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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 さあ、いよいよ花見シーズンがやってきます。このシーズンこそ、よき友人･知人たちと親しく盃を酌み交 

わし、楽しく懇談する至福のひとときと言えるのではないでしょうか。いつの時代においても、我々日本人 

にとって、人と人との輪がひろがり、確かになるときだと思います。 

 ということで、美味しいお酒、ビール、焼酎、ウィスキーを楽しみましょう。但し、ワインを飲むときは、クス 

リとの飲み合わせには注意が必要です。渡辺みどりさんが笑いながら、そう忠告してくれました。 

 

町田市／青木孝さん■気がつけば１０頁の大ボリュームに。作品に圧倒されて、溺れるのでは・・・と、 

    いらぬ心配をするほどです。編集のご努力に頭が下がります。 

 （激励、ありがとうございます。そして、カンパの切手も、いつもありがとうございます。助かります） 

駒ヶ根市／伊藤邦彦さん■いつも楽しい「伝笑鳩」をお送りいただき、ありがとうございます。 

毎月笑って過ごしているうちに、危うく会費を踏み倒してしまうところでした。 

  （ごまかさない所が、伊藤さんのいいところだと思います。忘れても、いいとう？ ダメ！なんて） 

 

                     鎌倉市極楽寺／浜田頓坊（浜田親一） 

  橘曙覧風楽しみ方 

                     ▼楽しみは 庭に植えたる 甘夏の  

ジャムを作りて 配る時  々

本を借りたお礼に、甘夏と、ジャムを少々差し上げたところ、

次のような返歌がポストに入っていました。 

［一昨日は美味しいママレードと甘夏を有難うございました。トーストに、ヨーグルトにと

春の色と香りを楽しみつつ、喜んでいただいてます。］ 曙覧風 返し 

  ▼楽しみは 友の手づくり ママレード 家族つどいて 食べるその時   某人妻 

 この一句、万葉集に出てきそうな姫君を透かし漉きにした短冊に、美しい書体で書かれてい

ました。私はまだ一年、新人ですが、伝笑鳩が充実し、多くの人々の集う場になり、日本中に

笑いと楽しさが広まっていくことを祈ります。 

 

福井県／山﨑正剛さん■伝笑鳩３月号届き、楽しく拝見させて頂きました。皆さんお上手ですね。

今号に福井の文化人橘曙覧の独楽吟のことも取り上げて下さって有難うございます。今後とも笑い

の絶えないように、よろしくお願い申し上げます。 

大田区／斉藤光正さん■いつもいつも楽しいネタ、家族や友人と笑いながら拝見させて頂い 

ています。ますますの活躍と進化願っています。 

 

（浜田さんの住所が極楽寺とは何ともはや・・・。独楽吟、詠みますか？ はー、まだ、です。では、直ぐに 

でも楽しみませんか？ やー、まー、さきです。今夜はどうです？ 今夜はサイトウ！ですね） 

「春めいて 暖かくなる 花も咲く 大いに笑おう ジョークサロンで」 【曽田英夫】 

 

 

   思い出す・・・日  々

The Days Of Wine And Roses 

（オスカーピーターソン）酒とバラの日  々

The Days Of Wine And Doses 

（中川昭一）     酒とクスリの日  々

        江東区／渡辺みどり 
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稲葉浅治 川柳「道」 

すぐそこよ言われて遠い田舎道 

砂利道がきれいに舗装過疎の村 

全世界アメリカ発の茨道 

人の道教えなければ未成年 

道路増政治献金増えていく 

 

       

あきれかえるものは  

 

詐欺の餌食にされる金持ち      （伊勢原市：武井 美雄） 

世間知らずのPrime Minister      （四街道市：桜井 レイ） 

天下り・渡りで悠々と暮らす人    （船橋市：山田 三郎） 

玉置浩二と石原真理子の仲      （渋谷区：樋口 七郎） 

お金の天下り            （佐倉市：笠原 宏之） 

西松建設の献金           （千葉市：岡部 千代松） 

わがままなパパ           （横浜市：鈴木 びん子） 

優先席でお化粧をする女子高生    （京都市：牟禮 丈夫） 

自分の物忘れ            （文京区：稲葉 浅治） 

給食費不払いの理由         （世田谷区：水野 宏子） 

電車の中のあつあつカップル     （稲城市：藤井  敬三） 

当選したら公約を忘れる政治家    （松戸市：堀 秋人） 

民意なき日本の政治家の面  々     （高知市：高橋 満子） 

永田町の論理            （さいたま市：北沢 正嗣） 

国会中継              （相模原市：佐藤 尚雄） 

女のおしゃべり           （平塚市：石黒 賢一） 

カミさんの晩酌で飲む酒量      （岩手県：片山 敦夫） 

盗んだ仏像にバレないように拝む罰当たり さいたま市：高木 正明 

【評】仏像には足がついていたでしょう 

 

秀逸 

入選 

黒を白と言う人             （中央区：松山 カオリ） 

孫の小遣いupの理由（友だちが増えた） （広島市：香川 信子） 

バイキング料理の大食い         （荒川区：藤野 哲康） 

ハワイより高い箱根の旅         （横浜市：阿部 浩） 

 

 

 

佳作 

次回（第９９回）の題 「うるさくてかなわないものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切 ：4月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈 

樋口七郎   酒とシャレの日  々

オランダに居る友人をたずねたが、おらんだ。 

スエーデンで、据膳（スエゼン）を食う。 

河津桜を観にいって、切符を買わずに電車に乗った。 

才媛が菜園を作る。 

遊女は友情があつい。 
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渡辺みどり     ミドリのおきらく迷言日記 

●吾輩は猫である（夏目漱石）娘の小学校で保護者当番制の「朝の読み聞かせ」で選んだ本より 

●宅配はネコである（クロネコヤマト）メトロ広告丸ノ内線で発見！ 

●厄介なネコである（愛人２号）媚びたネコ系は魅力的だけど、何せ厄介なのが常！？ 

●政界はネゴがいる（揺れ過ぎ日本）松野参議にアレコレおしえてもらおう。 

  ２月２４日火曜（例会前日）の夕食時、娘（小学一年生）との会話 

娘：「いただきます」 

私：「明日、ジョークサロンなんだ」 

娘：「これはいいおヤジ（味）で」 

私：「それ、明日使っていい？」 

娘：「いいよ、チョークサロンで使ってチョーダイ。」 

（恐れ入りました…） 

 

土屋妙子        大暮景亭惚樽の「男と女の天国と地獄」 

          それは、思いがけなく気づくものかも・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）  小噺＆狂歌 『たら坊くん』 

ご隠居  ： おー、八っつあんかい、最近、陽気がめっきり暖かくなって来たなー。 

八っつあん： そーなんですよ、あれでしょ、例の暖房異変ってーやつ、ねっつ、そのお陰でここ

んところ、暖かくなったんでやんしょー。 

ご隠居  ： 知ったかぶりしちゃーいけないよ、それを言うなら暖冬異変ですよ。 

八っつあん： 暖冬でも暖房でもあっしにとっちゃー、暖けーならどっちでも構わないですがね。

処でご隠居さん、手にぶら下げてる小汚い棒切れはなんでやんすか。 

ご隠居  ： 小汚い棒切れってーのはご挨拶だな、これは今流行りのたら坊くんじゃよ。 

八っつあん： 何ですって、ちょっと待てよ、漫画のさざえさんの子供はたらちゃんだったし、え

っつ、でもたら坊くんってーのは初耳でやんすねー。 

ご隠居  ： たら坊くんってーのは山菜の王様、たらの芽の栽培キットの愛称じゃよ、このたら

の木の枝を水に差しておくだけで芽が出るんじゃ、苦労して山に行かなくてもな、

家庭で簡単に山菜が味わえるって寸法さ。 

八っつあん： なんだー、楽して山菜を手に入れるんですかい、それじゃーそのたら坊くんのたら

ってーは、たらはたらでもぐーたらのたらでやんすね。 

そこで狂歌を 

『世の中は 便利になった 幻の あの山菜も 家庭で採れる』 

『山菜も キットで栽培 今の世は 何故か嬉しい 何故か侘しい』 

女の天国と地獄   

新婚が過ぎると亭主尻に敷き 

一目惚れ一緒になればただの人 

若き日は夫の寝息で安心し 

  老いてはいびきで眠られぬ 

男の天国と地獄   

風呂がえりえり足白し夕月夜 

ミニスカート太ももたくまし女高生 

満員の電車で巨乳に押しつぶされ 

声高のオバンの夫のぐちばなし 
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波木博信     こんなの描いてます。似顔絵で～～～す。 

     

     ＊似顔絵を持ってくれているのは、誰あろう阿部浩さんです。 

  久しぶりに例会参加の波木さんが、自作の賑やかな似顔絵を披露してくれました。 

  誰だか、分かりますよね・・・と、ご本人はご謙遜。分かってよかった。 

 

シェイクスビア島川（島川謙二）  ブッシュ物語     

 

★ワシントン、リンカーン、ジャクソン、クリントン、ブッシュが小型飛行機に。ワシントン

は「アメリカに幸あれ」といって１ドル札を空へ投げた。リンカーンは５ドル札を、ジャク

ソンは 20ドル札を、そしてクリントンはブッシュを投げた。 

★天国の入口に立つ天使が、やってきたピカソにいう。「ピカソであることを証明しなさい」

ピカソは絵を描くとサインして入れた。アインシュタインがやってきた。相対性原理をメモ

しサインして入れた。ブッシュがやってきた。天使が「あなたがブッシュであることを証明

しなさい」というと名簿のサインを見て、「ピカソ、アインシュタインって誰だ？」とブッ

シュは聞いた。天使は「どうぞ入りなさい」といった。 

★酒場でブレアが「シングルで」、プーチンもシラクも「俺もシングルで」・・・。 

ブッシュは言った「私は結婚しているんだが・・」 

★ブッシュ夫妻が別荘のキャンプデービッドで庭を散歩中、奥さんが言った「あらっ鳥が死ん

でる」ブッシュは空を見上げて「どこだ、どこだ？」 

 

 

米岡泰        南亭琴内どんでん説法     

１． どんでん返し川柳 

    大統領に 靴投げ失敗 匙を投げ 

    オバマ君 悪いケーキに 腹こわし 

    日本語も 米語も読めない 麻生です 

    中川は 意味ない言葉の ロレツです 

２． ショートどんでん 

①病院の給湯器の紙コップが、いつか検査用コップにすり替わっていた（飲める？） 

②スキー場のレンタルブーツの看板に「五十円で除霊します」とあった（雪？） 

③友達から借りたノートで信長は「本能寺の恋」で光秀に破れたらしい（変？） 

④外車に金髪が見えたので、追い越したらゴールデン！外犬では判らん（見？） 

⑤お御クジを引いた。「大吉だ！」と喜んでいる間に、財布をすられた （大凶？） 

⑥最近まで、あのオカマタレントは一人で、尾杉ピーコだと思っていた（おスギ？） 

⑦温泉で打たせ湯に入り過ぎて打ち身になり、マッサージをとった  （整体旅館？） 

⑧ご近所に「空腹の救世主メシヤ」という食堂があり、救われている私（飯屋？） 
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海郷達人       対文「へくそものがたり」 

 

独り者        寡黙に屁が・・・。   壁に蜘蛛が・・・。 

すっきり       透かし屁をした。   出し終へしガス。 

豪食のあと     ビーフ、ヒレ食い、酒飲んでくそしたが、患部痛みし。 

            痔みたい。糞が固し。即出んの。下痢くれー。ヒーフーヒー。 

熊に会う       熊に向けて屁。  屁でけむに巻く。 

子供の屁      大人しい子：屁も出ん子ね。  がしい子：寝込んでも屁。 

 

平井幸雄  シロートでもない、クロートでもない・・・グレートな圓塾？ 

私の芸は、素人芸か？ それとも、素人離れ？ いやいや、玄人はだし？ 

素人（白） or 玄人（黒）ではなく、素人（白）＆ 玄人（黒）を混ぜた、その中間の灰色・・・ 

つまりシロートでもなく、クロートでもない、グレートです。中途半端な未熟半熟な圓塾です。 

ものごとを、A「or」Ｂと、どちらかに決め付けるよりも、Ａ「and」Ｂと、両方兼ね備えたり、

両方を対等につないでみてはどうか？ 相乗効果をねらってみたい。 

「and」は「＆」と書く。    色々な＆いろいろ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山カオリ        カオリのジョークエッセー   

おでん１０種の人生  

若いころ映画の世界では（大根）役者などと言われましたが年月を積み礼（つみれ）をわ

きまえるようになって、ドラマや舞台で活躍最近はテレビのバラエティー番組にも顔を出し

ています。（じゃがいも）のような（いか）つい体型ですが（たまご）のようなつるりとし

た顔でおやじ（タレ）ントなどとよばれているようです。（とうふ）のような脳みそで考え

（コンニャク）のように体をよじって話をするのが司会者や若い人に受けて、人生の半片（は

んぺん）を彩るステージを務め、よろ（こぶ）このごろです。 

夢見ていた、有名になりたいと言う悲願も（がんも）達成しました。 

   

   

 



 - 6 - 

加藤熊次郎      言い訳川柳 

＜言い訳＞ 

 出勤時 眠気が勝って 本が閉じ         <本の負け> 

 妻と子と 出かけるときには コンシェルジェ   <小間使いとなる> 

 太っ腹 怖い話にゃ 蒼白に           <顔には出さぬが> 

 犬も子も よちよち歩きが 可愛がられ      <短足の美点> 

 同期生 皺は同じく 三重に           <４×８＝３２> 

 飼い主も 犬に似てくる 円らな目        <犬に主導犬あり> 

 熱燗を 湯たんぽ代わりに 抱く寒さ       <飲むのも良い> 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

聞けば聞くほど 納得いかず 

＊突然に 妊娠したと 女来る 聞けば聞くほど 納得いかず 

＊今日からは 残業料は 払わない 聞けば聞くほど 納得いかず 

＊居酒屋で 勘定高く 店ともめ 聞けば聞くほど 納得いかず 

＊おれおれと 架かる電話で 叫んでる 聞けば聞くほど 納得いかず  

  明るい未来 見えなくもなく 

＊業界で トップの会社 なるという 明るい未来 見えなくもなく 

＊小説を 書いたらすぐに 本になり 明るい未来 見えなくもなく  

＊経済が 底をついたと マスコミが 明るい未来 見えなくもなく 

＊アメリカの 大統領が オバマ氏に 明るい未来 見えなくもなく  

好きにされたら いいではないか 

＊酔っ払い 一枚ずつに 服を脱ぐ 好きにされたら いいではないか   

＊駅のなか ハゲと女が 抱き合って 好きにされたら いいではないか 

  ＊若いコに ほれられました どうしよう 好きにされたら いいではないか  

 

阿呆リズム＆パロディ      門口泰宣           

 

１）カンポ下がって 大臣の影を踏まず 

２）愚契検定   ファミリイ企業優先 

３）山高ければ 谷根深し  人事院総裁 

４）不支持率 みんな揃って おくりびと 

５）トライしたのは得点じゃなくて大麻だった  東芝チーム 

６）年功ロレツを基準とする   大臣検定協会 

７）玉木たわ、ワインのソムリエが随行者とは 

８）不手際の受精乱の取り違え 

９）“自民党をぶっ壊す”の本番来る？   小泉元首相 

１０）「だんだん」に水をさす「弾弾」  NHK 

１１）加護のないエレベーター おお怖！ 

１２）♪成田の西北 千葉の空に 乱気流のまなかは 我らがノースウエスト♪ 

      我らが日頃の訓練知るや 進取の安全学の管理 

      ベルトを忘れぬ 早目の着用 あわてる我らが結果を見よや 

      救急車 救急車 救急車 救急車 救急車 救急車 救急車♪（都の西北） 
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一ノ瀬善秋  Sharekspiare シャレクスピア  （洒落久寿悲夜）の驚き 

           

① 大臣が辞任 風邪くすり「ジキニン・全薬工業」とワインの飲み合わせ 

ろれつが回らない記者会見、世界に放映 ジキニン＋ワインで「辞任」 

② 消防士が放火 野や岡に燃え広がる      「呆火」 

③ 裁判官がバスの中で痴漢行為         「痴官」 

④ 大学生が大麻所持 なんと法学部のエリート  「呆学部」 

  政治、経済、社会情勢の３衰 ワシントンへ首相が飛ぶ 

  失われた１０年、１００年に一度とか・・・元気をだせＪａｐａｎ！ 

  日本から「笑いが減ったな」伝笑鳩を飛ばして明るくしよう 

 

印南博之     大娯解   

♪ ローマで出席Ｇ７ ジンを飲みすぎ二日酔い 

    ワインと合わせて風邪薬 足元ふらふら中川さん 

  随員従えバチカンへ 柵越え座った彫刻に 

    たちまち響く警戒音 頭の中はグールグル 

  予定通りの記者会見 しどろもどろの発言は 

    たちまち地球を駆け回り 苦虫つぶす麻生さん  （浦島太郎） 

 

 「居酒屋の前はサケて通れない」 

酒飲みはアイスクリームによく似たり 初め硬くて後はドロドロ 

ジョッキーは前夜ジョッキを重ねてはいけない 

ワイナリーと掛けて出版社と解く  その心は 良い製品のはっこうが大切 

ぼくたちはグレープジュースをママンと呼んでいます 

              兄 ワイン 弟 ブランデー 

テキーラが竜宮城御用達商品になったんだって？ 

              「そうだよ原料が龍舌蘭だからな」 

深酒をしても変わらぬ蛸入道 どちらへ行くのか分からない 

ビール工場と掛けて夏の徳島と解く  その心は どちらもあわで盛り上がる 

大阪人の好きなお酒は？  「ワインや」 

さあ事だ  ゾウ酔っぱらうフェリー船 

お醤油サン 清酒サンと仲がいいのねえ  「そうよ麹町の生まれよ」 

おい白蛇さんよ 今夜はほんのり赤く、ぐったりとしてとぐろも巻けないのかい 

             「ハイちょっと酔っておりまして」 

 

藤井敬三      ユーモア川柳「ああ、膝」      

ストレッチ思いどおりにならぬ膝   若い日に抱えた膝が届かない 

下り坂ひざに老化を笑われる     膝のキズ腕白時代の武勇伝 

欠席の理由に膝が痛みだす      脚気診断機械仕掛けのような膝 

お小遣い弾んで孫を膝の上      見かけほど楽でなかった膝枕 

膝頭目線に困る前の席        近頃のジーンズ膝が顔を出す 

ローカル線膝触れ合って旅ごころ   膝正し借金話切り出され 

客帰し膝を崩して呑み直す      ホステスの手が膝の上ボトル入れ 

膝を打ちチラシ片手に飛び出した   膝かがめ被災者見舞う両陛下 
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高木正明    《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》  

 

アカデミー賞 快挙にショック 末期の麻生に おくりびと 

古希の与謝野に 三役負わせ 負んぶに抱っこの 麻生丸 

麻生降ろしと 支持派が揉めて 選挙ポスター 宙ぶらりん 

笑うしかない どころじゃないよ 笑っちゃおれない 自民党 

イラク止めたら アフガン支援 オバマが出しそう 奉加帳 

酒はゴックン 潰れるほどに たしなむ程度に やる政治 

酒の飲み方 漢字の読みを 言って聞かせにゃ ならぬ国 

叩き売りした かんぽの宿は 電化製品 付録つき 

金が減らずに 儲かる話 円天詐欺師に 掛かるカモ 

洒落にならない シャーレの誤認 体外受精の 取り違え 

カゴが無いのに 扉が開いて 出前飲み込む エレベーター 

稼ぐ漢検 検査のメスが はいれりゃ良かった 天下り 

燃えてしまった トトロの住まい 夢を消された アニメファン 

ガッツポーズの 品格よりも 大麻騒ぎの 若麒麟 

 

山口幸子    自己解釈・改正広辞苑  

１．痒いところに手が届く人      材木商を営む人（気配りができる） 

痒いところに手が届かない人    五十肩の人（背中が痒くても手がとどかない） 

２．定額給付金            消費促進助成金又は選挙対策助成金 

３．ワーキングプア          年収２００万円以下の人 

ワーキングリッチ         渡りを繰り返す官僚ＯＢ 

４．郵政民営化            簡保の宿を民間に安く売ること 

 

山口幸子     キャッシュカード  

 数年前、振り込め詐欺が横行していたこともあり、キャッシュカードを紛失した時の予防として

生体認証カードを作りました。ある日、現金を引き出すために銀行の窓口へ。 

 ＡＴＭではそのカードに対応する機器が少なかったためです。指定の機器に手を入れる。ところ

が何度手を通しても作動しない。 

私 「もう何度もやり直しているのにどうしてでしょうか？」 

行員「ちょっとした角度の違いで通らないことがあるのです。もう一度やっていただけますか？」 

私  「カードを作った時と全く同じ手の角度でないとダメということでしょうか？」 

   やはり機器は反応しない。 

行員「お客様ご面倒ですが、もう一度お願いします。手の血管の状態でも通らない場合があります

ので・・・。」 

私  「えェ！ 血液検査でもあるまいし・・・」 

 

 結局７回も繰り返しましたが機器は拒否。窓口だったからまだしも、これがＡＴＭで行っていた

ら・・・絶対怪しまれるに違いありません。安全と思って作ったものの、現金をスムーズに引き出

すため、即普通のキャッシュカードに切り替えました。 

 

 楽しみは 変集協力 仲間増え 載せ切れぬほど 原稿来るとき・・・野本浩一 
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奥村篤史   “銭太鼓メデタメデタで本邦初演”洒落日記 

本年１月１１日のジョークサロン新年会でアッシー君としては本邦初演の銭太鼓を演じました。

「花笠音頭・金毘羅船々」勝手にアンコール曲としたのは童謡の「人間っていいな」。計３曲でした。

如何だったでしょう。実はなんと申しましょう苦節１７年、やっと目の出た発表だったのです。「☆

銭太鼓メデタメデタの花笠音頭」「☆銭太鼓金毘羅船々で帆を揚げる」そして「☆アンコール！自分

勝手にアンコール」「☆童謡に動揺してかバチ乱れ」。 

「銭太鼓」はご存じない方が多いと思いますが、アッシー君は実に17年前の1992年、地元小平の芸人

花島ふくろう師匠に出会い、南京玉すだれ・どじょうすくいと共に初めて体験。♪何はなくとも出雲

のみやげご覧下さい銭太鼓♪ と安来節に合わせ銭の入った竹筒をジャグリング的に操るという面

白い踊り。 

1年半前インターネットで月島に教室ありの情報入手、月1回教室に通いだす。銭太鼓のバチさばき

はボケ防止にとの評判もあり女性10名位参加、男はアッシー一人。でも月１回の練習では「☆忘却の

彼方 前月練習分」で、四苦八苦でした。もっとも教える老師匠も毎月少しずつ違がっていたりもす

る。苦節1７年、やっと本邦初演にこぎつけました。集団演技は皆と少しでも異なると失敗がばれま

すが、一人だと何をやってもＯＫ？ですが、ちょっともたもたすると手先が乱れバチを落としてしま

う。「☆バチさばき落とせばバチよ客は神」「☆バチ落ちはバチとバチバチ バチ捌き」「☆ジョーク

にゃオチ 銭太鼓にゃ落ちなきバチさばき」「☆銭だ！行こっと思って始めた銭太鼓」なのに「☆銭

太鼓 銭取られ放しの１７年」。まだ「☆銭太鼓銭取る芸にゃ道遠く」ですが、「☆絶賛を信じ厳しい

意見無視」「☆竹筒と腕を磨いて光る芸」そして「☆銭太鼓 銭持ち見に行こ！銭だ！行こっ！」と

言われるように精進、そしてめでたく「☆銭太鼓メデタメデタで帆を揚げる」。 

 

加藤大禮      ダジャレ暗記はするものの・・・ 

○暗記したダジャレ使う前にみる カンペーどこかに入れ忘れ 

○暗記したダジャレ誉められフト一人 これでいいかと悩む我 

○暗記したダジャレを少し手直しし これが自作と言えぬ我 

○暗記したダジャレ使うタイミング ジムの女性にみすかされ 

 

大石脩  タバコ・煙草・莨・烟草・巻きタバコ・刻みタバコ・嗅ぎタバコ・葉巻 

 

体に良いことはないと、誓って禁煙したのが２回。１１年間と１３年間しかもたず、またもや吸

いだしたのがＨ１０年５月１０日だから、１０年９ヶ月すぎて、まあ意志薄弱、石の上にも３年と

いうが、大石の上にも３年どころか、オオイシイのでたまりません。お金にしてみたら、２００万

はとうに超えている筈だが・・・。 

 ＊禁煙で 蔵を建てたと いう話 未だどなたも 聞いたこたぁねぇ 

 ＊たばこスル？ だったらマッチは スウのかと 言ったあの頃 思い出す日  々

 

山田三郎          「おいしい話」 

 食卓にはおかずが並び、座って待っていると妻が素頓狂な声、御飯が炊けていないと言う。二人

であれこれやってみたが結局炊飯器が壊れたのだった。そこで骨董品として取っておいた三合炊の

お釜を出して移した。 

 出来上がった御飯は、からっとふっくら焦げも少しできて香りが余韻の味だった。私は喜んで「こ

れから又お釜で炊こうや」と提案した。すると言下に「手が懸かるしガス台が汚れる」と一蹴に「ギ

ャフン」。でも忘れていた本当の御飯のおいしかったこと。一度お試しあれ。 
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★２月例会参加者  ２月２５日  集合順  ２２名 

野本浩一・佐藤忠恕・阿部浩・平井幸雄・樋口七郎・印南博之・松山カオリ・高木正明・ 

一ノ瀬善秋・藤井敬三・渡辺みどり・波木博信・波木陽平・海郷達人・加藤義雄・島川謙二・ 

山口幸子・奥村篤史・土屋妙子・門口泰宣・米岡泰・曽田英夫 

＊ジョークサロンＨＰの賑やかな絵の提供者である波木さんが、本当に久しぶりに例会参加とな

りました。息子さんの波木陽平さんと一緒の参加でしたが、兄弟のような感じでした。 

 趣味的に勉強しているとご謙遜の似顔絵を披露してくれました。その作品は、４頁にあります。 

 ジョークサロンのＨＰの賑やかな絵は、波木さんの作品です。 

＊金鳥は、都合により休暇。変集鳥は、体調不良により早退しました。快鳥は業務の都合で、す

こし遅れて参加しました。三者三様なれど、皆様の暖かいご支援に支えられ、月例会は順調 

に執り行われました。嬉しい限りです。二次会で快鳥は三人分働きました。感謝感謝。 

 

★風車風が吹くまで昼寝かな（広田弘毅）引退表明をした中原誠十六世名人(61)が、スランプに 

陥った時に知ったというこの句は、座右の銘として支えになったという。別れや出会いの季節 

 ですが、ちょっとした時に披露したくなるような句です。広田弘毅が左遷された時に詠んだ由。 
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ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞごらん下さい。 

今後の例会予定  １８：３０～（受付は１８：００頃から） 

 ４月２２日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ 第２集会室 

５月２７日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

６月２４日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

 ７月２２日（水）２０周年記念例会 「ラ・リヴィエール」を予定 

  住所：神田多町２－２ 第3ハヤカワビルＢ１ 電話：03-3258-1800 

  ＊ＪＲ神田駅北口、地下鉄神田駅４番出口から徒歩２分程度 

 ８月２６日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）   

電話  千代田区立スポーツセンター   ℡03-3256-8447  

 


