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＊＊＊２０１１年８月 No.２６２＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

  

 

 

  

＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊ 

ユーモアがあれば、辛い時でも電気を使わずに、 

世の中を明るくできる。「総理の肩や腰にいますぐ貼りたい→リーダー湿布  Fri Apr 15」 

という本の腰巻に引かれて、「いつも心にクールギャグを」（デーブ・スペクター著）という本を

購入して、読み上げました。３月１１日の東日本大震災の後、デーブ・スペクター氏のツィッター

がブレイクして、人気を博しているそうであり、彼のギャグ＆メッセージが約８００満載です。 

笑いこそ“明日の素”！というコピーは、ジョークサロンの合言葉「笑いは元気の素」と、同じ

だよね、と思いつつ読んで、ダジャレやギャグに笑ってしまいました。 

もうひとつ、デーブさんのダジャレを披露させて貰います。 

「僕は福島に福が戻る日が必ず来ると信じてます。だから涙をふくしま。」Fri April 08 

 

さあ、我々も被災した方々のみならず、全国の方々のために、ユーモアを届けましょう。 

 

渋谷区／樋口七郎    お寺を朝早くお参りすると得をします。 

 これを、「早起きはは、山門（三文）の得」といいます。 

 

名古屋市／加藤勝彦     伝笑鳩、ご恵送ありがとうございます。 

同性婚ニューヨーク州で認められましたネ。付則で、女一組、男一組が同一屋根の下に住む条件の時

のみ許すとしたら、どうなるんでしょうか。 

 

東京都町田市／青木孝   あいかわらずの密度の濃さです。 

正解はゆっくり、じっくり鑑賞するのがよいようです。作者の方々の真意もより深くわかる気がしま

すから。一ヶ月かけて、味あわないと作家の方々に、失礼になると思いました。 

良い夏をお迎え下さい。 

 

東大和市／林勝行    大変ご無沙汰しております。 

永い間笑いのエネルギー源「伝笑鳩」を飛ばして頂きありがとうございました。 

今回で打切りとさせて下さい。鳩舎の皆様方の益々のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。 

 

福山市／村田文子    本当に長い間ありがとうございました。途中、 

沢山の切手がでてきて、あれーと思いながら、なかなか送る事ができず申し訳ありませんでした。 

デイケアで老年の方に紹介させていただいたりと楽しく読ませていただきました。 

私も笑わせ上手になれば・・・・進歩なしです。又読めそうになりました時に、又お願い致します。 

 （ご愛読、ありがとうございました。また、いつかお会いしましょう。） 

 

空青く 白雲浮かぶ 夏が来る 大いに笑おう ジョークサロンで   【曽田英夫】 

 

 

  新・真・辛コキおろし川柳 

☆老骨がコキコキなって古希祝い 

☆古希なれどご隠居させず古希使い 

☆古希使う古希使うから元気なの 

         小平市／奥村篤史 
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  今月の特別笑 

 ＊片山 敦夫  「同義語」 玉虫色 ＝ 一定のメドがつくまで 

               憎まれっ子世に憚る ＝ 小沢 一郎    Fri Jul 08 

 ＊デーブ・スペクター  

   朝青龍がモンゴルの国会議員に出馬。広告代理店は白鵬堂らしい。 Fri May 13 

    「上げたり下げたりするものは」 

 

 

総理の支持率             （福島市：松山 カオリ） 

ほめ殺し               （荒川区：藤野 哲康） 

政府の安全基準            （横浜市：阿部 浩） 

溜飲                 （板橋区：植竹 団扇） 

赤上げて・・・白上げて        （所沢市：北沢 正嗣） 

バーベル               （横浜市：織田 元康） 

原油価額               （渋谷区：樋口 七郎） 

幇間のおべっか            （三鷹市：市井 雅敏） 

政党の支持率             （京都市：牟禮 丈夫） 

釣竿                 （稲城市：藤井 敬三） 

人の口                （町田市：浅沼 マサ子） 

メタボ腹のズボン           （船橋市：川田 又一） 

総理の褌               （鎌倉市：浜田 頓坊） 

石油採掘施設              （港区：柏谷 達雄） 

目尻                 （鎌倉市：志賀 明） 

菅総理のファン数          （伊勢原市：武井 美雄) 

世論調査               （川越市：石原 義三） 

選挙カーのうぐいす嬢の声       （岩手県：片山 敦夫） 

次回（第１２７回）の題  「暑くてたまらないものは」 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切日：8月5日 印刷の都合により、〆切が早くなります。早めに送付下さい。 

ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

京都の市内散歩      （さいたま市：高木 正明） 

【評】からすみ食べる。えっ、からすま上ル？ おひぜんさん？ 何、それ。 

入選 

仏壇のお供え             （世田谷区：奥苑 順子） 

お神輿                 （文京区：稲葉 浅治） 

つるべ井戸               （高知市：高橋 満子） 

手旗信号                （千葉市：岡部 千代松） 

ラジオ体操               （横浜市：鈴木 びん子） 

 

佳作 
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２０１１年「節電の夏スペシャル」 笑夏・笑夏１ 

奥村篤史  「アッシー君6月1日70歳になりました。古希祝い洒落日記」 

6月1日が誕生日のアッシー君、今年70歳で古希の祝いを迎えました。古希とは何でしょう？ 

己に克つ、克己と言う言葉がありますが、これなのかなあ？ 

     

あるいはこれかな             

もっと単純明快です             

女房と家族が5月29日（日）に恵比寿のホテルで古希のお祝いしてくれました。サプライズ！嬉しかっ

たです。でも主役はアッシー君のはずが初孫娘１歳のさゆりちゃん（長男の子。嫁がブラジル娘なので彼

女にも分かりやすく平仮名に）が現れるとあっという間に主役交代。 

 

・・アップップ。でも孫もニコニコでした。 

そう言えば古希を迎えても我が家では    

因みにゴミ出し、風呂の水変え・風呂掃除、ガラス磨き、自分の昼飯作りがアッシー君の仕事。まあし

ょうがないですかね。女房曰く       

まだまだ生きると思いますので目標は 

 

 中学校の同期会。25年振りに開催して以来数年毎実施。今年は皆70歳古希。めでたくやりましょうと6

月8日5年ぶりに開催し司会者として古希使われる。毎年実施の高校同期会も古希を迎え文集を作ろうと提

案あり。古希ん集かな新古希ん集かな？ 

  

蛇の足：還暦＝60 古希＝70 喜寿＝77 米寿＝88 白寿＝99 百寿＝百 茶寿＝108 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
稲葉浅治  川柳「電気」 

 

節電で 窓際族の 希望増え 

クーラーを 止めて自然の 風うまい       

停電で 思い出します 戦時中 

節電へ 派手なステテコ もてている 

アンペアを 下げて節電 心がけ 

 

香野好勇（好太）  好太川柳 

 

ギャルの爪スマートフォンでスマートに 

被災者と国民泣かす似非政治 

イエメンをいけめんと読んでギャル騒ぐ 

復興の可否を問われてイエスウイカン 

早くやれ今こそ復興談合で 

ケイタイは平安人の杓に似て 
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２０１１年「節電の夏スペシャル」 笑夏・笑夏２ 

 

海郷達人        鏡の前で鼻毛を切りながら考えた 

こんなものないか・こんなこと言わないか 

目薬 ・・・鼻薬はないですか。鼻薬、辞書を引くと「賄賂」とある。 

      鼻の薬をいうときは、「点鼻薬」か。 

耳掻き ・・・鼻掻きがあると、鼻くそが取りやすいが…。 

シャボン玉・・・石鹸玉と言わない。シャボンも今は言わないですね。 

歯磨き粉 ・・・今はチューブに入ったものばかり。粉はないですね。 

ひげそり・・・カミソリと同義語かと思ったら、…。 

「ひげそりのように切れる男」とは言わない。 

目くそ ・・・「目くそ、鼻くそを笑う」という。目くそが上位のつもり。 

       「鼻くそ、歯くそを笑」ってもよさそう。 

       「鼻くそ、耳くそを笑う」のは難しそう。 

眼鏡 ・・・目に眼鏡、歯には入れ歯、耳に補聴器。 

鼻は補臭器か？ 犬並みの鼻を持ったら、屁もできない。 

・・・・・・・・・・ 

今月の“対文”  ［ 逆さに読んでみましょう ］ 

嘆きつ、総理は辞めんか。  ⇒  菅め、やはり嘘付きげな。 

 

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 「これは大丈夫です」    松山カオリ 

 

おいしい空気と新鮮な野菜の魅力に負けて、ふるさとの福島市に住いを移しました。しかしご存知の

通り、その夢は1年足らずで崩れ去ってしまいました。 

 

東京電力第一原発の事故は、100日以上過ぎた今も放射能による災いで人々を苦しめています。 

事故が起きたばかりの頃、新潟の友人が家庭菜園で作ったという青ものの野菜を沢山送ってくれまし

た。「新鮮な野菜が恋しいでしょう？地元の平凡な野菜ですが召し上がって下さい。元気を出してね」と

いうメモと新潟名物の笹だんごを添えて。その当時、福島の青もの野菜は出荷停止になっておりました

ので、涙が出るほどうれしかった事をよく覚えています。 

1 カ月ほど前に、今度は福島の知人から「こしあぶら」という山菜を頂きました。この方は、盆栽の

材料を探しによく山に出かけると聞いておりました。なにしろ福島の山ですから、時期的に放射能汚染

の事が頭に浮かび、心配になって地元に住む妹に相談すると、「少しくらいなら大丈夫でしょう」と早速

天ぷらに揚げてくれました。 

数日後お会いしたので、お礼を伝えたところ、「実はあの山菜は心配のない山形まで出かけて摘んでき

たんです」と言う話でした。ホッと安心するとともに、束の間でも食べようかどうしようかと迷った事

が、何とも申し訳なく、心の中でお詫びをしたものです。 

 

放射能の被害は、あやうく知人の親切や思いやりを、不安に変えてしまうところでした。なかなか手

ごわい相手なので、ジョークのネタになってくれるには、もう少し時間がかかりそうです。でもいつか

はきっとしてやります。 
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２０１１年「節電の夏スペシャル」 笑夏・笑夏３ 

 
浜田頓坊       ―甘辛都々逸ほのぼのランド―   「頓阿」と「兼好」 

 その昔「頓阿」（1289－1373）という歌人がいた。当時、和歌の四天王に選ばれた有名人である。私、

頓坊とは一字違いでも格が違う。「徒然草」の吉田兼好（1283-1352）とほぼ同時代、二人の贈答歌が面

白い。 

☆ よもすずし ねざめのかりほ たまくらも まそでもあきに へだてなきかぜ 兼好 

（秋の夜、小さな家で目が覚めると、手枕した袖に涼しい風が、遠慮なく吹きつけてきた）の意。この

ままでは何もおもしろくはないのだが、この歌は一種の暗号文で「米と銭が欲しい」と言っているので

ある。専門家は「沓冠（くつかん）の歌」という。つまり、和歌の五七五七七の最初の文字を辿ると「よ

ね（米）たまえ（給え）」。更に、最後の文字を逆に戻すと「ぜに（銭）も欲し」となる。 

 これに対して「頓阿」の返歌は・・・。 

☆ よるもうし ねたくわがせこ はてはこず なほざりにだに しばしとひませ 頓阿 

（秋の夜長がつらい しゃくなことに、とうとう君は来なかった。お義理でもよいから、ちょっといら

っしゃい）と。 

 兼好の歌と同じように、沓冠読みすると「よね（米）はなし、ぜに（銭）すこし」という返歌になる。

鎌倉時代に、このような暗号まがいの歌遊びがあったという話。義援金集めもこの“手”でやると効果

的かもしれません。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

石原正雄     ことわざパロディ その② 

 

□ ＜案ずるより産むが易し＞ → 「杏より梅が安し」   （チューハイは梅が一番安い） 

□ ＜貧すれば鈍する＞ → 「貧すれば牛丼にする」（お金がなくなったら、安い牛丼を食べよう） 

□ ＜出る杭は打たれる＞ → 「出る屁は、ウ！ 垂れる」 

（我慢しようと思っても、我慢できないこともある） 

□ ＜壁に耳あり障子に目あり＞ → 「顔にシミあり ジョージにメアリー」 

（日本人の肌はきれいだが、アメリカ人の肌は美しくない） 

□ ＜日光を見ずして結構と言う勿れ＞→「日航はミスして欠航するなかれ」 

（悪天候での欠航は仕方ないが、整備不良による欠航はやめて欲しい） 

□ ＜琴線に触れる＞ → 「金銭にブレる」   

（人間、お金がからむと正しい判断ができにくくなるものだ） 

         世相パロディ  

☆ 一定のメドがついたら辞めたいという総理ですが・・・ 

    ・ロシアの大統領なんて、メドねーです。 

    ・「光子のメド」は？     １００歳かな。 

☆ 東京スカイツリー 料金決定   高い！！ 

   ♪ 巨～塔～ おお高 ３０００円 

     欲に憑かれた オーナーが ひどい～ 

    （♪ 京都 大原 三千院  恋に疲れた 女が ひとり～） 

☆ 窓のカギが数ヶ月間壊れたままになっていて、強盗に６億円盗られた 

     「軽微保障会社」 
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神代京子         おりこみ『はめ字』和歌風味 

 

つゆなかば   降り続く 雨は憂鬱 つゆなかば  秘かに こころ頑張れと 

かふぇらて   いい香り サイフォン カフェラテ 赤いランプ 心は天国 

かさかしげ   しとやかな 風情やさしく 傘かしげ 麗わし姿は むくげの花 

はつなつの   久里浜に 白砂つづく 初夏の 海なつかし 紅（べに）の桜貝 

 

   

 

 

 

 

 

 

一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿悲夜） 「技量審査場所（無料）中日観戦記」 

 

＊ 両国国技館で技量審査場所（無料）中日を見た。 

友人が朝５時から並んで切符を取ってくれた（一人一枚）２階席。 

となりの席の夫婦は前泊（ビジネスＨ）で並んで切符を手に入れた。初めて国技館へ来た。 

応援するのは「隆の山」チェコ出身１０年目、１８歳から日本へ来て２８歳。体重１０１Ｋ軽量よ

うやく今幕下２枚目（鳴戸部屋・松戸）幕内へ入れると期待して松戸市の在から来た。今モンゴル

ばかりでチェコからきたのは１人のみで応援していると熱を入れて話してくれた。 

相撲が一番国際化かなと思った。 

＊ 取り組みが終わった若い力士が帰っていく。携帯電話を見せたら、首と手を振った。 

大きな手に隠れてしまうが八百長事件で携帯「禁止だ！」と言った。 

＊ 「君が代」を歌ってくれる外国出身の力士がいる。日比谷公園で左翼の集会があり「君が代・反対」

のサインをしてくれと言われた。「君の子供がオリンピックで金メダル入賞したら、どんな歌を歌う

のか」と言ったら、黙っていた。 

 

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》 

 

復旧・復興 ほったらかして 足を引きあう 永田町 

メドが付いたら 辞めると言うが とめどないメド 先送り 

嘘つき如きに ペテン師などと 言われたくない 菅の腹 

ザルの原子炉 冷却水が 漏れて地下水 汚す海 

汚泥すくえば 億ベクレルに これじゃ出来ない ドブ掃除 

風が無くても 風評被害 地産地消も 儘ならず 

義援金受け 補償費受けりゃ 保護費冷たく 切る仕打ち 

支援組み込む 観光ツアー 一日泥掻き ボランティア 

電気電池は 使わぬ玩具 省エネ売り込む おもちゃショー 

 

エコのつもりで エアコン買って 付けりゃ節電 我慢の子 

記憶遺産で 世界に披露 山本作兵衛の 炭鉱画 

ドンと上げよう 復興花火 担げお神輿 夏祭り 

がひつ雨降  

んそゆはり 

ばかなゆつ 

れにかうづ 

と心ば鬱く 

心赤かさい 

はいふいい 

てらぇふか 

んんらぉお 

国ぷてんり 

 

べ海は白く 

になつ砂り 

のつなつは 

桜かつづま 

貝しのくに 

 

む麗か情淑 

くわさやや 

げしかさか 

の姿ししな 

花はげく風 
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片岡隆      嗤いものですが、何か？ 「住まいの名前」    

＊（ホントにあったらごめんなさい。使用の折りは商標登録確認のこと） 

大自然を味わう住まい（家というより、庵というより、即席ワンルームだが） 

リバーサイド多摩川（鉄砲水にご注意、魚が釣れるかも） 

パークホーム新宿公園（立入禁止で今ではもう住めない） 

ブルーシーとハウス（ブルーシートハウス、海辺の家。風と津波に注意） 

特別養護老人ホーム 

last stage興津（寝たきりで起きず） 

final stage寝屋川（100㎡の場合はgrand final stageとでもしますか） 

グループホーム 

彼岸荘、ニュー・ヘブン（めでたくも、早めに彼岸に行きついている） 

 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し３９  ◎「街の名医」 

 

ひどい風邪にかかった男が、開業医の所へ行って診てもらったら、頓服薬をくれた。 

 それを三日間きちんと飲み続けたが、一寸も効果がない。 

 また行くと今度は注射を打ってくれたが、サッパリ効き目がない。もう一度出掛けると 

 「先生！サッパリ治りませんが」「それなら今日はこうしよう！」「？」 

 「まず熱い風呂に入って、目一杯汗をかく。それから裸のまま窓際に座って窓を開けて、冷たい風 

に当るんだ」 

「先生！そんな事したら肺炎になってしまいます」 

「ワシは風邪は苦手じゃが、肺炎なら治せるんじゃよ」「！？×」 

 

門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 

１）この国に 宰相幸福 社会なし 

２）「どうして再生可能エネルギー法案にこだわるのですか？」 

  「私には続投可能エネルギーが必要だ」 

３）原発汚染水の処理とかけて 戦国時代の都市と解く  その心は 浄化待ち（城下町） 

４）東電との交渉は私が相談に乗ります  賠償知恵子 

５）打ち水とかよしずとかのエコ家伝で節電 

６）国会議員の先生方を選良計でチェックしょう 

７）「誰と銀行へ行ったの？」「祖父とバンク」 

８）収監されるのでモ悲観刈りにした  ホリエモン 

 

野本浩一     お洒落日記【腹減っていたのかなぁ】 

 ２０１１年６月１３日。ふと目に留まったＷＥＢニュースに「トルコライス系与党が勝利！」とあっ

た。トルコライスを食べてないなぁ、と思ってよく見ると「トルコ イスラム系与党が勝利！」だった。 

 トルコの名でトルコライスを思い出すのは、長崎人としてはごくごく普通の反応なのだが、余程腹減

っていたのかなぁ。その長崎人に馴染みの深い「トルコライス」とは、長崎の洋食屋さんでは必ずと言

っていいくらい用意するメニューのひとつであり、「ピラフとトンカツとスパゲッティ」が揃っているも

のを言う。ピラフは、カレーピラフだったり、チキンライス風だったり、普通のピラフだったりする。 

 長崎に行ったら、是非、洋食レストランではトルコライスをどうぞ。 

  腹減って トルコ・イスラム 見た時に 我思い出す トルコライスよ 
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   トルコには カツも無ければ 風呂もない 行ったことないから ボク分からない 

藤井敬三  ユーモア川柳 ＜解体新笑シリーズ＞ 「ああ、背」 

 

老いの手を背中が嫌うああ痒い       カラオケになれば背筋が伸びてくる 

反省が背中にも出る二日酔         検診へ孫の笑顔が背中押す 

背中にも眼がありそうな妻の勘       積読も背表紙だけはこちら向け 

混浴で背中を流す爺と婆          背泳ぎのつもりがなぜか救助され 

褒めことば背後の意味を読みきれず     背を丸め小走りになる募金箱 

背を反らしスカイツリーの下にいる     クールビズ背中まぶしい夏が来る 

 

信用亭 駒公（世田谷 佐藤 忠恕） 
都々逸パロディー（お馴染み都々逸をもじって世相を詠う）no.19 

① 原発廃止で 節電しても 安らか平和に 暮らしたい 

（元歌 逢うたその日の 心になって 逢わぬその日も 暮らしたい） 
 電力の必要性は判りますが、原発事故でその土地に住めなくなるなんてねー、いっそのこと原発全廃ですね。 

②  もしも被災地 復旧なくば 犠牲者皆が 化けて出る 

（元歌 もしもこのまま こがれて死ねば こわくないよに 化けて出る） 
大量の避難民が未だ厳しい避難所暮らし、なんでこんなに復旧に手間取るのか、犠牲者が浮かばれませんよ。 

③ 震災対応 代議士連は 忘れ政治の 欲ばかり 

（元歌 義理も人情も もうこの頃は 捨てて逢いたい 欲ばかり） 
 政治家が今こそ与野党団結して国難に当たるときでしょう、それなのに党利党略のみではなー。 

④  およそ民主に 切ないものは 不信三文字に 駄目の二字 

（元歌 およそ世間に 切ないものは 惚れた三文字に 義理の二字） 
 与党の民主の情けなさ、政権取った時のあの意気込みはどこにいったのかい。 

⑤  もうこれ以上 見せずにおくれ 卑しい政治家 根性を 

（元歌 惚れて悪けりゃ 見せずにおくれ ぬしのやさしい 心意気） 
選挙民をこれ以上馬鹿にすると大変なことになりますよ、一体選良という言葉の意味判ってるのかなー。 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

節電中で 暗くて見えず 

・店先の 値札を何度も 確認し 節電中で 暗くて見えず  

・飲み屋でも つまみも酒も 手探りで 節電中で 暗くて見えず  

写真に撮って ひとり楽しむ 

・孫が来て やっとお座り 出来たとこ 写真に撮って ひとり楽しむ 

・新幹線 新型車両 かっこいい 写真に撮って ひとり楽しむ 

外は雨ふり 気分上  々  （６月１８日 快鳥の誕生日） 

・６月は 誕生月で 又ひとつ 外は雨降り 気分上  々

・ラジオでは わが名全国 轟いた 外は雨降り 気分上  々

 

若狭芳生    “一個でも饅頭”“一枚でも煎餅作りに挑戦しました。 

一本でも○日本酒     一杯でも○千鳥足  一本でも○線香    一枚でも○千枚漬け 

    一人でも○先輩       一人でも○戦死    一行でも○宣伝   一人でも○百姓  

    一万歩でも○散歩    一事でも○万事     一台でも○扇風機  一代でも○先代 
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平井幸雄      菅違いだらけの菅字辞典（近日出版・すぐ絶版） 

【菅案】かんあん 

 あれこれと菅さんが考えた（案）のこと。「諸事情を勘案して、菅さんへの不信任案（略して『菅不案』）を否決した」 

【菅がえる】かんがえる 

 菅さんの考えは、思いつきで、すぐ考えを変える。これを「菅がえる」という。 

また、菅首相を変えることを政界は考えているがこれも「菅変える」という。 

一年前後で日本の首相がころころ変わるのも考え物だ。「もう変えるんですか」 

【菅抜き】かんぬき 

 菅さんを抜きにしたら、かんぬきをはずした門戸が開くように、現状を打開できること。また、相撲の決まり手かんぬき

のように、相手をきめ出し（倒す）すること。 

 

柴本和夫       言葉の研究  菅流（韓流）ブーム 

   昔：おおかみ少年・・・ケン 

   今：おおかみ総理・・・菅 
   ケンとメリー・・・・菅と○○（お好きな言葉をどうぞ！） 
   切腹の～儀式途中で～ドタキャンし（殿逃げる） 
   介錯人～首を切らずに～花持たせ（助け舟） 
   菅と管・・・どっちの漢字でしたっけ？ 
     管は【クダ】とも読める ⇒ 菅の姿～【クダ】らない人です 
     菅は【スゲ】とも読める ⇒ 菅の首～【スゲ】代わります。 
   谷垣総裁のお酒の飲み方～【冷】が好き・・・・我菅（燗）せず 
   一定のメドがつくまで・・・・メドはメイドの土産に、どうぞお持ち帰りを 

優先順位・・・復興策より、延命策 
 

シェイクスビア島川      私はカモメ・・・余話 

 

▼26才のテレシコワが世界初の女性宇宙飛行士として宇宙から『ヤーチャイカ 私はカモメ』

と応えたのは、50年前の 1963年 6月 16日のことで、『チャイカ』はテレシコワに与えられた

個人識別名でした。 

▼誰ですか？『私はツバメ』などとおっしゃる方は？若いツバメならいざ知らず、老いたツバメ

は『老いたの老いたの、飛んでけー』でしょうねえ。（×｡×）  

▼誰ですか？『私はヤモメ』などとおっしゃる方は？せいぜいカミさんを大事にして、チェーホ

フが言うように『人間は自己の人生を生きねばならぬ』でしょうかね。  (#^.^#) 

 

大石脩           母さん、伊予柑ありがとう。 

 

 「ハイ、モシモシ」に、柔らかであたたかい上品な声が耳に触れる。「伊予柑おくったし、明日届く

よ。電話せんでもいいから・・・」「あ、ほんとにありがとう」こんな電話初めてである。お礼の電話し

なくていいなんて・・・。これは、予感・・・いい意味での母のいい予感であった。 

 何故かと言うと・・・・実は部屋の片隅に伊予柑を置いているのを失念してしまった。気付いた時に

はもう既に遅く、伊予柑さんはお化粧姿もむなしく、おっかなびっくり食べてみると、パラパラ、ぱら

ぱら・・・で、味もしゃしゃりもなくなって、もうどうにもならず、といって、捨てるのも忍びないし・・・。

結局、全て食べたけれど（こんなことはバカでしかできまへん）このことを母が知ったらハッタオされ

るかも。しかし、これって何回目だったかな・・・・・・。 
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６月例会 ６月２２日  集合順 １９名   

曽田英夫・野本浩一・片岡隆・一ノ瀬善秋・平井幸雄・佐藤忠恕・高木正明・阿部浩・松山カオリ・

奥村篤史・門口泰宣・海郷達人・石原正雄・米岡泰・神代京子・柴本和夫・藤井敬三 

＊あと一人来れば２０人の大台に乗ったのですが、残念。是非、遊びに来て下さい。 

＊例会で披露された作品が多く、投稿作品も増えてます。掲載に際して、割愛・変集・修文 

 する笑品がありました。どうか、ご容赦下さい。個人の作品はＨＰ等でお楽しみ下さい。 
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2011年6月13日～2011年7月12日 

東京都：片岡隆、指田忠雄、青木孝、林勝行  神奈川県：浜田親一、武井美雄、山中静代、 

志賀明、仲亀誠一 京都府：大石脩  高知県：高橋満子 

＊切手送付、カンパありがとうございました。 

送付打切り 東京都：林勝行 広島県：村田文子 ご愛読、有難うございました。 

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、どうぞご覧下さい。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。 

毎月の例会は、第４水曜１８：３０頃から実施です。 

８月２４日（水）千代田区立スポーツセンター ８Ｆ和室 

９月２８日（水）千代田区立スポーツセンター  

１０月２６日（水）千代田区立スポーツセンター  

千代田区立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  ℡03-3256-8447   

★ ご連絡とお願い 

１．全国の伝笑鳩愛読者の皆様へ送付しております封筒には、名前の下に小さく、切手の 

  期限が切れる年月を表示してあります。（会―11.12）は、2011年12月期限という 

  ことを示しております。期限が近づきましたら、切手の送付をお願いします。 

２．住所の変更で、戻ってくるものもあります。住所変更の連絡も、お願いします。 

３．読者の方から、郵送の停止、中断のお便りも増えて来ました。読者の高齢化も進んで 

  ますので、停止･中断を希望される場合には、どうぞ遠慮なくご連絡下さい。読み続け 

  る体力が無くなって来ましたら、遠慮なくご連絡下さい。 

４．ご友人にPRして、新しい読者が増えることは大歓迎です。そのような場合にも、是非

ご連絡をお願いします。 


