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 オリンピックに続いたパラリンピックも閉幕です。 

 頑張っている方々を沢山見たという思いで一杯です。 

 先月例会は、作品が五輪とそれ以外に分かれました。 

 ということで、今月の伝笑鳩は「五輪特集」をたっぷりと、笑介させて頂きます。        

                  『伝笑鳩』ありがとうございます。  

“ＶサインとＷサイン”（９月：今月の一笑）はわかりやすくていいですね。 

                  圧倒的迫力の作品群に、いつもながら敬服しました。 

 

                いつも楽しい『伝笑鳩』、ありがとうございます。 

                普段、私も、「オヤジ・ギャグ」とからかわれる駄洒落を飛ばし

ては、皆から「寒ぶー（ｻﾌﾞｰ）」と言われています。暑い夏ですから、クーラー無しで暑さ凌ぎを実

現して地球エコに貢献しているのですが、たまには風邪をひかせてしまいます。 

 それにしても、執筆の皆さんの記事の内容は凄いですね。私には、到底そこまでの深い知恵が出

てきません。知恵というよりも、感性の問題でしょうかね。 

 

               毎月、楽しく拝見しております。 

                来年も毎月伝笑鳩の飛来を期待しております。 

                 

             九月号受け取りました。発表者のお顔がプリントされているのが、広

がり           がりを感じさせていいですね。さて、私も行ってきましたよ。 

             北京オリンピックへ、８／１～８／１９、中国一人旅を決行しました。 

・・・８／７北京入りを果たし、オリンピック開会式に間に合うも、入場は日本円で７５，０００

円もかかるというので、元副大臣宅に滞在して、大きな液晶テレビで鑑賞。８／１９空港で日本人

何名かと会うまでは、日本人４人と遭遇したのみという一人旅でした。 

 ホテルの食事は高いので、外のレストランで食事。ご飯＋肉野菜炒め＋スープで４００円という

きれいレストランを見つけ、１０回も通いました。 

 父親と子供（それも一人っ子のような感じ）の組み合わせを多数見たのが印象的でした。 

 ものは付けを二ヶ月休みましたが、今後も頭のサビ防止のため投句させて頂きます。 

               

              前略、御免下さい。毎月伝笑鳩お送り下さりありがとうございます。 

              私、いよいよ老齢のため、視力がおとろえ、詠むことができなくな

りました。ひとりぐらしゆえ、読んでもらう人も居ず、残念ながらおことわりせねばなりませぬ。 

ますますの御発展祈りつつ。                  かしこ   

（変集鳥：サロンのメンバー或いは読者の高齢化が進む中、このようなお手紙は、つらいお手紙で

す。ですが、福永さん、どうぞ、お元気でいて下さい。ご健康を祈っております） 

 

 

高石市／大森史郎さん 

 

町田市／青木孝さん   

 

                       

世田谷区／三浦邦夫さん  

 

大田区／高栄子さん 

 

  北京五輪 北島礼賛！ 

北島の金メダル 

 北島が～金を～とりました 

  ⇒ ニューハーフ誕生？ 

北島は～やはり男だ～金ふたつ 

  ⇒ 蛙王（平泳ぎ）・ 

     超爽（超気持ちいい） 

    江東区／柴本和夫 

 

                       

仙台市／福永隆子さん 
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選者 近影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

２点差で登板する中日岩瀬   （横浜市：阿部 浩） 

わが子の初めてのお使い    （世田谷区：水野 宏子） 

僅差の開票結果        （松戸市：堀 秋人） 

ものは付けの審査結果     （鎌倉市：若狭 芳生） 

臨終の握手          （富士見市：高梨 富雄） 

ツーアウト９回裏満塁     （高知市：高橋 満子） 

柔道無差別級石井の試合    （大田区：高 栄子） 

安いガソリンを探す車のハンドル（世田谷区：三浦 邦夫） 

妻の出産           （千葉市：岡部 千代松） 

負けそうなディスカッション  （横浜市：鈴木 びん子） 

真夏のハンカチーフ      （佐倉市：笠原 宏之） 

一文なしの外出        （船橋市：山田 三郎） 

パンダの出産の立会い     （渋谷区：樋口 七郎） 

ジェットコースターの急降下  （荒川区：藤野 哲康） 

浮気の言い訳         （世田谷区：奥苑 順子） 

若葉マークのいろは坂の下り  （さいたま市：北沢 正嗣） 

身内が事故の知らせ      （中央区：松山 カオリ） 

大分県の若い先生       （文京区：稲葉 浅治） 

お年寄りの横断歩道      （調布市：佐藤 一孝） 

息子からの「オレ・オレ」電話 伊勢原市：武井  美雄  

【評】「オレオレって本当にお前か？ ナニ飛び込みじゃなくて振込みか、余計コワイヨ 

 

秀逸 

入選 

シャリが底をつきそうな寿司屋  （新宿区：志賀 康一） 

ゆれるバトンタッチ       （京都市：牟禮 丈夫） 

ドーピング検査の結果    （さいたま市：高木 正明） 

多汗症の腕相撲         （稲城市：藤井 敬三） 

結婚１０年目のわが子の初産   （三鷹市：市井 雅敏） 

佳作 

次回の題 「やめてほしくないものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹  

〆切 ：10月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈 

 

 

第９２回： 

手に汗をにぎるものは 
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 奥 林 匹 克 運 動 大 会   開 催 万 歳！  五輪特集 

ｵｳ ﾘﾝ ﾋﾟｰ ｺｳ ﾕﾝ  ﾄﾝ ﾀｧ ﾎｲ     ｶｲ ﾂｧｲ ﾜﾝ ｿｲ 

８月例会では北京オリンピック関連作品が多数ありました。ということで、まずは、北京オリンピ

ック関連作品の披露です。題して、「北京五輪は、感動五輪。メダルには笑顔が似合う！」 

                  楽習
がくしゅう

塾 塾長 平井 幸雄
たかお

 

おくひとつの世界、ひとつの夢、ひとつのメダルを争って 

 
             

                

 

                            

 

 

 

 

 

 

 一ノ瀬善秋   シャレクスピア「オリンピック中国寸評」 

＊北京オリンピック鳥の巣の１７日間（加油！）油を注ぐ 

宙ずり孫悟空が聖火を運ぶ  可愛い女の子が口パクで歌う 

５６民族衣装は皆漢民族とか 仲間はずれのチベット、ウィグル 

規制、警備の軍と警察の人、人・・・ 

花火・太鼓・踊りと歌とパフォーマンスで閉幕 

４兆５千億円（３千億円）投資、威信をかけてメダル１００ケ（金５１） 

  

山口幸子     わ・た・く・し・的 北京・五輪 

     陸上のゲイ、無冠に終わる。ゲイ（芸）は身を助けなかった？ 

     マイケル・フェルペスをどうしてもマイケル・ヘルペスと言ってしまうの 

・ ・・どうしてかしら 

     ボルト世界記録で３冠達成！ 終始ボルトがゆるむことはなかった。 

     星野ジャパン完敗～、なんとしてもメダルを欲しいの（星野）という気迫が 

       感じられなかったですね。 

秋風が 快い日が 続くよう ジョークサロンで 大いに笑おう  曽田英夫 

同一
ONE

个世界
W O R L D

 同一
ONE

个夢想
D R E A M

 同一
ONE

个牌榜
M E D A L

 

金は 

ただの

金 

 

 

銀は 

一点 

加えれば 

金より良い 

銅は 

金と同じだ 

金銀銅メダル 

取りに失敗 

した選手には 

鉄メダルを 

贈ったら・・ 

ひとつの世界、ひとつの夢、ひとつのメダルを争って 

二〇〇八年八月八日八時八分 

ハ ハ ハ ハ ハ 

ひとつの世界、ひとつの夢、ひとつのメダルを争って 
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樋口七郎      オリンピック これでいいのだ 

     レスリングの浜口京子が銅メダルの表彰台でドー（銅）だと叫んだ。 

     男子マラソンの金メダリスト、ケニヤのワンジルは日本の椀汁（ワンジル： 

      みそ汁）を食べて優勝した。 

 

印南博之     大娯解  「誤解抜きの奥林匹克運動大会  開催万歳！」 

  ＊ロケットによる人工降雨で青空を確保 「オレがやった」孫行者悟空 

  ＊爆音  北京では花火  ウルムチではテロ 

  ＊チベットも楽しくなかった  西蔵人 

  ＊高爾夫球（ゴルフ）はもと野球といったが、野球は棒球で、塁球はソフトボールのこと 

    ヤヤコシヤ  ややこしや 

   足球（サッカー）、羽毛球、羽冠球（バドミントン） 

＊自由式遊泳（水泳自由形）、花祥遊泳（ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ）、田径賽（陸上競技） 

跳遠（走り幅飛び）、跳高（走り高跳び）、馬拉松（マラソン） 

 

高木正明    《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》  

１．北京五輪に 政治が絡み やっと到着 した聖火 

  ２．五輪開幕 戦闘開始 ロシア・グルジア 火蓋切る 

  ３．歌は口パク ＣＧ花火 偽装巧みな 式次第 

  ４．王者・フェルペス 水掻き分けて ８個独占 金メダル 

  ５．ソフトボールの 金腕投手 上野由岐子の 度迫力 

  ６．二度も鞍馬で 落馬もめげず 体操王子に 光る銀 

  ７．騎士を相手に 剣士の太田 剣で突き刺す 銀メダル 

  ８．息がぴったり ４００リレー 銅に繋いだ バトンパス 

  ９．日本コーチの 中国勢に 負けたシンクロ ５位に泣く 

 １０．星野ジャパンは 看板倒れ 気概無くした 不甲斐無さ 

 １１．日本マラソン 男女に故障 補欠無いまま 突っ走る 

 １２．日本仕込みの マラソン勝者 語るワンジル 我慢節 

 

門口泰宣         Ｐａｒｔ １ 

１）姉妹でもうイッチョウと金銀メダル 

２）打線に凄みが欠け、上貧打った    星野ジャパン 

３）♪どこかに勝利の 香りをのせて 対戦アメリカの あの強さ 

       上野はチームの 心のエースだ へばっちゃならない 連投に 

         金メダル あの日から始った♪（ああ上野駅） 

 

曽田英夫                      狂歌ＮＥＷ門  その１ 

★ 五輪はいったい どないなってまんねん 

  時差わずかそれでも深夜テレビ見て 寝不足続く北京から夢 

あと一歩星野ジャパンは頑張った それでも今もメダルほしいの 

泳ぐたび金メダル取りもう八個 日本の金は九つなのに 
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野本浩一   お洒落日記： 【北京オリンピック賛歌で参加することに意義がある】 

８月１４日（木） ☆北島は 勝って呼ばれる 蛙王 

８月１６日（土） ★ジャマイカのウサイン・ボルトあな凄し 全力出さず世界新出す 

          ＊ウサイン・ボルトは、専門は２００Ｍ。従って、１００Ｍは「勝てれば、

それでいい」と思っていたとか。そして、１００Ｍで勝ちを確信した時、

「ジャ、マ、イイカ」と手を抜いたとか。それでも世界新とは、凄い。 

         ★あな凄し全力出さず世界新 ジャマイカの風北京を走る 

８月１７日（日） ★連日の寝不足を呼ぶ五輪では 夜になっても選手は走る 

８月２１日（木） ☆連投の 上野に脱帽 感謝する 

＊アメリカに勝つために、予選は投げなかった日本の戦略は見事に結実した。

相手投手の微妙な癖をしっかりと見抜いた斉藤監督もすごい。 

そして、思う。アメリカに勝った夜、「今夜はサイトウ！」 

          ＊福岡県民は言った。「神様、仏様、上野様」。歴史は繰り返すのだ。 

 

戯作者：若狭芳生        北京では 女子活躍の 日本かな        

              （女編の漢字で綴る物語） 

       

       女子アナウンサーが活躍を伝えたの        は谷亮子、中村美里、谷本歩

実、上野雅恵、塚田真希選手達の         活躍。云わば、柔に生きる女 

       の活躍であった。 

 そして、五輪前半には、     女性ペアのオグ・シオも出てきたが、バドミントンには、オ

グ・シオよりも強い        スエ・マエの登場が印象的であった。 

 並（波）の上を行くの      だから、彼女たちは        いい女なのだ。 

 

      門の中に引きこもる女性は、その昔は 

      花魁と言ったかも知れないが、北京の天安門の 

      中に引きこもったら、何と言えばいいのか、誰か教えて欲しい。 

 オリンピックが終わって、やってきたのが、「女心と秋の空」の「秋の空」なのだが、依然として

残暑厳しく、このまま温暖化が進めば、一体日本はどうなるのだろう。 

 

 日本は女性が強い国と分かった今、      我々に出来ることは 

「メギツネ」⇒ が守る神社への        神頼みなのか。尼寺⇒ 

への逃げ込みなのか。 

 

藤井敬三     ユーモア川柳「ああ、汗」 

 

   勝ち名乗り受ける力士に玉の汗       栄養が汗になってるメタボ君 

   汗と泥染み付いているユニホーム      練習で流した汗が取るメダル 

   審判も汗をかいてる名勝負         江戸っ子の汗は神輿で吹き飛ばす 

   慣れぬ手のパソコン操作汗をかく      記憶にはございませんと汗を拭き 

   嘘ですと鼻の頭の汗が言う         冷や汗を大写しするハイビジョン 

   頂上で風が待ってる汗涼し         川柳をひねると脳が汗をかく 

 

 オリンピックで活躍した選手たちの汗と涙に、拍手を送ります。 
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金子由紀江      新しい家紋～カモン～Ｃｏｍｅ ｏｎ で 新人さん登場です 

  ＊家紋デザイナーの金子さんの作品が参加者に披露されました。人気モンを笑介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

門口泰宣       part 2 

１）漫画界の“シェー”クスピア逝く   赤塚不二夫 

２）ビッグ殺到でエスカレーター逆送 

３）♪毒入り不気味な 中国餃子 国民３人寄ったら  

         やかましいとは 不愉快だね♪（かしまし娘） 

４）♪プロに入るときゃ 強打者と云われたの 今じゃ怪我もちと 名乗ったの 

   オリックスチームに 移ったその日から 自ら引退試合を待つわ  

    昔の名声は 消えてます♪（昔の名前で出ています） 

５）円楽襲名は黒幕のお蔭です   楽太郎 

６）山道を車で行くことをまウンテンという 

７）オナラのことを音質効果ガスという 

８）給油の為の「加油法案」と改めるから継続に応援を   政府・与党 

９）手助けにきた人を誘拐するなんてアフガニ好カン 

 

  曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門   part 2 

★ 喉もと過ぎて 熱さを忘れ 

不祥事が一段落し処分決め   喉もと過ぎて熱さを忘れ 

笑えない狂歌をっ次回こそ 喉もと過ぎて熱さを忘れ 

★ 何でもいいと こだわりはなし 

  和洋食おごってやるといわれても 何でもいいとこだわりはなし 

  キリンですアサヒにしますサッポロで 何でもいいとこだわりはなし   

  諭吉一英世が十かどちらです 何でもいいとこだわりはなし 

 

 ★ 世間はいったい どないなってまんねん 

怠慢で財布落として大麻バレ   大枚稼ぐ相撲もクビに 
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        柴本和夫    言葉の研究 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(o^―^o) 天才ゲーテ物語  シェイクスビア島川（島川謙二） 

 

    (o^―^o) 天才ゲーテ物語 2008/8 シェークスビア島川 

・『ギョエテとは俺のことかとゲーテ言い』Ｇｏｅｔｈｅ1749～1832  

ＩＱ200 以上の天才。 最近私もゲーテに近づいたと友人にいわれる。なぜ？ハゲーテきた！（@_@）少

年時代から詩作と語学（独・仏・伊・ラテン・ギリシア語）に優れ、親も先生もその才能にタマゲーテしま

った！なんと天才ゲーテは高齢化社会を予測し、ゲーテボールを考案！ (^人^)  珍味好きのゲー

テもの食いだった！ 

・ゲーテの人生はまさに恋・恋・恋！のオイチョカブ人生！  

『若き飢えてるの悩み』（＞＜） 

・57才で子づれのクリスティーネと結婚。妻に先立たれ 72才で17才の娘に求婚 『エロ爺とは俺のことか

とゲーテ言い！？』（@_@） 

・ゲーテの辞世の言葉「もっと光をＭｅｈｒ Ｌｉｃｈｔ！」｢のぞみよりもっとひかりを｣という JR 東海へのアドバ

イスなのだ！(^_-) 

・息子の辞世の言葉は・・・ 「もっと親の七光を！」  （－；－） 

・シューベルトはゲーテの詩｢魔王・野ばら｣に作曲。だが詩は誤解される。(*^。^*)♪ウサギ美味しかの

山！焼き肉だぁ！♪シャボン玉飛んだ屋根まで飛んだ！すげえ竜巻だぁ！♪赤い靴はいてた女の子 

ヒイ爺さんに連れられて行っちゃった！認知症で徘徊するヒイ爺さんに連れられて行っちゃったなんて

ノンキなこと言ってないで探せー！捜索願出したかぁ！？横浜署だぞー！ (><) 

・『生活は｢したいけど出来ない 出来るけどしたくない｣という２つのことから成り立つ』というゲーテの名言。

例えばクレオパトラとはしたいけど出来ない、カミサンとはできるけどしたくない。これゲーテが言ってる

んだからネ。誤解しないでネ (# .̂^#) 

世界の珍名 

★ アメリカ人の政治家編 

ちょっとセクハラぎみ～～おっぱい・モンデール副大統領 

いつも、アルコールが抜けない～～いつも・ノンデール副大統領 

ビールが好きな大統領～～ビン・カーン（瓶・缶）大統領 

★ フランス人政治家編 

とても気前がいいフランス人～～オゴール大統領 

お酒がむちゃくちゃ強いフランス人～～シラフ首相 

むかしむかい桃太郎の家来だったフランス人～～サル・キジ大統領 

何を言っているのかわからないフランス人～～なんか・イッテラン大統領 

★ ロシア人政治家編 

飲むと裸になっちゃう大統領～～フリチン大統領 

お風呂でおならをすると、その気体が前のあそこに～～プーチン大統領 

☆ フィンランド人 

いつも、不倫好きのフィンランド人～～フリンスキヤネン 

裸が好きなフィンランド人～～フリチンスキヤネン 

３の倍数の時アホになるフィンランド人～～アホネン 

貧乏なフィンランド人～～カネ・ナイネン 
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渡辺みどり    ミドリのおきらく迷言日記 

何といっても今月は、オリンピック！＆サザン30周年！また帰ってきてね 

遊びゴコロのあるサザンオールスターズ桑田圭祐さんに学ぶ 

デビュー作は 1978年 勝手にシンドバッド 

「勝手にしやがれ」と「渚のシンドバッド」を MIXした話は有名。 

 

 

 

8月 25日、サザンの 30周年ライブを深夜に放送していた。まさにサザン

は青春！夫婦でライブ放送を楽しむ。「この曲すごーく好きだった♡」「あー、これ、よく聴いた♪」

などと盛り上がって、ＣＭ。 

「ところで今誰を思い出してんだよ！！」 

（そういえば、この人とはサザンの曲とかぶる思い出はないなあ…；；） 

祝サザン ライブを聴いて 口ずさむ 甘い思い出は 夫婦別  々

 

いとしのエリー Ellie My Love So Sweet 

いとしのゼリー  Jelly My Love (娘６歳） 

いとしのケリー Kelly My Love（私）いつか持てるようになりたい… 

 

奥村篤史     
 

調理師アッシー君のジョークの料理教室 洒落日記 

アッシー君は東京都公認の調理師なんですよー、正真正銘の。11年前、銀座

レストラン「ラ・ポルタ」の時代に挑戦、調理も出来ないのに得意料理欄は玉子焼きとか書き応募、

見事１回で合格！エッヘン。しかし「☆作れない調理師不要 職はなし」で資格は役に立ってませ

ん。そのアッシー君がジョークを料理する教室開催？！とは。「☆料理無理 ジョークを料理？ も

っと無理」「☆真夏の夜の夢見た ジョーク料理教室」。実は、地元小平の市報で安い料理教室を見

つけジョーク気分で応募しただけのお話。4/20おいしいラーメン講習 500円男女。「☆お料理を教

わり食べて土産つき」でした。お土産はラーメン２人前。 6/10健康ｾﾝﾀｰ主催、無料！男の料理教

室。鰯の梅煮など作り健康講座付きでした。6/21-7/26男の料理 6回講座 3000円、１回 500円也。

申込み締切日に知り、時間もギリギリでの応募でしたが、翌日当選の連絡あり。倍率は２倍、落選

した人ｽﾐﾏｾﾝ。調理の出来ぬ調理士ですが、福岡単身赴任時には奮起、女房にレシピを書いてもらい

料理挑戦。だが材料一人前を買うのは難しく、「☆多く買い、余り冷蔵、作る時腐り」。同じ材料を

あれ・これ・それに皆使う。「☆豆腐一丁 お鍋・味噌汁・冷奴」。でも自分で作ると失敗でも苦心

作。「☆自己料理皆食べ太って事故料理」。後半は一品だけ作ることにしましたが、帰る頃は 3Kg強

デブ＆糖尿病注意になり、「☆趣味料理食べるも趣味で デブ糖尿」。 

 

稲葉浅治              川柳「おおげさ」 

 

    おおげさかおおぼけなのか紙一重   お腹の子真実のパパに声をかけ 

     テツマンをアゲマンと聞き大げんか  天国の花園散歩１０日間 

     井戸端で擂粉木（すりこぎ）になる爪楊枝    ＊やっぱりおおげさかも 
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米岡 泰    南亭琴内氏のどんでん返し ＊＊＊＊世界一賢い人＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）    小咄『青春18切符』 
八っつあん： おや、ご隠居さん、にこにこして、なんか良いことでもあったんですかい。 
ご隠居  ： なんだい、八っつあんかい、ちょいとな、近々ばーさんを連れて、温泉でも行こう

かと思って、今流行の「青春18切符」ってやつを買ってきたところなんじゃよ。 
八っつあん： なんですって、「青春18切符」、お孫さんじゃーあるまいし。青春って一番ご隠居さ

んとは縁遠いもんじゃーありませんか。 
ご隠居  ： 何てこと言うんだよ、「青春 18 切符」ってーのは全国の JR 各線で使えるお得な割

安切符のことじゃよ、期間に制限はあるんだが年齢制限はない切符さ。でも、窓口
で「青春18切符」下さいってーのはちょっと気恥ずかしい気もするが、この年にな
ると青春って名のつくものはなかなか買えないしなー。結構いいもんじゃよ。 

八っつあん： 「青春18切符」ってーのは一体、何でそんなにいいんで。 
ご隠居  ： 一日あたり2,300円で、JRの普通車が乗り放題できるんじゃから、時間があっても

お金の少ないわしらや学生さんには、ぴったりのもんじゃよ。 
八っつあん： でもその切符、一回限りで、その次は使えないんでしょー。 
ご隠居  ： そんなことはないだろう、えっつ、どうしてそんなこと言うだい。 
八っつあん： だって青春は二度とないって言うじゃーありませんか。 
そこで狂歌を  『一日中 列車に乗って わが青春 安い値段で 取り戻す旅』 

『老年も 若者たちも 楽しめる 列車の旅は エコの旅なり』 

山田三郎＠８２才      金魚と目高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 庭の隅に水槽を半埋めにして幾年か緋目高を飼っている。五月から八月にかけて卵を生むので防虫網の切れ

端を入れてやる。そのままにしておくと孵化した稚魚が食われてしまうので採集して孵化を待つ。あの小さな

体躯で三年は生きるが種の若返りのため二年子は孵化の余分と共に近くの遊水池に放す。それが良いことなの

かいけないのかは知らないが。 

 今年は夏休みの孫と金魚を二匹ガラス鉢で飼っている。それで比較するのだが、金魚は人間が作った魚だけ

あって、近づくと親しそうに体をくねらせ、声のない口で呼びかける仕草が愛らしい。水替で掬うのには一応

嫌いやをするが、網にかかれば身をまかせる。澄んだ水に金魚が鰆の扇で舞う姿は眺め飽きない。水草を入れ

ると涼しさが添う。 

 一方の目高には、愛想というものがない。孵化したばかりには、じっと水中を見据えていると微かに動くも

のが見えてくる。それが稚魚なのだ。餌を砕いて面倒をかけ育て成長しても人馴れすることが無いのは情けな

い。元々目高は流れに棲む魚だがら水槽では遊ぶことを知らない。じっとして居るか、動くときは衝動的だ。

掬おうとすれば逃げまどい、それに失敗すると以後は餌を撒いても金輪際浮いて来ない。警戒の目は上を見る

ようになっているらしい。『武士は食わねど高楊枝』目高には気概がある。 

 公園のベンチに腰をおろすと、土鳩が人の心を計りながらも、おこぼれはないかと寄って来るが、あの乞食

根性が好きではない。金魚にもそれに似た性質を見る。それが猫に襲われる結果を招くのだ。 

医師と弁護士と牧師とボーイスカウト少年が軽飛行機で遊覧中、急にエンジン不調。機首はど

んどん下がって行く。 

パイロット「もうダメだ！みんな私に続いて！」と叫ぶと、バラシュートを掴んで飛び降りた。

何と残りのバラシュートは三つ！ 

医師「私は医者、人の命を預かっている！」と飛び降りた。 

弁護士「ワシは弁護士。世界で一番賢い人間として生き残る権利がある」ともう一つを掴んで

飛び降りた。 

牧師「坊や。君は先のある人間だ。これを使いなさい」 

少年「牧師様、大丈夫です。今、世界で一番賢い人が僕のリュックを担いで、飛び降りましたか

ら」「！？×」 
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切手・カンパ受領一覧（敬称略）   2008年8月19日～2008年9月15日 

埼玉県：根本美津子、石川明 千葉県：石井志津夫 神奈川県：  

東京都：大野隆司、青木孝、三浦邦夫 大阪府：大森史郎 

京都府：広川友雄       

 【２００８年８月例会出席者】８月２７日 集合順です。 

土屋妙子・河上素子・野本浩一・一ノ瀬善秋・阿部浩・平井幸雄・高木正明・印南博之・ 

金子由紀江・松山カオリ・樋口七郎・島川謙二・佐藤忠恕・柴本和夫・藤井敬三・門口泰宣・ 

山口幸子・米岡泰・奥村篤史・渡辺みどり・曽田英夫         以上 ２１名 

【初参加】河上素子さんは土屋妙子さんと年の離れたお友達の音楽家（ピアニスト）です。次回来る

ときには、ご主人を誘おうかしら、と言って下さいました。 

 金子由紀江さんは印南さんの紹介で初参加。新しいイメージの家紋デザイナーです。 

作品を持参して頂きまして、有り難くも頂戴しました。 

２００８年１０月例会案内  第５週です。間違えないで下さい。   

１０月２９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 ７Ｆ第２集会室 

 住所：千代田区内神田2-1-8     ℡03-3256-8447 

「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 野本浩一宛  ℡&fax 03-3753-7725 

 ＊ｆａｘは午前９時～午後９時の間に、お願い致します。早朝、深夜はご遠慮下さい。 

 

 

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 

＊検索は「jokesalon」「ジョークサロン」どちらも出来ます。お試し下さい。 

＊ホームページには、「ジョークサロン」のブログも出来ましたよ。例会の雰囲気や二次会 

でのショット等が披露されております。ＨＰを見ての感想や、ブログへの感想もお寄せ 

下さい。賑やかにしましょう。  作成・メンテ：河野康博、渡辺みどり 

賑やかなＨＰにしたいものです。 

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

