「六児のお母さん」と呼んでいた。 

 ある晩、二人でパーティーに行った時、またお父さんは大勢の前で無神経に 

「さあ帰ろうか？ 六児のお母さん！」腹を立てたお母さん 

「良いわよ！ 四児のお父さん！」「！？×」 

 

 

 A  B 
O 

Ｃ 

Ｄ 

A 

Ｂ 
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①《べっぴん》を用意しました！ 

 クラブのママに、今日は『べっぴん』を用意しました～と耳打ちされました。 

 どんな《べっぴん》が現れるのかと、○○を長くして・・・。 

 待てども、待てども、女性は現れません。 

 料理が、一品しか・・・ 

 《別嬪》ではなく、単なる《別品》料理でした。 

  

②本日の『○ンチ』は、いかがだったでしょうか？        

○ の中の字はどんな字が正しいかな？ 

《ラ》・・・食堂に貼ってありました（料理人） 

《ウ》・・・トイレに貼ってありました（健康管理室） 

 

③《癇癪玉》に触る 

 すべてに触られます。どれがいいでしょうか～三択問題です。 

   癇に障る 

   癪に障る 

   玉に触る 

 

 

         

【無事、５６才になりました】 

 ９月２２日（土）、無事に５６才になりました。 

 家内からは「飲むのは、週に２、３回よ。長生きするには、健康第一。酒飲みは早死にするから、

誕生日といえども、ダメなものはダメ」と、仕事で飲んで帰宅が遅い日が続いたので、誕生日の夕

食はアルコール抜きになってしまった。 

 好んで歌うビートルズに、「When I’m 64」(64才になったら)という曲がある。後８年は歌えるの

で、健康に留意し、アルコールも適量で過ごしていくことにする。 

 その２２日なのだが、日頃は何かと電話かけてきては、「たまには電話くらいしなさい。安いもん

でしょ」と言う母からの電話はなく、終わってしまった。翌日にもなっても、何の音沙汰もないの

で、２４日に久しぶりに電話をかけてみた。 

 「誕生日に電話あるかな、と思っていたけど、無かったね。元気にしてますか？」と、さり気な

く切り出して母と電話で話し始めた。 

 「さっき、地震があって、揺れました。震度３です」と素っ気無く答える母。 

 「震度３というと、揺れは少しあるかな」と続ける僕。 

 「かなり揺れました。今はおさまってます。元気にしてますよ。ところで、この前の敬老の日に

は、電話してこなかったわね」と切り返された僕だった。 

  

 アルコール抜きで乾杯誕生日 将来見据え重ねる我慢  

五十六過ぎて尚生くン十年 何より大事倹約節制 

頻繁に電話をすれば怪しんで しなきゃ文句を言う母元気 

 

～わかって残念！ 

～わかって残念！ 

～わかって残念！ 

《駄》洒落～そんなの関係ない！ オッパピー 

大いに笑おう、ジョークサロンで 
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次回例会の案内、伝笑鳩のエサ（郵送用の切手）やお便りの送り先を、分かりやすくして欲しい 

という要望を頂きましたので、今回から最後のページのレイアウトを少し変更しております。 

 この最終ページでは、ジョークサロンに集う皆様の活動状況等に関する情報や会合の案内等を出

来る限り掲載したいと考えております。ニュース等がありましたら、是非、ご連絡下さい。 

 

 ご自宅でインターネットを利用して、いろんな団体のホームページをご覧の方も多いと思います。

是非、「NPO 法人シニア大楽」で検索して見て下さい。「シニア・ユーモア川柳」というコーナー

にはジョークサロン同人の面々も投稿し、作品が披露されております。 

 シニアよりも若いという方でも、作品の応募はできる由。お楽しみ下さい。 

 

 

  伝笑鳩 No.217  発行 

    2007.10.24 

変集鳥・・・野本浩一 

変集協力・・石井志津夫・印南博之・ 

 奥村篤史・佐藤忠恕・柴本和夫 

 曽田英夫・高木正明・平井幸雄・ 

 藤井敬三・門口泰宣・神山徹 

あたたカット：天野秀雄 

発行鳩舎：同巣会ジョークサロン 

 

切手・カンパ受領一覧（敬称略） 

2007年9月18日～10月15日 

町田市／青木孝、伊勢原市／武井美雄 

長野県／須山ケサ子、岩沼市／山木たみ 

 

山木さんは、ものは付けコーナーに登場頂

いております。今回は伝笑鳩のエサ２年分 

も頂きました。ありがとうございます。 

 

  【２００７年９月例会出席者の案内】      ９月２６日 

阿部 浩・石井志津夫・印南博之・岡野殷子・奥村篤史・佐藤忠恕・柴本和夫・ 

曽田英夫・高木正明・野本浩一・平井幸雄・藤井敬三・門口泰宣・米岡泰 

★久しぶりに岡野さん、超久しぶりに米岡さんが参加して頂き、賑やかでした。 

 ★柴本さんは、会計責任者になったということで責任感から飛んできました。 

１１月例会案内   

１１月２８日（水）１８：３０～（受付は１８：００頃から） 

千代田区立スポーツセンター（内神田社会教育会館が改称）８F和室 

会場に使う会館自体は以前と同じですが、運営する母体が変わり、 

会館の名称が区立スポーツセンターと変わっております。 

「伝笑鳩」郵送希望の切手（一年分：８０円×１５枚）、お便りは下記宛に送付下さい。 

〒146-0085 東京都大田区久が原6-20-11 ℡&fax 03-3753-7725 

 

ジョークサロンのホームページと変集鳥E ﾒｰﾙアドレスは下記の通りです。 

U.R.L,: http://www.jokesalon.com  E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp 

 

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

