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＊＊＊ ２０１０年９月 No.２５１号＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

  

＊＊＊＊80円切手15枚で1年笑えます＊＊＊＊＊ 

 今年の夏の暑さは記録的なものでした。凄く暑い夏でした。何とかならなかったのでしょうか。 

小暑。もう、しょうしょのことには驚きませんでしたね。 

大暑。熱中症へのたいしょにも、気を使いましたね。大所高所からの対処が肝心、なんて。 

猛暑。本当に、猛暑で、もうしょーがない。耐えるしかない。 

 酷暑。この暑い中、エアコンが使えないなんて、そりゃあまりにこくしょ、でしたね。 

 炎暑。風呂上りくらいは、シャツは着ないで、裸でもえんしょ、で行くっきゃない。 

 盛暑。暑さにやられて、亡くなった人も多かった。ほんとに、誰のせいしょ、分からんなぁ。 

 残暑。これで、九月に入っても、暑さが続くようじゃ、たまらんざんしょ。助けてくれー。 

 という訳で、普通の暑さが欲しかった夏が終わりそうです。元気に２５１号の発行です。 

 これからも、よろしくお願い申し上げます。 

 

三鷹市／市井雅敏   ２５０号発行おめでとうございます。  

脳出血で倒れてこの８月１５日で丸５年になります。左手足の後遺症による麻痺でかなり 

外出が不便になり、倒れて以来、毎月、鳩が飛んで来て、楽しませてもらっております。 

心より感謝します。 

 同じような症状を持った中高年が集まりリハビリ訓練をするリハセンターで談笑するのも 

別の楽しみです。最近の話から・・・ 

 高齢者の集まりですから、昔テレビで活躍した芸能人、有名人を思い出して話題になりますが、 

後遺症の影響もあり、なかなか名前がでてこないことがしばしばです。 

 Ａさん「昔、牧伸二が司会をやっていた寄席番組に風呂敷しょって出てきた芸人がいたよな」 

 一同 「いた、いた、誰だっけ？」 

 長いこと皆で考えたあと記憶の良いＢさん「東京ぼん太じゃないかなー」 

 皆  「そーだ、そーだ」とうなずく。 

 続けてＢさん「でも、ぼん太はとっくに死んじゃったよなー」 

 かなり物忘れのひどいＣさん「いやーまだ死んでないよ。この前テレビで見たよ」 

 Ａさん「そんなことないよ。間違いない、亡くなった。」 

 それでもまだ、ぼん太は生きて活躍していると言い張るＣさん 

 「でも家のテレビとっても古いテレビだからなー、この前出てたもん。」  

こんな訳の分からないやりとりで楽しんでいます。 

 

町田市／青木孝  『伝笑鳩』ありがとう存じました。二五〇号とは、すごいことです。 

メンバーの方々のご努力に頭が下がります。ますますの ご発展を願っております。 

猛暑の折、お体大切になさって下さい。 

 

夏バテを しないで暮らす スベがあり ジョークサロンで 大いに笑おう 【曽田英夫】 

 

 

  ２０１０真夏のなぞかけ 

「相撲界の浄化」とかけて  

「アガサ・クリスティ」と解く 

その心は 「そして誰もいなくなった」！？ 

         東京都／神代京子 
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     「齢をとって良かったことは  

 

 

性格がまるくなった            （荒川区：藤野 哲康） 

夢が実現する               （大田区：高 栄子） 

楽しくありがたい日々が送れる       （高知市：高橋 満子） 

先人の言の真意が理解できる        （町田市：浅沼 マサ子） 

若い女性が安心して寄ってくる       （稲城市：藤井 敬三） 

素直に「ありがとう」と言えるようになる  （京都市：牟禮 丈夫） 

お喋りが楽しい              （横浜市：鈴木 びん子） 

「お若いですね」と言われる        （さいたま市：北沢 正嗣） 

自然体でいられる             （広島市：香川 信子） 

目標の平均寿命はすぐそこ！        （千葉市：岡部 千代松） 

沢山の思い出               （伊勢原市：武井 美雄) 

トーネン（１０年）取ってとトボケられる  （鎌倉市：浜田 頓坊） 

孫と遊べる                （渋谷区：樋口 七郎） 

シルバーシートに座れる          （文京区：稲葉 浅治） 

千円で映画が観られる           （練馬区：井手 裕子） 

明るい色の洋服が似合うようになる     （福島市：松山 カオリ） 

老化というものを体験出来た        （横浜市：織田 元康） 

だんだん仏に近づく            （佐倉市：笠原 宏之） 

次回（第１１６回）の題  「秋だなあと思うものは」 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切 ：9月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

蚊に食われなくなった     （世田谷区：奥苑 順子） 

【評】おいおい大丈夫かい！ 死んじゃってるんじゃねえの？ 

   自分じゃ気がつかねえってこともあるらしいからよ！ 

入選 

「これに免じて」と光頭を叩くと大抵のことは治まる （川崎市：石原 義三） 

都合の悪いことは「覚えてない」と言える      （松戸市：田中 清咊） 

四季（死期）に敏感になった            （京都市：久保 三徳） 

「働かざる者食うべからず」の世界から見ると天国  （港区：柏谷 達雄） 

「オレの若いころは」と大ボラが吹ける       （横浜市：阿部 浩） 

呆けが目立たなくなる               （さいたま市：高木 正明） 

 

佳作 

 

 

横浜市／鈴木敏子（びんこ） 拝啓 伝笑鳩、楽しみです。誠にありがとうございます。 

郵送希望の一年分は改めまして送付いたします。お世話様です。 敬具 

 （切手カンパを笑々頂きました。ありがとうございます。） 
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＠伝笑鳩スマイル１  投稿＆カンパありがとうございます。 

 

大石脩   笑々失礼いたします 

 

★「しんぶん」七月号は八月号と合併号になります。七八そうか（何やそうか）七八ましい（悩ましい） 

★この熱い季節は本人の太陽でさえ、かき氷（夏季アイス）をめっちゃほおばるんですよ。 

だから、南北極の氷が大分無くなってきているでしょ。 

★こおりゃ困った  氷屋恋う又 

★太陽は男性か女性か？ お日さん（Oh, heさん） 

★あなたのハートはもっと熱そう。あなたはハートのジャックです。      

 

浜田頓坊 甘辛都々逸ほのぼのランド ―人気の坂本龍馬特集― 

☆ 龍馬思想を 都々逸風に 土佐弁混じりで 詠んでみる 

☆ にこっと笑って 半分ジョーク 半分本気で 的を射る 

☆ 坂本龍馬は 聞き出し上手 一流人から 学ぶ術 

☆ 学識経験 実証しては 心の壁など 取り払う 

☆ 小さな動機を 大きな型に 変えて進むが 龍馬流 

☆ 常識土台に 独創飛躍 いつも大きな 龍の夢 

☆ 自然にかえれと 老子は説いた “空”の思想が 龍馬風 

☆ 碧い海だよ 坂本龍馬 マッコト似合うぞ 桂浜 

☆ 波の音 桂浜では どーんと寄せて ジャリジャリジャリと 良い響き（五字冠） 

 

稲葉浅治  川柳 「胸」 

聴診器 胸あてる医者 珍しく 

オリンピック 胸の差逃がす 金メダル 

子が出来ぬ 胸を抱いて 涙する 

最愛の 人の一言 胸を刺す 

当ててみて 私の胸の 中の人 

川島奈緒美 冊子にＰＲしましたよ→       

 
 

 

 

 

伊勢原市／武井美雄 

いつも楽しい伝笑鳩を 

 ありがとうございます。 

ものは付け「齢をとって良かった 

こと」は、「伝笑鳩に会えたこと」

かもわかりません。 

今後とも、宜しくお願い致しま

す。 

（変集鳥）「伝笑鳩に会えたこと」

を有り難く思って頂きまして、光

栄です。お便りとカンパがある限

り、永く伝笑鳩に飛んで貰うこと

が出来ると思います。 
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＠伝笑鳩スマイル２  いろいろと頑張ってます。 

奥村篤史     

小・中学校プール“アップアップの水泳指導” 洒落日記 

多忙です！ 

「☆小中校プール指導がしょうちゅう入り アップアップの水泳指導」 

毎年夏休み前後の6・7月9月に市内の小中学校より小平水泳協会宛に水泳補助員

の依頼が来る。学校の水泳指導では身体障害のある生徒には補助員をつけねば

ならない。補助員には1時間1500円を支給、市が負担する。補助員はあくまで補助で特に水泳指導の必

要はない。「☆身障者プール指導にゃ補助員手配、人を手配しゃ金 市が御用！」。悪くない条件と思え

るが、実際やってみると6月は中旬より予定が組まれているが雨で中止、水温・気温が低く中止、学校

行事で中止等が多く、しかも約束の30分前連絡が来ず、行ったら中止でーす！もある。「☆雨中止、水

温・気温でまた中止 学校行事がまたまた水差す」「☆就職難やっと貰ったお仕事は職場に着いたら今日

無い！帰れ！」スケジュールは確保せねばならぬが実施確率は50％！ 時給換算すると750円となり、

効率が悪いので大変不人気。草取りボランティア800円より下です。「☆効率が悪く不人気小中プール 

理事長やりくり四苦八苦」。 

 

見かねてアッシー君 一昨年より全面協力に。今年は東京梅雨入り宣言後暑く雨なしの日が続き指導が

出来ると思いきや、次々都合により中止連絡。雨で出来ない事を見込んでの計画だった模様で、結果、

6月の実施は35％に。しかも理事長の私への依頼忘れが4件もあり奥村氏来ずのクレームの山。「☆小中

の依頼に理事長四苦八苦し 受けたアッシー百八苦難」（四苦八苦=36+72=108）。理事長曰く「☆ボケ

じゃない多忙なんだよボケじゃない」。生徒は特殊視し過ぎるとプールを嫌がる事もあり、先生がそっと

見ることも多く、私達補助員は全体を見て下さいと言われるが、足に金具の入った生徒や、顔も水につ

けられない生徒には付きっ切りでの指導を頼まれる。更に文部省公認指導員のアッシー君は指導も当て

にされ、先日は三つの班に分けた所、私の初心者クロール・平泳ぎ担当に半分の生徒が希望、３コース

を必死に指導しました。「☆アッシーは指導もすっかり当てにされ何故か先生補助員に」中には「☆先生

は水に入らず口先指導 冷たいプールの中は補助員」もあり「☆今日中止 今日は指導を当てにされ プ

ール指導は勝手どうする」と悩む。 

 

7月15日四年生の初めての着衣泳指導が最後となった。事故を想定し上着・ずぼん・靴を着て、落ちる、

泳ぐを体験。中々泳ぎずらく難しい。長靴を持ってきた子が2人いたが無理でした。昔は助ける訓練も

あったが、助ける人の事故が高く、最近は泳いで助けるな、ロープや服に捕まらせて救助せよ。ペット

ボトルやビニール袋を浮き袋に利用を進めている。 

「☆ジョークサロン ジョークにおぼれる人ばかり 体験しましょう着衣泳！」 

 

 

 

 

 

 ●オグリキャップを偲んで（２０１０、７、３没 享年２５歳） 

その葦毛 白く変わりて 神の如（ごと） 喧騒の世を 静かに駆けぬく 

●アフリカで初めてのワールドカップ 

ブブゼラの 音（ね）に包まれた 熱き日  々 遠き大陸 身近になりて 

ブブゼラは 大地の鼓動 あまたなる 哀しみ負った 民の叫びか 

 

自己紹介真面目にすれば“ああ、しょうかい” 

生真面目ゃ大変事故紹介、笑ってしたい自己笑介 

 

 

 
 

森のクマさん

こと 

神代京子 
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＠伝笑鳩スマイル３  ７０代でも頑張ってます。 

上の空組 印南博之  大娯解   

♪今日も暮れゆくテドガンドン（大同江）のほとり 

  娘よつらかろ せつなかろ 我慢だ生きてる 

   ヒョンヒの言葉  会える日が来る 朝が来る   （異国の丘） 

北海道鉄道駅地口旅行 

① 大阪のひと？ そうや （宗谷） 

②セブンい礼文いい気分  （礼文島）          

③そんなアイヌ語ワッカンナイ （稚内） 

④フラノの上着で富良野線  （富良野） 

⑤串路に刺した牛の肉   （釧路） 

⑥下りは知らない登り別  （登別） 

⑦これとうや あれもどうやと土産買い （洞爺） 

⑧上熱ない 下も熱ない水風呂か  （上厚内） 

⑨ガマ口拾ったら中札無い  （中礼内  廃） 

⑩手を伸ばしさわってみたいな新カップ  （新冠） 

⑪オレ湯張り彼女びばりの新所帯  （夕張） 

 

門口 泰宣    阿呆リズム＆パロディ 

１）遅配騒ぎのゆうパニック 

２）反抗期とは一過性の最小不孝である 

３）８戦８勝の占いタコ、父さんのＰＫ（パチンコ、競馬）は８戦８タコ 

４）休場と聞くと球場を思い浮かべる   謹慎力士 

５）♪みんなの党 みんなの党 嬉しかったら 腹から笑え 

   思い上がったら 自重をせよ 連立はよそうぜ 相手が悪い 

    洒落たつもりの 旗揚げは どうせ政界は そんなとこ 

     そうじゃないかえ みんなの党♪（皆の衆）  

６）蓮舫とかけて スイスの観光列車と解く その心は 票が特級 

７）「今後の国会運営は」「ねじれ鉢巻です」 

８）引き上げ反対！   困シューマータックス 

９）ソロリソロリと社民党離党   辻元議員 

１０）元死刑囚を招いて自画自賛の国家考案委員長 

１１）事故米摘発でてんてこ米  神奈川県警 

１２）いきあたりバッテラ 

１３）豪雨には排水の陣 

１４）家宝は寝て待て  何でも鑑定団  

   

香野 好勇  ハーイ、皆さん！香野です 

 

 

 

 

 

左から：藤井・門口。平井・奥村・香野 

 

ハーイ、野本さーん！香野でーす。 

一昨日は大変お世話になりました。 

これからも、、笑いの達人老師として、、 

よろしくご指導の程、、。 

写真添付します。ご笑覧ください。香野拝 
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＠伝笑鳩スマイル４  まだまだ現役かも・・・頑張ってます。 

 

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》 

１．パンダ候補を 表に立てて 競い合ってる 参院選 

２．自民の誘いに うっかり乗って 舌が滑った 消費税 

３．オウンゴールで 浮かれる自民 漁夫の利むさぼる みんなの党 

４．選挙完敗 一兵卒の 小沢に詫びてる 菅首相 

５．何をしたいの 総理になって 亭主叱咤の 菅夫人 

６．看護試験は 漢字の地獄 受け入れする気の 無い日本 

７．世界目指して 英語を武器に 踊る楽天 ユニクロ社 

８．咲いた燭台オオコンニャクが 腐肉臭撒く 小石川 

９．記録争い 気温のトップ 多治見・熊谷・館林 

１０．猛暑続きで 熱中できず ぼーっとしてたら 熱中症 

１１．暑さボケした デイサービスが 車内に老人 置き忘れ 

１２．駅や車内で 暴力・痴漢 酒や暑さで 八つ当たり 

１３．嫌な仕事と 車掌が不満 警報装置に 八つ当たり 

１４．女児にイタズラ 癒しの為と とんだ小学校狂師 

１５．山の遭難 救急ヘリが 飛んで遭難する悲劇 

１６．氷河特急 スイスの目玉 レジャー一転 大惨事 

１７．野球賭博に 血道を上げた 力士・親分 大処分 

１８．伸びる白鵬 大鵬超えて 連勝記録を 更新中 

１９．地方巡業 協会よりも 地元たにまち 取り仕切る 

２０．テレビ中継 賜杯も消えて 詫びて終わった 名古屋場所 

 

米岡 泰          南亭琴内氏のどんでん返し 28      

ある女性雑誌の人生相談 

 質問者「半年前から魅力一杯の娘と同棲しています。彼女は美しく、利口で、愛らしく、私達は 

       お互いに口喧嘩すらした事がありません。私達は結婚すべきでしょうか？」 

   回答者「そんな素晴らしい関係を台無しにするのは、お止めなさい！」 

 

狂歌一首 

  NPOに所属の南亭琴内氏が、巨大サイクロン「ナルギス」で二年前に大打撃を受けたミャンマー 

  海岸地区に拡声装置９１台を無償設置して、詠める。 

    水島で 電気・電話の 無い村に 大音持ち込み ビルマの何琴 

      

笑門亭来福（西川信治） 

 

★ママでも金、議員でも金（大丈夫か） 

☆中国人のビザ増加 

先日のTV「（日本には）中国人より悪い日本人がいて驚いた」 

●長寿大国 

定年後 冗句楽しみ １９年（男性寿命） 

くじけずに 今日も通おう ジョークサロン  （柴田トヨさん目標） 

 

★政治呆談 ●呆け川柳 ☆世相呆談 
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＠伝笑鳩スマイル５  川柳・都々逸楽しんで頑張ってます。 

藤井敬三  ユーモア川柳 「ああ、頭」  ＜解体新笑シリーズ＞ 

 

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.10 

①  思いきられぬ 政治が不思議 これだけ不実を されながら 

     

チェンジには期待外れ、今更自民じゃー希望もない、でも今の状況を変えるにはやはり政治しかないのだねー 

②  やはり選挙で お世話になると 影響強まる 小沢さん 

     

   人気はともかく、選挙になるとお世話になった議員が多くて、小沢さんの影響力は強いなー。 

③  出馬意欲は 私が先よ 推薦あれば 党不問 

     

 またまた選挙に芸能人やスポーツ選手が多く立候補しましたねー、でも主義主張ってあるのかなー 

④  当選夢見て 笑うて醒める 落選議員は 涙ぐむ 

     

 選挙に出てもそう甘くはありませんよ、落選の憂き目を見た人が多いじゃないですか。 

⑤  お名は申さぬ 民主の中に 選挙に負けた 責めの人  

        。 

  選挙で大敗してもだれも責任取らないってことありですか、みんな他人のせいにしてね。 

⑥  議員じゃもの 外に出た時ゃ 嘘言いしゃんせ そして内では 舌出し    ゃんせ 

      

  よく二枚舌って言いますが。最近の政治家ひどくありません、朝と晩と言うこと違ってたりして、責任持ってね 

⑦  議員になったら 覚えるものは 只飯食うのと 銭の道 

     

 選挙の時は、殊勝なこと言ってたのに、議員歳費や歳費支出には与野党共闘するんだから全く困ったもんだ。 

⑧  重くなるとも 与党の責務 しっかり実行 マニフェスト 

     

   国民の期待で政権交代したんだから、責任持って、当初のマニュフェスとの精神を忘れちゃー困るよ。 

⑨  落ち目民主と 不人気首相 時がたつほど 涙出る 

     

 迷走と朝令暮改で党も総理も人気低落、指示した選挙民は悔し涙ですよ。 

⑩  変節民主に 低迷自民 苦労する時ゃ まだ続く 

     

政策の中身が変わってきたり、ごり押ししたりの民主の変質と期待の持てない自民、国民は苦労しますよ。 

空っぽの頭を叩き思い出す 

大笑いすれば頭も若返る 

ブレないと褒めてはみたが石頭 

隠し事覗かれそうな脳ドック 

禿げ方で老化が分かるクラス会 

はげ頭ヘッドライトが直射する 

整髪より帽子選びに時間かけ 

髪の毛が減って帽子が風に飛ぶ 

呼び方もスキンヘッドならナウい 

河童ってこんな頭と孫たたく 

 

 

 

 

頭から孫の笑顔が離れない 

頭文字使い上司のうわさする 

映画館アフロヘアーが前の席 

大渋滞若葉マークを先頭に 

一匹も釣れず見つめる波頭 

定年後頭ごなしに指図され 

巻頭言書いて自分史いき詰まり 

遺伝子が頭もたげる字のまずさ 

詫び会見恨めしそうに頭下げ 

頭数揃えに終始する政治 
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＠伝笑鳩スマイル６  温故知新・・・創意工夫・・・頑張ってます。 
 
平井幸雄    怪談噺・・・うらめしや～ 
 怖い話と申しますと、落語では「怪談噺」でございます。怪談噺と申しますと、とてつもなく長 
い。三遊亭圓朝作「真景累ヶ淵」というのは、速記本というものがございます。文字数にして、 
２６万１千文字余り、１千文字を３分間で話すとして、１３時間３分かかる。怪談噺の凄みは、そ 
の長さにあります。 
 とても、私のような素人ごときには、おいそれとできるものではありません。手も出ません。 
もっとも、幽霊ですから、足もございません。手も足も出ません。 
 お化けの出てくる噺でも、ごく短いものがあります。 
 「お化け～」 
 「おぉう、おどろいた。お前さん、お化けかい？ おや、その後にいるのは？」 
 「おまけ～」 
 幽霊というものは、夜中にさびしいところ、柳の木の下などに出るといいます。ところが、大層 
賑やかなところに、真っ昼間出たのがありまして、 
 「うらめしや～」 
 「あれ？ お前さん幽霊かい？ 間が抜けているね。こんな明るいうちに、騒々しいところに 
出たって、ちっとも怖くないよ。何だって、夜中に出ないの？」 
 「だって、夜は怖いもの」 
 
 幽霊と化け物というものは違う。幽霊というのは、細面で、色白で、すらっとしたスタイルです。 
器量よしの女性は幽霊に。一方、化け物は、そうでない方がなるようで・・・ 
 あの世に行った女が、閻魔大王の前へ出て、こう訴えました。 
 「大王様！ 娑婆に残した亭主は、もう後添いを貰ったんでございますよ。何とまあ不実な男 
でしょう・・・。私は幽霊になって、この怨みを思い知らせてやりとうございます。どうか幽霊に 
して下さいまし！」 
 「何ィ！？ お前が幽霊とな・・・？」 
 閻魔大王は、女の顔をつくづく眺めて、 
 「その面で幽霊とは厚かましいわい！ お前を幽霊にしては、地獄の面汚しじゃ。ならぬ、 
ならぬ！」 
 「お願いでございます、お願いでございます！」 
 女は泣きながら、訴えます。そばで見ておりました青鬼、つい同情して、 
 「これこれ、幽霊は願い下げにして、化け物と願え・・・」 
 あの世も、容姿重視の世界のようで・・・。  
 

曽田英夫            狂歌NEW門   

あとは野となれ 山となれよと 

・面白い 狂歌作って 来たけれど あとは野となれ 山となれよと 

・居酒屋で 酔っぱらって 腰立たず あとは野となれ 山となれよと 

・晴れてたが 急に雨振り 傘はなし あとは野となれ 山となれよと 

案じるよりも 生むがやすいと 

・ジョークでは 作品メモに 書いてみる 案じるよりも 生むがやすいと 

・書いた物 皆に発表 笑い来る 案じるよりも 生むがやすいと 

・体力が 衰えたなら 体操を 案じるよりも 生むがやすいと 

・死なぬよう 熱中症に 塩と水 案じるよりも 生むがやすいと 

言うはやすいが 行動できず 

・改革だ そう掲げれば かっこいい 言うはやすいが 行動できず 

・階段を 毎日上がれ ２０階 言うはやすいが 行動できず 

・川柳を 毎日２０個 作ろうと 言うはやすいが 行動できず 

・若くあれ 背中を伸ばせ ハゲ隠せ 言うはやすいが 行動できず 
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＠伝笑鳩７  還暦前のアラ還です。頑張ってまーす。 

 

柴本和夫        言葉の研究    

 58歳の生誕～特集！ 

7月2日～祝：しばっちの誕生日（自分で自分をほめちゃいました） 

しばっちと誕生祭を【共演】する女優 

浅岡ルリコ （1940年）   小柳ルミコ （1952年）  南沙織 （1954年） 

7月 2日の１２時は、今年のちょうど真ん中～ハーフ・タイムでした 
お昼以降は、今年の後半戦～いわば≪ニュー・ハーフ≫に突入となります。 

誕生日が来て、ニューハーフになりました～とメール連絡したところ 

あらぬ【誤解】と【期待】の返信メールが多数 

濃厚・芳香・芳醇～ビンテージ～な駄洒落をめざします。 

大相撲 

海の日 ⇒ 【膿】は広いな、大きいな～すもう協会（海）の膿（海） 

かけるもの ごはん専用です（永谷園）  親離れ？ 親分離れです（相撲協会） 

いちばんへのこだわり 

  こだわる   カステラいちばん・・・・電話は2番、3時のおやつは文明堂 

         谷垣総裁～自民党はいちばんです 

  こだわらない 民主：蓮ホウ（一位じゃなければだめですか？） 

         サッカーの予選通過を願う人（2位でいいんです） 

指【動】力  親指・・鳩ちゃん 人差指・・ガキちゃん  党首の指【導】力とはどの指なの 

いちばん   昔：カステラ   今：自民党  （欄外）将来：ジョークサロン 

 

野本浩一     お洒落日記 

【笑いつつ 人生永く 生きるなら 世界一でも いいかも知れない】 

 厚生労働省が２６日に発表した「簡易生命表」で、日本人男女の平均寿命は、また少し延びて女性８

６．４４歳、男性７９．５９歳となったという。 

･･････････？？？？？？？･･････････ 

人生は、結局、自分で切り開いていくしかないのでは、ないか。 

ああ、そんな中、我々の寿命は延びて、長くなっている。 

長くなるのはいいけれど、家族・友人や知人・ご近所そして日本や世界も含めて、お互いの支え合いが

必要なのだ。 

 

平均寿命が長くなることは、有り難く、嬉しいことだけれど長生きを楽しむためには、必要なものがあ

る。 沢山はいらないけれど、「衣食住」「健康」「お金」「家族・友人」そして「楽しみ・趣味」…。 

と書いたら、殆ど全部になってしまった。 

 毎週、日曜日に元気を貰っている「龍馬伝」の坂本龍馬風に言うならば、 

 「やはり、長生きするのちゅうんは、ちっくと、大変なことですたい。 

  笑って行くっきゃ、ないですろい。」 

  ニッポンの 平均寿命 長くなり 女性一番 男性五番 

  長生きに 欠かせぬものは 数多有り ひとつ欠けても 不安は募る 

  長くなる 寿命楽しむ 気力無く 自殺する人 三万を越ゆ 

  世界一 長寿大国 ニッポンの 課題は過大 医療や年金   

長生きを 楽しむコツは 何がある 笑い忘れちゃ いけないのかも 
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 ジョーク一番！駄洒落も一番！笑いも一番！ 

  みんなで～おおいに笑おう～ジョークサロンで！   （柴本和夫） 

 

★７月例会 ７月２８日  集合順  ２０名 久しぶりに２０名以上になりました 

野本浩一・曽田英夫・香野好勇・平井幸雄・渡辺一雄・佐藤忠恕・奥村篤史・阿部浩・松山カオリ・

高木正明・関野美和・印南博之・小林久枝・門口泰宣・藤井敬三・柴本和夫・米岡泰・川島奈緒美・ 

西川信治・神代京子  ＊太字は初参加 

＊初参加が二人もあり、久しぶりに２０名の参加と 

なり、賑やかな例会になりました。 

＊香野好勇さんは、２年半前の日経新聞「文化欄」の 

記事でジョークサロンを知り、HPを覗いて 

 いたそうです。今回、漸く都合がついたとの 

ことで初参加です。昭和１２年生の由。 

＊渡辺一雄さんは、昭和１１年４月２９日生です。 

これだけで、話題になります。平井さん藤井さん 

 に連れられて、参加してくれました。 

 ＊二次会は、５月から「島ひで」です。     手前：米岡、後左から：小林・神代・曽田・香野 

  初参加の香野さんから、頂いた写真で、その雰囲気の一端を披露させて頂きます。 

  初参加の香野さんは、もうすっかり溶け込んでいる感じです。嬉しい限りです。 
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  ＊変集鳥５９才の誕生日になります。賑やかに行きましょう。 
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１１月２４日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 
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