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豚インフルエンザの感染が世界中にひろがり、ついに日本でも感染患者が出てきました。マスクをかけ

る、うがいをする、手を洗う等々、我々も十分に注意が必要です。気をつけましょう。 

野球やサッカーが、感染防止のため、観戦者なしで実施されます・・・・・・なんてことないでしょうね。 

とにかく、人込みはさけて、生ゴミは分別して、意気込みを大事にして、元気に頑張りましょう。 

 

町田市／青木孝さん■毎号、ボリュームがますます加わり、圧倒的な情報量に驚きます。ご努力の

ほどがしのばれます。あっという間に連休です。楽しくお過ごし下さい。 

名古屋市／加藤大禮さん■伝笑鳩２３５号、ありがとうございます。みどりの日に、みどり色の伝笑鳩 

  拝読しています。      拝 

魚沼市／佐藤憲雄さん■水雲会パーティでご尊顔を拝し、嬉しく存じました。伝笑鳩２３５号、写真があり 

 ありがとうございました。皆の宗２７、ニコニコ宗１３快嬉の今年。虚空蔵菩薩の建碑準備の毎日です。 

 

大変お世話になっております。毎号、怠け者の私に定期にお送り頂く 

「伝笑鳩」。ときとして、泣きべその…顔に、いやでも笑い！ を届けて

もらっています。有難うございます。 

“切手”送料分のみの同封いたします。今回で終止符を、など時として思うのですが、これから

も宜しくお願いします。怠け者ご容赦下さい。失礼します。 

 

福井市／山﨑正剛さん■伝笑鳩５月号頂きました。楽しく読ませて頂きます。 

 愚作の投稿を掲載して下さいましたが、ちょっと恥ずかしいです。 

 飲み仲間の行きつけの小料理屋「八勢」(やせ)のHPに時々「楽隠居の旅日記」を掲載していま 

す。暇つぶしに下記をクリックしてご覧ください。www.yase.jp から「八勢の談話室」を 

クリックしてください。 

上海、蘇州、無錫の３泊４日の旅から帰国しました。まったく期待はずれの旅・・・ 

日本の旅行会社が現地のツアー会社に低価格で丸投げするので、お土産屋と添乗員のバス 

車内でのお土産売りばかり・・・・。観光時間が犠牲にされてしまい不満だらけでした。 

（最後の無錫では、さぞやむしゃくしゃしたでしょう。お疲れしゃんはいでした） 

 

大阪府高石市／大森史郎さん■ 楽しい『伝笑鳩』、いつもありがとうございます。インフルエン

ザを伝染させる豚と違って、笑いを伝える鳩は可愛いですね。 

 笑いは、副交感神経を優位に立たせるとか、ＮＫ細胞を活性化させるとか、内臓を刺激するとか 

で健康に良いわけですが、『伝笑鳩』の作品はどれもこれも、最初の一文字見ただけで笑い転げるも 

のばかりです。笑いの深淵に沈んだらどうしよう、と心配にもなります。 

 

「緑照る 鯉が泳いで 皐月来る ジョークサロンで 大いに笑おう」 【曽田英夫】 

 

 

   お骨折り、ご苦労様 

「緑の週間で、緑の羽根の募金活動を 

していますね。このボランティア活動は 

大変骨が折れるようです・・・ボキン」 

     品川区／箱田 忠昭 

三郷市／ 

田中康浩さん 

http://www.yase.jp/


 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  

「つらいなぁと 

思うものは  

 

要求に応えようとする整形医       （横浜市：阿部 浩） 

マラソンでつぶれた足の豆       （文京区：稲葉 浅治） 

目方では男が売れぬ          （板橋区：植竹 団扇） 

持ち株の暴落            （千葉市：岡部 千代松） 

まさかのさかを登るとき        （佐倉市：笠原 宏之） 

鏡で見る自分の顔（面良いなあ）    （岩手県；片山 敦夫） 

車の事故で連休中ずっと入院      （目黒区：亀山 光昭） 

押しつけられた大役        （さいたま市：北沢 正嗣） 

予定が重なって参加できない行事   （横浜市：鈴木 びん子） 

すぐに出てこない名前         （松戸市：田中 清咊） 

二日酔いの迎え酒         （さいたま市：高木 正明） 

いとしの君との別れ          （高知市：高橋 満子） 

だんだん抜けて行く髪の毛      （伊勢原市：武井 美雄） 

減りゆく気力・体力･知力        （大田区：野本 浩一） 

存在感がある政治家の不在       （鎌倉市：浜田 頓坊） 

ものは付けの落選           （渋谷区：樋口 七郎） 

突然ダウンしたパソコン        （稲城市：藤井 敬三） 

上手な人の後で歌うカラオケ      （荒川区：藤野 哲康） 

好きだった人の結婚式に招かれる    （中央区：松山 カオリ） 

頭脳線がはっきりしない手相      （世田谷区：水野 宏子） 

自分より年下の者の急逝        （京都市：牟禮 丈夫） 

「さあさあ干して」と強いられるビール  （船橋市：山田 三郎） 

 

 

ものは付け１００回に際して（選者よりひとこと） 古文亭南朝 

今般、皆様のご支援により、当伝笑鳩のものは付けのコーナーはめでたく１００回を迎える運びと

なりました。 

ものは付けは江戸時代から続く、なぞかけのゲームの一種ですが、かつては三大新聞や有力雑誌に

募集欄があり、応募者も一回にそれぞれ何千人という規模にふくらむほどの隆盛をみた時期もありま

したが、今や、日本広しと言えども、ものは付けを募集しておりますのは、当ジョークサロン一ヶ所

のみ、ここで秀逸をとることは取りも直さず“日本一”となることになるのであります。 

 さて、１００回の祝意を表するものとして、読者の長年の努力に報いるために今回かぎり応募者全

員を“入選”とすることに致しました。 

 “秀逸”は入選者による互選と致しますので、次回（第１０１回）応募の際に、欄外に“第１００

回は○○氏”と書いて頂きたい。最高得点者を秀逸といたしたく存じます。 

 尚、追加の提案がございます。出題は小生一人で考えてきましたが、こんな題でという案がありま

したらご提案頂きたい。出題として採用された場合は５００円の図書券を進呈いたします。 

 尚、読者の中には、日本一のコーナーにしては賞金の額が少ないとご不満の向きもあろうかと思い

ますが、小生年金でかろうじて糊口をしのいでおる身でありますので、何卒ご宥恕の上、今後とも引

き続きご支援賜りますよう、伏して御願い上げたてまつります。   怱々頓首 啓白  ４月３０

日 

 

次回（第１０１回）の題 「並べて楽しみたいものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切 ：6月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈 

秀
逸
候
補
一
覧
（
全
入
選
作
品
） 
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石井志津夫  ご無沙汰してます。メッセ貝、元気でっせ。 

メッセ貝も笑う 時事コントあれこれ  笑って世直しができたら  

（石井志津夫ジョークサロンNO.199 もう一歩で２００号） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

上の空組 印南博之     大娯解    ことわざ我楽多店 

若狭芳生  ＮＨＫラジオ｢新・話の泉｣とんち教室  （入選作品集） 

面白い相撲の取り組み 

 風呂屋の三助と客○→ 浴びせ掛けて三助の勝ち    

      このごろ都で流行るもの 

 ♪ラブユー東京 また五輪？  オレにも振り込め 大三元     

 株安･ドル安 腐れ円   擦（す）ったった揉（も）んだんだの 給付金  

 

 

◆絵に描いた餅◆ 

慰問に果物の絵手紙だって？ 

ホームレスを馬鹿にしてんの

か、賞味期限の切れたコンビニ

弁当の方がいいなあ 

◆ぬいだシャッポ◆ 

モノよろしいのですがナニしろ負

け癖がついておりますので競馬場

などへはお被りならないほうが 

 

◆腐った鯛◆ 

普通の方にはお売りできませ

ん、まあ汚職をされたお役人へ

の贈り物などですねえ 

◆毒を盛った皿◆ 

毒を食べて当たらなくても瀬戸物を齧っち

ゃいけません、歯の無い鶏なら消化の役にも

たちましょうが、まっとうな人間として生き

たい方はおやめになった方がよろしいかと 

◆火中の栗◆ 

拾う時は必ず火

傷をしますので

ご覚悟のほどを 

☆３ポスト兼務 

こちらも大変 

     －母、妻、女 

☆筋トレで医療費ダウン 

食費はアップした 

        －シニア 

☆定昇凍結 

温暖化なのに 

－組合 

☆潔白を証明 

「麻薬犬」をペットにしてます 

          －力士 

 

☆ETC人気 

売り場が渋滞している 

     －新規購入者 

◆目から落ちたウロコ◆ 

霞目や視野狭窄になる恐れ

があるのでサングラスやコ

ンタクトとしてはご使用に

なれません 

◆犬に当たった棒◆ 

なぜこんなにお高いかともうしますとお当たり

になったのがアノ八公様でございますので 
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野本浩一     お洒落日記：【長崎県勢高校野球初優勝を祝う】 

楽しみは清峰勝つを見終わりて ビール買い込み帰宅するとき 

４月２日、春の選抜高校野球で清峰高校（長崎：旧北松南高校）が優勝し、春夏を通じて高校野球

史上初めての「全国制覇！」を長崎県にもたらした。たとえ母校ではないと言っても、長崎県出身

者にとっては、格別の朗報となった。 

４月３日 会社の同僚５人（新潟、岩手、岐阜、愛知、長崎出身）で飲む。 

 今年の選抜で、清峰は新潟（日本文理）を初戦で破り、弾みをつけて、岩手（花巻東）に勝った

ということで、新潟と岩手の同僚二人に感謝して太っ腹になって、ご馳走した。 

 これで、春夏通じて優勝が無い県は、残り１５となった。青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、

山梨、新潟、富山、石川、福井、滋賀、鳥取、島根、宮崎である。 

新潟出身の同僚と、約束した。「新潟が優勝したら、銀座でご馳走してくれ」と。 

彼は、即座に快諾。「よーし、決めた。恐らく、今世紀中にはありえない、から」と。 

 

米岡泰   南亭琴内どんでん説法   四爺の自慢 

          

一爺「ワシの息子は販売店の車洗いしとったが、今じゃそこのオーナーでよ。友達に高級車く

れてやった」    

二爺「俺の息子も不動産屋の食堂の皿洗いから今じゃそこの社長さ。こないだ友達に高級マン

ションを回してやったそうだ」 

三爺「ウチのは株取引所の床磨きから身を起して今は所長さ。優良株を友達に百万株譲ったと

さ」 

四爺「ふーん。皆と比べるとウチの息子はずっと落ちるな。えーとこ言うたら友達やな。こな

いだ、友達から高級車とマンションを貰うたし、株も百万株譲られたと言うてたで～」 

一二三爺「アンタんとこの息子は何しとるの？」四爺「理髪師でよ、オカマさ」「！？×」 

 

加藤熊次郎   言い訳川柳＜言い訳＞ 

１． 給付金 通帳・印鑑 直ぐ出ます  ＜女房の動きが早い＞ 

２． 給付金 握り締めたら 先ず寿司を ＜女房の計画＞ 

３． 給付金 世帯主が カラ威張り   ＜口座に入れば俺の物？＞ 

４． 叱る父 居ない田舎に 未だ居たい ＜甘い義父母と妻＞ 

５． 桜咲き 酒屋の前に 列が出来   ＜店主一番嬉しそう＞ 

６． 花を見て 団子を望む 甘党ら   ＜女性だけじゃない＞ 

７． 彩やかな 花はフラッシュ 攻めに合い＜カメラと携帯でバチバチ＞ 

８． 見上げれば 桜満開 天の川    ＜夜空に映える＞ 

 

樋口七郎      シャレている場合じゃないけれど・・・・・   

☆麹（コウジ）町の工事（コウジ）現場で、クレーンがたおれた。 

☆クレーン事故の再発は、やめてクレーン。 

☆松村邦洋の心肺（シンパイ）機能が、心配（シンパイ）である。 

☆松村邦洋の血管（ケッカン）に、欠陥（ケッカン）があった。 

☆婿（ムコ）を無辜（ムコ）の人にしてはならない。 

☆オリンピックの招致（ショウチ）運動を承知（ショウチ）した。 ―麻生総理 
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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》  

辞任カードと 解散カード どっちもエースの 無いカード 

選挙戦では 小沢が裏目 千葉もかしこも お断り 

俺は熱血 広告塔だ 所属ごまかす 千葉の知事 

大阪府知事の 橋下ファン リュックに一億 詰めて寄付 

風力発電 見通し暗く 風が読めない 経産省 

ミサイル発射に 誤探知誤報 呆れてるかも 北の国 

タイへ行くなら 赤・黄は危険 青が無難な 色模様 

入社直前 自宅に待機 内定吹き消す 不況風 

女性客より 中高年の 男が増えたと 占い師 

土日祝日 千円道路 下げた道だけ 大渋滞 

生の動物園より稼ぐ ディズニーランドの 縫いぐるみ 

馬鹿や力を 表紙に書けば バカにバカ売れ 稼ぐ本 

ゴルフ場には ボールの穴と 人を飲み込む 落とし穴 

左右よく見て 前後に注意 落とし穴にも クレーンにも 

さすがイチロー 張本抜いて 安打の記録も 満ホーマー 

柴本和夫 言葉の研究  ①政界空耳アワー②新千葉県知事の誕生③世界のニュース 

定額給付金をもらう人ともらわない人      おくりびとブームの影響  

もらう人                     ～西松建設の政治献金 

～ふところが《さみしい》人           おくりびと～賄賂をおくる人 

もらわない人                  もらいびと～賄賂をもらう人 

～さみしくも、さもしくもない人      タイのデモのニュース    

政治家は選挙の《金策》に忙しいらしい   タイは大丈夫かい？              

新知事は県の政策のことで、忙しい。    タイだけに～体制に影響がなかったようです 

私の名前は～森田《県策》です。       ～タイしたことはない。 

さらば～金策～と言おう！         世界中の人が注目しました。 

～バンコク（万国）～の人達です。 

 

海郷達人  無常の恋：  毎夜寝付き半ば、妹想いし春。浮き世の丘。 

顔の良き、麗し妹想い、儚き常よ、今。 

対文  結ばれぬ恋（北帰行）： 

伝へたきこの想ひ残す酒に眠れぬ。意、そこに抱き。 

北にこそ往ぬれ。胸に消さず、この火も。男の子、北へ発つ。 

老いらくの恋：  止んごとなき媼が抱きし恋よ。 

宵越し期待、適う。翁と今夜。 

絶倫の恋：   ラブラブ徹夜。    やってふらふら。 

 

浜田頓坊     辛口都々逸でほのぼのランド 

▼お犬様でも ウンチの放置 そりゃ許せぬ 遠島じゃ       綱吉 

▼くわえタバコを 見るたびいつも 放火犯かと わしゃ思う    吉宗 

▼ゴミを捨ててく 人などそっと この世のなかから 捨てたいな  住人 

▼ぐんと辛口 都々逸掲げ 笑い飛ばして 守る街         頓坊 

 



 - 6 - 

平井幸雄          いろいろな新入社員 

春は野山の木々や草の新芽が吹きだし、色々な花が咲き、蝶や鳥が飛び交う。 

心が
Sp

弾む
r ing 

春
has

が来た
come

。学校やオフィス、街にも、新しい制服やスーツに身をつつんだ 

新入生や新入社員が、新しい風を吹き込んでくれる。 

人生色々、新入社員も色々。 年 々
毎年決ま

歳 々
ったように

花
花

相 似
は咲くが

。歳 々
その花を

年々人
見る人は年

不 同
ごとに違う

。 

進入社員 進んで入ってきた、元気溌剌な将来有望な新進気鋭な社員 

親乳社員   親から乳離れしていない甘えん坊な社員 

親も子離れしないで、甘やかす少子化社会の申し子 

真ＮＥＷ社員   真にＮＥＷな、嘘偽りの無い、真っ正直な社員 

それとも新人類で、全く新しいタイプの社員 

 

寝入社員  春眠暁を覚えずＺＺＺＺ研修中も仕事中も、  

よく寝入っている社員 寝る子は育つ？ 

 

シェイクスビア島川（島川謙二） ≪芭 蕉 物 語≫  

奥の細道を共に歩いた曾良（ソラ）の上を目指す私の俳号は志奴（シド） (^_-) 

★芭蕉が日本橋から深川に移って俳号も桃青から芭蕉に変えたのは、妾の寿貞について奉行所の

追及を逃れるためだったといわれています・・・芭蕉はコンニャクが好きだったそうですし、

『痔主』だったので、いろいろ大変だったようです (×。×) 

★『善光寺で月見る今宵かな』と芭蕉が詠む・・・弟子が字数があわぬというと『善く光る寺で

月見る今宵かな』と読んだそうな・・・。 (@_@) 

『古池や蛙飛び込む水の音』について生物学者は、蛙は音をたてずに飛び込むものだという。 

しかし、芭蕉の心には音が聞こえたのでしょう。 

博多の一休さんといわれて親しまれた仙崖和尚は 『古池や芭蕉飛び込む水の音』と 

ユーモアをこめて詠み、良寛さんも 『新池や蛙飛び込む音もなし』と詠んでいます。 ^-  ̂

★『あらたうと青葉若葉の日の光』と日光では徳川の光を詠み、平泉では『五月雨の降りのこし

てや光堂』『夏草や兵共が夢の跡』と藤原氏の光と影をうたう芭蕉でありました。（－;-） 

★新潟で名句 『荒海や佐渡によこたふ天の川』 と詠みましたが、曾良は越後は雨だったと日

記に書いています。これも芭蕉の心象を詠んだものなのですね。『奥の細道』には随所に芭蕉の

創造が散りばめられているのです。 

 

山田三郎      想像すると面白い 

作物は遺伝子組換が行われております。人間も遺伝子組換で猫ほどに矮小化したらどうでしょう。

世界的には人口増で２０５０年には９２億人になると予測されており環境破壊資源枯渇、水や食糧

不足の解決になるでしょう。宇宙進出研究にも頑張ってもらいたいけど。 

雀は雨上がりの溜り水を飲んでも腹をこわさない。雀の丈夫な遺伝子をもらえないか。 

Ｚ
Ｚ
Ｚ
Ｚ
Ｚ
Ｚ 
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松山カオリ   カオリのジョークエッセー＜新茶の話ではありませんが＞ 

   

しばらく前に見た新聞一頁全面の広告に「茶花」という文字が目に入りました。 

健康に良いという商品広告の見出しに使われた文字でした。 

「茶花」を「チャバナ」と読んだ私は、お茶室に活けられている花が頭に浮かびました。 

ところが本文を読んでみますと「チャカ」という振り仮名が書かれ説明には日頃飲んでいる緑

茶などのお茶の木に咲く花のことで商品のネーミングだったわけです。 

私は迂闊にも「チャカ」というカタカナを読んでハードボイルドの小説に出てくる拳銃の事か

と思い浮かんだのですが早とちりでした。 

人間を倒すものではなく、人間を助ける健康食品だったとは・・・。 

言葉を茶化すわけではありませんが、目に映る文字の読み方で表現いろいろ。 

ちょっと戸惑いました。 
 

一ノ瀬善秋  シャレクスピア （洒落久寿悲夜）   花のはなし 

４月 桜 花より団子 上野、飛鳥山、千鳥ケ淵、墨田川、四名所 

     酒は「黄ざくら」提げて、「美少年」はだめ、事故米で、おじさん達も… 

     八重桜 牡丹桜 新宿御苑 見ている人、「姥ざくら」… 

       「花に嵐」花開いて風雨多し 花も嵐もふみ越えて・難関・新入社員… 

       同期の桜 後期高齢者の同窓会 胸がこの頃「動悸」だよ…「俺もだ」 

   はなみずき アメリカから来た花「サブプライムローン」で風邪ひいたよ 

         「鼻水気」だよ 花言葉は「公平にする」だとよ… 

５月 木瓜（ぼけ） 花言葉は「一目ぼれ」いや「人目呆け」だよ 

   あやめ・かきつばた 「いずれが菖蒲か杜若」…わからない 

          菖蒲は勝負で尚武 男児の「花言葉・心意気」 

   藤     「マメ科」だそうだ 亀戸天神がいいよ  まめにモーション 

         「恋に酔う」「懐かしい思い出」が花言葉 

 信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）  小噺＆狂歌 ◎『朝カレー』 

ご隠居  ： どうしたね八っつあん、朝からつやつやして、何となく上気してるじゃーないか。 

八っつあん： わかります、最近流行りの朝カレーを試しているところなんですよ。 

ご隠居  ： 何、あの野球のイチロー選手もメジャーに移籍して７年間、毎朝カレーを食べてる

から好成績を残すことが出来てるってあの朝カレーの話かい。 

八っつあん： そーなんですよ、カレーを食べると脳内の血流が増加して脳の働きが活発化してね、

特に脳内の情報処理を担当する部分が活性化することをあるお医者さんが突き止め

たそうなんですよ、だからカレーを食べると集中力や計算力のアップに繋がるって

ーわけなんですよ。 

ご隠居  ： フーン、お前さんの場合そう上手く事が運ぶのかなー。 

八っつあん： えっつ、ご隠居さん、一体何を言おうってんですかい。 

ご隠居  ： ほらね、元もと血の気の多いお前さんのことだ、カレーを食べたら、一層頭に血が

昇るだけなんじゃーないかと思ってな。 

そこで狂歌を 

『イチローも 実践してる 朝カレー まねしたものの 腹が出ただけ』 

『脳内の 血流増やす 朝カレー 食い過ぎ昼寝 効果判らず』 
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門口泰宣     阿呆リズム＆パロディ 

北鮮からの招かざる非招待の打ち上げ    

贈与花よとおだてられ  減税案 

色々検索されているけどムショ族にはなりたくない   森田知事  

説明責任を果たさない政治家はAccountability（アカンたビリてぃ） 

結核でないとウソつけません  はりせんぼん 

この時勢だから自宅大器とあきらめよう   新卒生   

スイングの改造より親父の改造が急務  石川 遼 

ちょっとお兄さん、エーコいまっせ！  家電店 

サービス料金との差額を着福祉たベスト電器 

官憲が理事長の背任容疑で捜査中   漢検協会 

 

藤井敬三ユーモア川柳「ああ、尻」 

アルコール注ぐと尻に根が生える     尻込みをしたのにマイク離さない 

病院で待たされ尻が痛み出し       ジーンズはヒップが邪魔で入らない 

新調の尻をベンチの釘が刺す       工作の椅子を壊した母の尻 

言葉尻とらえて続く長電話        浅草はお尻振り振りカーニバル 

盆踊り前のお尻に付いていく       キャンプ場トイレで尻を蚊に食われ 

切られ役死体の筈が尻を掻き       パドックの尻の艶見て買う馬券 

解説者新人投手の尻を誉め        尻に火を付ける締め切り 2日前 

 

曽田英夫    狂歌ｎｅｗ門  

 気分は晴れて あゆみも軽く   

むずかしい トラブルやっと 解決し 気分は晴れて あゆみも軽く 

検診で 何もなかった 医師は言い 気分は晴れて あゆみも軽く 

ぐっすりと 眠って行こう ハイキング 気分は晴れて あゆみも軽く  

     なぜそうなのか 疑問に思う 

今日からは 仕事一緒で 給与減り なぜそうなのか 疑問に思う 

頼まない つきだしがでて 金を取る なぜそうなのか 疑問に思う 

世間はいったい どうなってまんねん 

誤報だと 言訳止めて 慎重に 裏づけなくは いいわけがない 

打ちあがり 日本上空 飛び越えて 見当たりません 衛星などは   

漢検は 儲けた感じ バレている トップのくびは 関係はない 

 

大石脩       考えたら・・・・・眠れない 

自分自身の存在をどのように認識しておられますか？ それは多重映像の輻湊体の変化というよ

うな考え方が出来ます。つまり、自己の存在は、ひとつだけでなく、複数個であり、数えることが

出来ぬ程に多くて、真に捉えることは不可能です。 

刹那せつなで夫々異なり、永劫という時間においては、・・・・・ああ、眠れない。 

 

稲葉浅治      川柳「ペット」 

まずペット 次にダンナに 食べさせる    猫達も メタボ心配 平和な世 

よく吠える 犬を残して 旅に出る      目が合って ついに買わされ 血統書 
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奥村篤史  アッシー君の“江戸川柳の魅力講座”洒落なし洒落日記 

昨年末地元の花小金井で「江戸川柳の魅力10回講座」を昭和学院吉沢靖教授より受けました。57577

の短歌に対し、川柳は77が前句課題として出され、それに続く575を作る競技で「前句付け」と呼ば

れ庶民に流行しました。中でも柄井川柳が人気選者で入選句を川柳評万句合勝句刷として刊行、その

初年より7年分を、呉陵軒可有が誹風柳多留・初篇として1765年発行し167篇まで続いた。その初篇

から24篇までが前句付け時代で古川柳と呼び、今回は古川柳中心に700句の講義でした。世の中を正

面から見据えまた裏から眺め、時には斜に構え詠んだ古川柳は風刺と滑稽と笑いを包み込んで庶民の

生活と哀歓、さらに百万都市江戸の姿を映し出しています。中でも誹風柳多留初篇の中に名句・佳句

が多く「☆これ小判たつたひと晩居てくれろ」「☆かみなりをまねて腹がけやっとさせ」「☆役人の子

はにぎにぎを能覚」「☆子が出来て川の字形りに寝る夫婦」「☆寝て居ても団扇のうごく親心」 

「☆うちわではにくらしい程とたたかれず」。 

最後にちょっとだけ駄洒落締め。 

「☆川柳の講座無料で感無量！」実は講習は資料代1000円のみ。「☆前句付けアッシーはカラオケ マ

イク漬け」「☆アッシーもやりたし落語の小せん流」「☆奥（億）流は川（千）柳に勝ったぜ10万倍」

「☆今嬉し初鰹一皿300円」。独身時代吉原に行きました「☆素1分≒２万円はしらみをとったように

出し」は江戸時代と同じ思い。そして結婚したが「☆持参金貰えたんだな昔なら？」「☆持参金出し

たのは俺！思い出し」その後の結婚生活「☆生活費差し引きゃ女房は夜鷹以下」。1回、24文≒480円

也。回数割引で。否、回数割増かな！ 

 

渡辺みどり    みどりのおきらく（迷言）日記 

朝食時の娘とパパの会話 

娘 ：「昨日も帰り遅かった？パパはなんで、早く会社(※)に行っているのに、いつも遅いの？」 

パパ：「パパは朝誰よりも早く会社に行って、一番遅くまで会社にいて頑張っているんだよ」 

娘 ：「パパ、もしかして仕事が遅いんじゃないの？」 

パパ：「・・・」   

(※)パパはデザインの仕事をしていていつも遅い。会社の 

始業は10時だが娘に付き合い7時台に家を出ている 

こどもの本にはダジャレがいっぱい！ 

だじゃれすいぞくかん 

（絵本館 文：中川ひろたか・絵：高畠純）より 

そこで私も…  

 鯖イバルナイフ                うでまぐろ          手アサリ次第 

 

 

 

 

 

 

 

！？ 
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★４月例会参加者  ４月２２日  集合順  ２０名 

佐藤忠恕・門口泰宣・阿部浩・高木正明・野本浩一・米岡泰・樋口七郎・藤井敬三・平井幸雄・

奥村篤史・古澤猛夫・印南博之・松山カオリ・海郷達人・土屋妙子・加藤義雄・渡辺みどり・ 

一ノ瀬善秋・曽田英夫・柴本和夫 
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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  

６月２４日（水） 

千代田区立スポーツセンター８Ｆ 和室 

７月２２日（水）２０周年記念例会  

「ラ・リヴィエール」地図は右下⇒ 

住所：神田多町2-2 第3ハヤカワビルＢ１ 

電話：03-3258-1800 

ビュッフェスタイル飲食付き  

５千円前後を予定しています。 

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） 

９月３０日（水）横浜で開催します  

第５水曜日に、会場を横浜に代えて、実施。 

昼過ぎから、生涯学習の会合（ゲスト：有馬

稲子さん）に合流し、夕方から例会です 

＊詳細は追ってご案内致します。 

電話  千代田区立スポーツセンター 

   ℡03-3256-8447   

７月例会は２０年前の発足時のスタイル

で、軽い食事やお酒を楽しみながら、賑や

かに、和気ＩＩ、ＹＹ懇談しながら、実施

致します。是非、ご参加下さい！ 参加で

きる方は、変集鳥又はサロン同人にご連絡

下さい。今回のみの参加も歓迎です。 


