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ある友人が書き送ってきましたメールに「若さを保つ秘訣」がありました。その友人も、誰かから教 

えて貰ったということです。ジョークサロンに集う面々、伝笑鳩を送っている方々には長生きしている

人が多いと思いますが、さらにもっと長生きして頂くため、若さを保って頂きたいと思います。 

 若さを保つ秘訣は「かきくけこ」とか 

 か；感動する  き；興味をもつ  く；工夫する  け；健康第一  こ；好奇心、恋をする 

 では、「かきくけこ」を意識しながら、これからも、ジョークやユーモアを、もっと、もっと 

書きくけこということで、頑張りましょう。 

 新しく読者になって頂いた方もいます。どうぞ、今後ともよろしくお願い致します。 

 例会の折に披露されました作品、投稿作品から、変集しております。ご了承下さい。 

 

河内長野市／山下貞子   藤色の伝笑鳩６月号有難うございました。 

毎号楽しく読ませて頂き笑わせて頂いて居ります。「政局が乱れて」の時事ジョーク、面白く、この度、

鳩山総理と小沢幹事長が辞任で、私達国民もほっとしました。お天気の方もやっと落ち着いた様です。

友愛鳩は去りましたが、伝笑鳩のますますの御活躍を祈ります。 

 

佐倉市／笠原宏之     笑いは健康で永生きの基と言われています。 

その笑いを運んでくれる伝笑鳩のおかげで１年間健康で過ごして来ました。又１年間お世話になります。

よろしく。 

 

松戸市／田中清咊   毎月 「伝笑鳩」 送付誠にありがとうございます。 

愛読を始め 丁度1年。昨年６月 台湾出張の帰り 京成成田空港駅プラットホームで偶然隣り合った 

一ノ瀬 善秋 様 よりご紹介頂いたのが 貴誌 との出会い。人様のご縁を感じております。大変遅

くなりましたが 年間切手と 少しばかりの “カンパ”を同封致します。この 一年 光栄にも 作

品が ２回 掲載され、ものは付け も 入選１回 佳作 ３回。今後共 皆さんから “笑いのパワ

ー”を頂きながら 本人も それなりに “精進”したいと思っております。まずはお礼まで。 

 

高知市／高橋満子     毎月楽しい笑いを土佐までありがとうございます。 

本年は大河ドラマ「龍馬伝」で土佐ももり上がっております。龍馬の「日本を洗濯致したく候」云々。 

鳩山首相に進言すればと。・・・。今後ともよろしくお願いいたします。    かしこ 

 

千葉市／メッセ貝・石井志津夫   三役の作品も、よろしいですね。 

術後の経過は順調で、リハビリを続けております。悪くなった白内障の手術を６月の初めに行う予定で

す。先が良く見えるようにして、活動を再開したく思っています。５月２７日 戸田市の公民館シニア

場所で伝笑鳩をＰＲしてきました。では又。  ５月３１日  

 

梅雨あけを 待てば夏くる 暑い夏  大いに笑おう ジョークサロンで 【曽田英夫】 

 

 

 ユーモア川柳 「ああ、体温」 

★体温とノド診て風邪と医者は言う 

☆体温計シワが邪魔して計れない 

★子作りに体温計が欠かせない 

☆体温が伝わって来ぬマニフェスト 

          東京都／藤井敬三 
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 「ニューヨークは米国ではない。しかし、ニューヨークのない米国は、米国ではない」 

 「『ものは付け』は伝笑鳩ではない。しかし、『ものは付け』のない伝笑鳩は、伝笑鳩ではない」 

     父に感謝するものは  

 

 

反省はするが 後悔しない性格      （大田区：高 栄子） 

受け継いだ「言葉遊び」のDNA     （京都市：牟禮 丈夫） 

「金鉱脈を見つけてあるぞ」と言った   （鎌倉市：浜田 頓坊） 

人生の反面教師             （稲城市：藤井 敬三） 

先祖を敬う姿勢             （荒川区：藤野 哲康） 

丈夫で長持ちする黒髪          （江東区：柴本 和夫） 

かじり甲斐のあった脛          （文京区：稲葉 浅治） 

法外な遺産               （港区：柏谷 達雄） 

使いきれないほどの遺産         （京都市：久保 三徳） 

億万長者でなかったこと         （高知市：高橋 満子） 

遺産ゼロ、借金ゼロ           （板橋区：植竹 団扇） 

大物になれず 出世もしなかった     （三鷹市：市井 雅敏） 

真面目で平凡な一生           （千葉市：岡部 千代松） 

母との結婚               （所沢市：北沢 正嗣） 

優しい母と結婚したこと         （伊勢原市：武井 美雄) 

おしゃれにうるさかった         （福島市：松山 カオリ） 

父の日に感謝（小遣いが上がった）    （岩手県：片山 敦夫） 

肘の形をくれた             （練馬区：井手 裕子） 

伝笑鳩に挑戦する脳をくれた       （町田市：浅沼 マサ子） 

次回（第１１４回）の題  「総理にのぞむものは」 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切 ：7月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈 

秀逸 

飲み代を月謝に換えてくれた   （さいたま市：高木 正明） 

【評】飲み代を、はビミョーな表現です。私だったら「酒を断って」となります。 

入選 

私の誕生               （横浜市：阿部 浩） 

褒め言葉の連発            （横浜市：鈴木 びん子） 

貧窮体験               （横浜市：織田 元康） 

家に居なかった            （渋谷区：樋口 七郎） 

似ている所が一つもない        （佐倉市：笠原 宏之） 

 

佳作 

今月の感謝  鎌倉市／志賀明 

前略   毎回楽しく拝見しております。特に「ものは付け」はおもしろい。ご健闘を祈りま

す。今後もよろしく願います。 草  々
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   感無量 ああ感無量 菅無量・・・      

 

    菅流は  

       環流なのか 

            貫流か 

    世間と妻が      

       見極める日々 

 

松野参議の一言日記（６月９日）「菅内閣を例えると・・・・・」   

６月９日の朝から人権政策推進議連の勉強会があり、私はこの議連の事務局長ですのでもちろん出席しました。そ

の席上、勉強会にご出席していただいた報告者のお一人から次のようなお話しがあり、皆さんから大いに受けまし

た。「新幹線内閣が誕生しました。菅総理と仙石官房長官ですから、新菅仙内閣です。これで少しは『のぞみ』も『ひ

かり』も見えてきました。」なるほどうまいこと言うなあと、菅さんの心をつかんだなあと、私も大いに菅心（感心）し

ました。新菅仙内閣では政策実行でスピードアップを図りましょう。 

そこで、歌を詠む 「新菅仙 のぞみとひかり あるけれど 民の声には こだまも欲しい」（変集鳥） 

海 郷 達 人   対文「普天間問題」   普天間よ ああ普天間よ 普天間よ       

会談揉まんで、腹案見ん。蹴るかい、仲井真。面会は迂闊、県外に鳩山はノン。辺野古に基地。  
かいたんもまんて ふくあんみん けるかい なかいま めんかいはうかつ けんがいにはとやまはのん へのこにきち 

ちきに このへんのはまや とはにいかんけ つかうはいかん めまいかな いかるけんみん あくふてんまもんたいか 

稚気にこの辺の浜や、永久
と は

にいかんけー。使うは遺憾、目眩
めまい

かな。怒る県民、飽く普天間問題か。 

対文： 逆さに読んで意味のある対応を楽しむ新しい文芸  

（作者注１） この対文は、最近の報道を参考とした文芸作品であり、政治的意図を含むものではありません。 

（作者注２） 対文の制作には、まずテーマに沿ってキータームを拾います。鳩山、仲井真、福島、面会、腹案、

県外、県民、普天間、辺野古、基地・・・「福島」だけは使いようがありませんでした。 

し し さ か 日 陣 い 

っ て あ ん の を ざ 

か 思 完 し 意 せ 果 

り う そ ん し ん か 

と が う そ 忘 青 ん 

改 通 目 う れ 年 に 

革 り 指 り ず の 出 

 

 

 

←2010年 5月 10日 門口泰宣 

 

2010年 6月 10日 柴本和夫→ 
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朝日新聞の読者「声」欄の 

「かたえくぼ」にサロン同人 

の作品が掲載されました。 

平井幸雄さんが笑介しまし

た「はめ字文」に、はまり

ましたと神代さんから、力

作が送られて来ました。 
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久しぶり ああ久しぶり 久しぶり・・・ 

 

一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）  シャレクスピアの驚き（猫編 Ⅲ） 

＊ねこカフェを発見  世田谷区下北沢駅西口   「Cateriam」 Cat Café 

各国のねこが１５匹 猫と遊べる癒しの空間 

シャム猫 アメリカ猫 南米の猫 ヨーロッパ（北欧・南欧）もちろん日本の猫 

皆仲がいい、世界平和だ。 タイの対立は無い（シャム猫だから？２匹いる） 

男女二人の客の間に割りこんだり、パソコンをやっている人を見上げたり、いたずら、 

人懐っこい、おっとりタイプと、見ているだけで楽しい。 

 

松山カオリ      緑の風に吹かれて 

 ５月のある日曜日の午後「少し早いけど山の中の茶屋で夕食はどうかしら」と妹から誘いの電話

が入り、間もなく車で迎えに来てくれました。 

 市街地を抜けて車はうっそうとした緑に囲まれた山道を走っていました。 

大分走ったところで「ハイ着きました」と言われ下車した駐車したスペースは自然の中ではなん

だか違和感がありました。   

 ひんやりした空気を吸い込み、目の前に小川があるのかせせらぎの音が耳に心地よく感じながら

店内にはいりました 

 こんな山里にまで食事をしに来る人がいるのかしらと驚きました。 

 味の濃い郷土料理で口の中はヒリヒリ、妹は「何回か来ているけどどうしたのかしら」と 

残念そうでした。 

 とにかく食事よりも深山の緑の美しさは最大の御馳走でした。 

 お店の玄関を出た庭先に可憐な草花が沢山見受けられたので茶花にいいなと思いながら門の外

に出ると、小さな立て看板が目に入りました。 

「野草をとらないでください」と。そうよねと思いつつも少し残念でした。 

 

若狹芳生   アナグラムおもしろ人名辞典   *人名の文字を入れ替えたら違う言葉になりました。 

例: ナイカクカエタ(内閣変えた)⇔タナカカクエイ（田中角栄） ＊すごい！ 

 *本などに出ていて有名です。私の作ではありません。 

*以下は視覚○笑害者で「駄じゃれの泉」などの著者・若狹芳生の最新作です。  

➀ユキヤマハオト(雪山羽音)⇔ハトヤマユキオ(鳩山由紀夫) ＊雪崩？ 

➁ナントカオ(何んと顔)⇔カンナオト(菅直人) ＊党の顔に！ 

➂メイシカカズ(名刺書かず)⇔カメイシズカ(亀井静香) ＊名刺要らず？ 

④ナベタワシミヨ(鍋束子見よ)⇔ワタナベヨシミ(渡辺善美) ＊みんなの党！ 

➄ヨイチエマスゾウ(良い智恵増すぞう)⇔マスゾエヨウイチ（桝添要一)＊頭でっかち！ 

➅アマリコネイ(あまり来ねい)⇔アリマイネコ(有馬稲子) ＊日経新聞に告白 

➆ワカイチンコ(若いちんこ) ⇔ イチカワコン（市川崑） ＊有馬稲子と？ 

➇ワカイショウリ（若い勝利）⇔イシカワリョウ（石川遼） ＊「ギネス」に２度も！ 

➈ツイヒマデキ（つい暇出来）⇔マツイヒデキ（松井秀喜） ＊スランプ？ 

➉ヨナカタヌキ（夜中タヌキ）⇔タナカキヌヨ（田中絹代） ＊映画･満月狸御殿？ 

⑪オヤジズロウス（親父ズロウス）オズヤスジロウ（小津安二郎）＊穿いてたの？ 

⑫カコオダマリ（過去おだまり）⇔オカダマリコ（岡田茉莉子） ＊そうそう！ 
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中高年 ああ中高年 中高年・・・ 

米岡 泰・南亭琴内氏のどんでん返し 26 中高年が今更訊けない略語集(サロン会員様 専用) 

 

●与謝のる・与謝まくる【髪が乱れる・乱れ過ぎる】 ●しかメ【メールを無視する】 

●東国ばる【忙しくても色んな場所に顔を出す】 ●けーまー【懸賞マニア】 

●コンビナート【全ての買物をコンビニで済ませる奴】●ハムト 【公衆トイレ】 

●草食男子・肉食女子【異性に興味ない男の子 それと正反対の女の子】 

●ユニ隠し・ユニばれ【ユニクロの着用を隠す・着用がばれる】 

●ネトゲ・ネトモ【ネットゲーム・ネット友達】●ケチャパー【何にでもケチャップをかける奴】 

●３Ｄ【「だって,でも,どうせ」が口癖の女の子】●マヨラー【何にでもマヨネーズをかける奴】 

●目高馬鹿・目高爺【救いようのない馬鹿・爺さん】 

●アラフォー・アラ還【40歳前後(AROUND)・還暦前後】 

●ツイッター【発言せずに、ぶつぶつ文句を言う奴】 

●ジョ難・ジョピン【ジョークが難産でピンチの会員】 

 

上の空組 印南博之      大娯解 

 

♪まみかいたちかラスカルさんか 皇居お濠と自然の天地 

  捨てて別れたロッキーの月に 偲ぶ今宵の囚われ姿   （伊那の勘太郎） 

<作者のぼけ現象により前号作を再録> 

♪ なつかし楽しかった万博さん 太郎さんのモニュメント公園さん 

   役人が天下った遊園地 それはヤッパリ仕切りましょう  （かわいい魚屋さん） 

 

「無理問答」 禅宗の座禅問答をしゃれたもの 

①急流でもないのに瀑布（幕府）とは如何に 

    江戸に居ても村農（尊皇）と言うが如し 

②おじさんが居ても新撰組とは如何に 

    外国嫌いでもジョーイ（攘夷）と言うが如し 

③人間でありながら竜馬とは 

    航空母艦名にジョンFケネディと言うが如し 

 

浜田頓坊        甘辛都々逸ほのぼのランド 

前略  先日は、伝笑鳩三部ありがとうございます。これはと思う人（マチャアキの姉さん＝由紀子さ

んも含めて）に手渡したり送ったりしました。少しでもメンバーが増えればいいですね。今後共、よろ

しくお願い申し上げます。右とりあえずお礼方々。  敬具 

 

・「大人のご馳走」 オトゴチ賞は 司牡丹の 選りすぐり 

・甘辛都々逸 味付け微妙 調味料には 気を遣う 

・街の小さな 回覧板は なんとほのぼの 散らし書き 

・神木銀杏の 成長願い 鶴の子会の 大絵馬 

・色の競演 その数五十 抜ける青空 熱気球 

・センスある人 みんなが認め ほんに楽しい 智の会話 

・「株価上げます われらが党は」 言ってみないか マニフェスト 

・袈裟切り連想 おかしなＪＡＬ 鶴のマークが 懐かしい 

・生き死に争う 問題じゃない しかし約束 死にはせぬ 

 



 - 6 - 

辺野古沖 ああ辺野古沖 辺野古沖・・・ 

 

高木正明   コミックどどいつ瓦版 《世間話を コミック仕立て 語る七七七語調》 

五月末には 県外移設 圏外移設と 言ったとか 

八方美人の 場当り総理 八方ふさがり 見る愚直 

五月晴れにと 見込んだ基地の 移設こじれて 梅雨の空 

へのこへのこと 大きい声で 恥ずかしいから もうやめて 

牛や豚には 口蹄疫が 人には口先 虚言病 

避難遅れて モー間に合わず 種牛エースが 殺処分 

二位でいいのだ 蓮舫ならば 天才バカボンなら不問 

仕分けたいけど 仕分けるものが 無くて待ってる 形見分け 

危機の財政 五輪のギリシャ 聖火の代わりに 火種まく 

タイのごたごた 赤シャツ黄シャツ 青が無いので 治まらず 

活字離れも ケータイならば 読んでみるかも アイパッド 

駒に見立てた 野良猫騒ぎ 餌付け禁止が 読めぬ棋士 

朝の築地で マグロの競り場 見学ツアーに 解禁日 

トキの卵が カラスの餌食 これもカラスの 勝手でしょ 

時の魁皇 千勝成って あとは辞めどき タイミング 

 

門口 泰宣  阿呆リズム＆パロディ 

１）“ギリシャの財政再建の見込みは？”  “ハァテネ・・・？” 

２）“普天間基地国外移設の見込みは？”   “何イッテニアン 

３）♪辺野古の沖にヨ 決めどき問えばヨ わたしゃ精一杯ネ 

         アメリカに問え 断腸ネー♪（ダンチョネ節） 

４）♪勝つと思うな 思えば負けよ♪でもいいのかしら  柔チャン 

５）出直しの新拙速料金案 

６）被害者に 国が赤面 明日ベスト 

７）ねづっちと掛けて 衣装レンタル屋と解く その心は すぐ整えます 

８）♪初動遅れの 赤松さまよ 外遊も楽しんで 口蹄疫ひろがる♪（花笠音頭） 

９）仕分けで当り散らさないで欲しい   日本宝くじ協会 

１０）長時間残業は死ぬほどつら過労  企業に有罪判決 

１１）中田元横浜市長と口調が同じ  杉並区長任期前辞任 

 

藤井敬三  ユーモア川柳 「ああ、体温」＜解体新笑シリーズ＞ 

体温計見せて遅刻のわけを言い     ズル休み体温計をお湯につけ 

看護師の笑顔体温上がりそう      孫の熱大騒ぎする爺と婆 

人形の体温はかる孫娘         体温の残る座布団忍ぶ恋 

振りすぎて体温計が飛んでいく     高熱で妻の名前を呼び違え 

高熱を押してバーゲン駆けつける    平熱に戻った妻はよく食べる 

愛犬の体温はかり噛みつかれ      連立の温度差埋めず辺野古沖 

 

稲葉浅治     川柳「荷物」 

生き方を変えたとたんに荷が軽く   脛かじりやっと結婚荷を下ろす 

お荷物になるまい脳を日日鍛え    重い荷を神に背負わす虫のよさ 

重い荷が生きる力となる老後     絵馬に描く祈りの重荷神ぞ知る 
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        三役よ ああ三役よ 三役よ・・・ 

曽田英夫            狂歌NEW門   

網にかかった お魚となる   

・温泉で つかっていたら 美女五人 網にかかった お魚となる 

・ドライブで 大渋滞に 巻き込まれ 網にかかった お魚となる 

・居酒屋で 勘定見たら 金足らず 網にかかった お魚となる  

今日は今日だけ あしたはあした 

・ドラゴンズ 球場行くも 大敗に 今日は今日だけ あしたはあした  

・上司から 叱られ続け 落ち込んだ 今日は今日だけ あしたはあした    

・無駄遣い もう金が無い サラ金へ 今日は今日だけ あしたはあした 

・寝不足で でも出勤し 仕事する 今日は今日だけ あしたはあした  

 

柴本和夫     言葉の研究   普天間基地問題  

 

辺野古（へのこ）基地問題は～鳩山内閣の身に降りかかった火の粉（ひのこ）問題 

①腹案の披露で、疲労こんぱい。 

海兵隊は≪抑止力≫？  それについては、≪ヨクシ≫りませんでした。 

辺野古に、≪くい打ち≫桟橋方式提案も ⇒ 腹案は突然に！～不意打ち方式 

でも、結局は元の案に戻しました～鳩には、元の案に戻る習性が・・・帰巣本能のなせる技 

②鳩山首相～職をトス（漢字では～賭す）発言 

首相の座は～誰にトスするのですか 

・バレーボールなら ⇒ トスされたら、次はアタック～誰がアタックするのでしょう？ 

・サッカーなら ⇒パスですよね～そして最後はシュートです～用意≪周到≫にてお願いします。 

③基地問題はおみくじで判断します。≪○吉≫～と出ました 

【鳩山首相】が引いたら～大吉（代基地）とでました！ ⇒ 沖縄の代替基地を≪ケンガイ≫に 

【福島党首】が引いたら～小吉（省基地）とでました！ ⇒ 沖縄から思い切って、国外に移設  

 

笑いの世界にも帰巣本能！。たまに戻って、おいしいお酒も飲んで 

みんなで～おおいに笑おう～ジョークサロンで！ 

 

野本浩一      お洒落日記【対面の火事】 

５月１日（土）午後２時頃に、小生宅と２車線道路を隔てた対面の一軒家が、火事に見舞われ、全焼し

たもの。近所のスーパーまで家内に付き合って買い物に出て、戻って昼食を終えて、暫しのんびりして

いたら、どこからかパンパーン、とかバーンといった銃声のような音が聞こえてくる。その音が止む事

もなく聞こえるので、何か変だな、なんて思っていたら、遠くからサイレンの音が聞こえ、近づいてく

る。２階のベランダから見ると、何と対面の一軒家から、もくもくと煙が立ち昇り、火事だと分かる。

慌てて、洗濯物を取り込み、息を呑む。家から一歩も出ることができず、ひたすら身構えた２～３時間

だったか。飛び散った瓦とかを片付け終わったら、６時近くになっていた。もの凄い数の野次馬が道路

脇に溢れていたと聴いたのは、ずいぶんと後になってからのことだった。 

死傷者が出なかったのは何よりだったけど、騒音やゴミ放置でこれまでも問題を起こしては、近隣住民

の顰蹙を買っていた住人と大家に対して、我々の憤懣は出っ放しだった。  

対岸の火事なら気楽に見るけれど 気楽になれぬ対面の火事 

対岸の火事ではなくて対面だ 火は見えないが煙で分かる 

何日も経ってお詫びの水羊羹 水には流さず自棄で食う日  々

テレビにも新聞にも出ぬ火事なれど 町内あちこち出る憤懣よ 
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          諦めた ああ諦めた 諦めた・・・ 

 

信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）都々逸パロディー（お馴染み都々逸もじりで政争を唄う）no.9 

①  言えば良かった 辺野古にすると 今の混乱 無いものを 

     

    最低でも県外って行ったのはご自分でしょ、今更原案に戻ると言っても8カ月の空白でまず無理でしょう。 

②  幹事長の どこがいいかと 尋ねる人に どこが悪いと 問い返す 

       

この人本当に物事の本質が分かっているのかしらねー、マー小沢さんと心中するしか方策がないのかもね 

③  諦めましたよ どう諦めた 本当に駄目だと 諦めた 

     

   普天間基地、子供手当、資金問題、口蹄疫対策どれもこれもねー、流石に国民も諦め、それが支持率20％割れ 

④  殺しちゃいやよと 丹精込めた 口蹄疫牛 眼に涙 

     

今回も民主政権の初動対応の遅れ、これじゃー犠牲になる牛さんが可哀想ですよ 

  ⑤あの党は 新たな党よ 第三党じゃないか 混乱政治の 道ちょと照らす 

      

 期待した民主はダメ、自民は今更無理、今度の参院選は第三党ってことになりますが、でもちょっとかな 

 

平井幸雄        なぞかけスペシャル  

なぞかけとは、なぞなぞの一種と言える言葉遊びである。題を与えて、即興で答えさせる。 

落語家などが大喜利などで余興として頻繁に行っている。最近は、「謎かけ漫才」を得意とするW 

コロンが人気だ。ボケ役のねづっちが唐突に「整いました！」と宣言し「即興謎かけ」をする。 

そこで、ヒライも 6月に因んだお題のなぞかけに挑戦してみた。・・・ 

はたして、うまく整ったでしょうか？ 

傘とかけて  

①画廊 と解く  その心は 《え（絵・柄）があります》 

②蜂  と解く  その心は 《差します（刺します）、晴れたら（腫れたら）困ります》 

③鰻の蒲焼 と解く  その心は 《開いて差します（刺します）》 

④クラスメート と解く  その心は 《天候（転校）で忘れられます》 

梅雨とかけて  

①誕生日プレゼント と解く  その心は 《ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰ、ﾂ～ﾕ（梅～雨）》 

                    《うきうき（雨季雨季）で開けるのが待ち遠しい》 

②豪華な花嫁衣裳 と解く その心は 《黴が生えます、華美が映えます》 

③どっちにしようか？ 迷っている妻 と解く  その心は 《洗濯（選択）に困っています》 

④中華まんの中に入っていた虫 と解く  その心は 《蒸し蒸し（虫・無視）します》 

 

笑門亭 来福（西川 信治） 政治呆談：あきれてものが言えない・・・      

 

「最低でも県外」党の公約ではない  自身の代表としての発言だ。「言葉の軽さ」 

鳩総理 ことばの軽さ 無重力 

抑止力について「よく知らなかった」 アイムソーリー トラストミー 

「よく知ろう」としなかった「思慮」浅はかだった。 

「党首の発言は党を代表している。私は普天間には関与してない」（鳩いじめの一郎） 

とにかく選挙に勝つのが私の仕事だ 
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         定年後  ああ定年後  定年後・・・ 

 

ターゲットバードゴルフ1回100円体験講習、道具無料貸出という張り紙を体育館で発見。体験コースは

3名、指導者の説明によると「☆ターゲット ルールはゴルフがターゲット」で、18番ホール・パー72、

OB・バンカー・池等に入れると１ペナを取られ、スコアの少ない人が勝利する。打つ球はゴルフボー

ルだがバトミントンの様な羽・シャトルが付いておりゴルフの練習マットの小さいのに乗せ打つ。飛ん

でもせいぜい２０ｍ前後。「☆ゴルフでは３００ヤードに命賭け 年金の今は６０ヤードに」コースは３

ｍ幅なので直ぐちょっと曲がるとOBに。「☆年取るとあれダメこれダメ嫌われ曲る 心も球も何故か

OB」。アッシーの場合「☆またOB 人生の羽伸ばし過ぎ」「☆我が心一直線と思えどもバーアドゴルフ

は右へ左に」風が吹けば更に難しく「☆人生の風に逆らいまたOB」。各ホールは５０ｃｍ位の高さにあ

る直径１ｍ１０ｃｍの籠の中に入れ終了する。籠の下にも同じ５０ｃｍのホールがあるが、ここに入る

と１ペナ取られホール終了。大道芸人アッシー君は「☆舞台では上がらぬ 球も上がらない」「☆過誤の

保護続けた 今は籠が逃げ」スポーツの中では水泳とテニスが安くて良いなとずーと思い続け続けてき

た、「☆年金者安くて人気 テニス・水泳」。でもこれは月会費わずか500円で週３-４回でき、運動量は

一応ゴルフに近い。道具代はクラブ・ボル・マットで約1.8万円買えば一生？ 「☆ターゲット見つかる

までのターゲット」 

小平市発祥ゲートゴルフ体験講習会のお知らせが市報に。えっ、こんなのもあるんだと体験申し込む

と、なんとアッシー一人。道具はゲートボールと同じパターとボール。話によるとゲートボールは団体

ゲームなのでお互いのやり方の言い合いが多く、結果悪いと大責任。「☆ゲートボール団体だからその責

任 個人に課され喧々諤々」ちょっと問題化している。「☆揉め事が無くて会費が月100円 ゲート通過

しおしゃべり散歩」ゲートゴルフは個人ゲーム・個人責任。ルールはゴルフ同様18ホールパー72。ゲー

トボールのパターで約３０ｃｍ幅のゲートを必ず手前より１乃至３個通過させホールにインする。途中

OBのサークル表示があちこち在りそこに入ると１ペナ、距離感中々難しい。特にロングホールはOBを

避けながら３ゲートを手前より入れホールインしなければならない。「☆入らない 穴があったら入らな

い？」アッシー君ゴルフは十数年前止めてますが昔取った杵柄約30年があるので、少し慣れると初体験

の割には上々。上手いですね  々 を連発され、入会する羽目に。だってこの会費月100円、1200円払

うと週5日1年間遊べるとのこと。高齢者増大に伴い、高齢者向けスポーツを市も開発、安く提供し多く

の人が参加し、楽しく健康な生活をという狙いによるもの。道具代もパターとボールで15000円位で一

生？ でも本当に腰や脚のよれよれの高齢者が多く、老人クラブは避けていたアッシーもいよいよ仲間

入りしてしまうかとちょっと否大いに抵抗感あり。「☆片足が避けてた老人会に入り？」「☆老人会 ま

あ適当にが本命に」心配！  

 

大石 脩      オヤジギャグ  ああオヤジギャグ オヤジギャグ 

「君って慎重やねぇ」「あらっ、そんなことないわよ」 

「そうかなぁ、身長が慎重だし」 

「ううん、あんねぇうちってラブシーン長なんよ」 

「ふーん、意味深長だな、彼！」 

 

「このあいだ良い傘をもらったよ」 

「へぇー、全天候傘かなんか？」 

「あたたかな心のあたたカサだったよ」 

 

<アイスランドの火山の噴火でヨーロッパの空港閉鎖> 

火山「俺の屁さ！ で空港閉鎖」 

「君って肥えてるねぇっ」「あらっ、光

栄ですわ」 

「あれれっ、怒らないん？？？」「だっ

て、声照るねって」 

 

「ノーマネーで世界旅行の君、今何故

が？」 

「少し暗いとこ」「イギリスか？」「ウ

クライナさ」 
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ご連絡  ああご連絡  ご連絡・・・ 

 

★５月例会 ５月２６日  集合順  １８名  

野本浩一・平井幸雄・阿部浩・奥村篤史・高木正明・曽田英夫・藤井敬三・松山カオリ・神代京子・ 

印南博之・佐藤忠恕・一ノ瀬善秋・海郷達人・米岡泰・西川信治・渡辺みどり・柴本和夫・門口泰宣 

＊福島市に引越したばかりの松山さん、ご出席ありがとうござい 

 ます。残念ながら、２次会はパスです。また会いましょう。 

＊松野参議は、業務多忙で欠席との連絡を頂きましたが、ＨＰを 

 覗きまして、一言日記を借用させて頂きました。菅無量も拝借。 

＊天候不順のせいか、今年は梅雨の入りが遅くなりました。「梅雨  

のことは、つゆ知らず」はもう何十年もロハ「只」で使ってます。 

＊朝日新聞は門口さんに続いて柴本さんが登場。ＮＨＫのラジオに 

は浜田さんが登場と高木さんから連絡ありました。頑張ってます 

ね、皆さん。 

＊また、高木さんからは、新規の読者を勧誘しましたという連絡も 

 ありました。千葉の川田さん、東京の稲垣さんです。感謝です。 

  伝笑鳩 No.249発行  2010.6.23  変集鳥・・・野本浩一    
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                        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）   2010年5月18日～2010年6月13日 

千葉県：笠原宏之・田中清咊・川田又一  東京都：青木孝・植竹団扇・稲垣元博 

神奈川県：志賀明 京都府：大石脩  高知県：高橋満子  

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 

郵送希望の切手：一年分は80円×15枚です。 

ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞごらん下さい。毎月の例会で披露される作品が、 

「活動メンバー紹介」コーナーに全文掲載されております。読み応えありますよ。 

２０１０年の例会は、毎月第４水曜１８：３０頃から実施です。 

７月２８日（水）千代田区立スポーツセンター ７F 第２集会室 

８月２５日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

９月２２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   

５月号一口レビュー   町田市／青木孝 

いつもながらボリュームとレベルの高さに驚きます。読むのにもエネルギーを費やすのは 

一つ一つの作品の進化の賜物でしょうか。良い初夏をお迎え下さい。 

 

６月１２日 NHK 

「折込みどどいつ」 

 入選  浜田頓坊 

折込み文字「うおのめ」 

 

う うまく口説かれ 

お 落ち着く先は 

の 載っているだけ 

め 名誉職 

 


