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＊＊＊＊２０２２年7月 No.３９３＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

            
＊＊コロナにもめげす飛んでる伝笑鳩 目指せ400あと7回＊＊ 

 

 伝笑鳩393号が無事に飛び立ちました。  

 今月から新しい印刷会社にお願いする

ことになりました。これまで同様に月毎に紙の色を変えて、印刷を継続致します。

ただし、これまでの印刷部数を見直しまして、若干ですが部数削減を行います。 

 郵送中の読者の皆様から頂く送料（一年間 84円切手＊15枚）は変更することな

く継続できるようになっております。どうぞこれからもお楽しみください。 

 No.392 の今月の一笑「心配するな くよくよするな 何とかなる！」のように、何とかすることがで

きたのは、とても運が良かったなぁ、と思っている次第です。 

 

 伝笑鳩No.393号よりお手伝いさせていただきます、土屋印刷株式会社  

土屋一秋と申します。 

この度ご縁を結んでいただきました変集鳥の野本様におかれましては多大なるご

尽力をいただき感謝申し上げます。弊社をご選定いただくまでバックナンバーをご

提供いただき、発注形態など丁寧なご説明をいただきましたので安心して受注に至

ることが出来ました。 

伝笑鳩を拝読し、ジョークサロンのメンバーの皆様が楽しそうに

見えました。このご活動が自分以外のメンバーを愉しませ、笑顔になる。笑顔を見た自分も

幸せになる、そんなサロンではないかと想像しました。この素敵なサークル活動を末永くお

手伝いできれば私も幸いです。 

若輩者ではありますが何卒長くご愛顧いただきたく宜しくお願い致します。 

（土屋さま、こちらこそどうぞよろしくお願いします。サロン一同感謝致しております） 

 

福島・松山カオリ    いつもいつもご連絡をいただいてありがとうございます。 

お便りが届くたびに元気が出ますので嬉しいメールでございます。心から御礼申し上げます。 

年令を忘れて皆様方の知的で元気な様子を頭に描いて楽しませていただいております。現在私は印刷された

活字を読むのがようやくです。文明の利器を何も持たないのは過ぎた日の私の仕事とはマッチしませんが・・・。 

活字は時間が過ぎても待っていてくれますので何とか吸収することができます。感謝、感謝で手にしておりま

す。活字からも様々なことが吸収できて元気な様子を印刷物の中に感じて私は「元気」を頂いております。 

 

栃木・高村仁幸  ご無沙汰しております。いつも伝笑鳩送付ありがとうございます。 

 

東京・高栄子    伝笑鳩No392号を拝受。ジョークサロン楽しみますよ。 

長野・松原伸伍   世界は動乱気味ですが山野や草花は明るく心を癒してくれる今日此頃です。 

私は5月10 日より5 月28日まで入院しました。抗生物質の点滴とアイスノンのお蔭でほぼ全快しました。 

会員の皆様スタッフの皆様の御健壮と御活躍を心から祈念して御あいさつとします。 

 

梅雨つづき 青空願う 毎日も 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】               

伝笑鳩 

今月の一笑 
 

「だじゃれ」 

納豆食って体大豆にしてください 

昔のことを懐かしがる 

ノスタルジジー 

乗っても何もくれない景品急行 

     神奈川・門口泰宣 
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    しば選 ものは付け  第 257回    
 

  「ファイト一発」と掛け声を掛けたいものは  （提供：リポビタン D） 

                                

                                            

秀逸  ロッテの佐々木朗希・松川虎生のバッテリーに～ファイト一発     

（もう一度完全試合を期待。ノーヒットノーランでもええで）      神奈川 大鳥羽裕太郎    

金笑  結婚式の夜にモジモジしている新郎に～ファイト一発 （赤マムシが味方）    熊本 松野 信夫 

銀笑  日本の希少動物に～ファイト一発  （外来種に負けるな 頑張れニッポン）   静岡 野末 紳二      

銅笑  元気ハツラツ オロナミン Cもよろしく  （提供はライバル社の大塚製薬）   千葉 岡部千代松 

 

小笑 

・いよいよ分娩室に運ばれる妊婦さんへのエールはこれ（ファイト一発）でしょう      埼玉 酒井 典子      

・最下位の日ハムのビックボスへ～ファイト一発  （リトルボスと呼ばれぬように）    神奈川 志賀 明 

 

伝笑鳩関連～ファイト一発 

・コロナ禍で精神的に落ち込んだ人に～（リポビタンより）伝笑鳩でファイト一発      静岡 野末 紳二 

・しば選ものは付に落選の君へ～ファイト一発 （選考は選者の気まぐれサラダ？）    神奈川 志賀 明   

 

高齢者の皆様～ファイト一発 

・歳を考え、ムリ・ムダ・ムラ無くして～ファイト一発  （３ム主義の実践が肝要）     埼玉 北沢 正嗣  

・ファイト一発～近頃は無理して頑張るなよと励ます  （年寄りの冷や水防止）      埼玉 佐藤 重剛 

・ファイト一発～後期高齢者は、元気に楽しく笑って （笑えば後貴幸齢者になれる）  千葉 吉永こ百合  

・ファイト一発～尿意頻発。動機連発の高齢者の皆様 （尿意ドンのスタート）      埼玉 高木 正明 

 

自分への応援～ファイト一発  

・ロコモ予防で老体に鞭打って過酷な運動に励む自分へ （自分で自分を褒めたい）   静岡 野末 紳二 

・コロナで萎えた体と脳と気力へ～ファイト一発  （リポビタンの一気飲み）         埼玉 北沢 正嗣  

・誕生日の朝、目覚めの時 （今迄頑張った自分。これからもファイト一発と決意）      東京 野本 浩一   

 

重なった作品 

・伝笑鳩400号目指してファイト一発 （吉永こ百合）     ・人生100年伝笑鳩500号 （北沢正嗣）      

・伝笑鳩の新規印刷所（阿部博）        ・土屋印刷さん（新規印刷所）の印刷機  （大鳥羽裕太郎）   

・大谷翔平ホームラン一発（阿部博）   ・大谷翔平ファイト一発いやファイト二発三発四発 （佐藤重剛）      

 

  次回の第258回の題  「そうなの！」と驚きの声を出すものは  （提供：東急リバブル） 

         締切日は 7月5日  （梅雨のシーズンですね） 

 

送付先：〒203-0023 東京都東久留米市南沢2-7-6 柴本和夫宛 

PCメール：kazuo.shibamoto@gmail.com   

携帯メール：shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp 

 

 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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鎌倉極楽寺・浜田頓坊 甘辛都々逸ほのぼのランド157 

《「ロシアン・ルーレット」危険な勝負だよなあ》 
◇ロシア人 彼らは約束 その打ち破る そのため約束 すると聞く 
◇米Ｎ誌 ロシア兵士の 死亡の数を 知った国民 どう動く 
◇どこの子か 「早くプーチン 何とかなりや」 いやあ本音だ ご同輩      

《「オードリー・ヘプバーン」の笑顔を世界に》 
◇ローマの休日 何回見たか 若い笑顔は 福の神 
◇落語家の 文珍作かな 「老婆の休日」 聴きたい気もする いずれまた 
◇同じ字で 「老婆」と書いても 中国語では 「Ｌａｏｐｏ」（ラオポ）妻・女房  
◇ドキュメント 「オードリー・ヘプバーン」映画 公開中らしい 思案中 
◇彼女自身は いろいろあって そっと昔の ままもよし（かな） 

先輩の都々逸 破札句（ばれく）二章  （いずれも詠み人知らず） 
◇梅もきらいよ 桜もいやよ ももとももとの 合いががよい 
◇からかさの 骨の数ほど 男はあれど ひろげさせるは 主ひとり 

 

東京・樋口七郎   世の中には似た言葉がいっぱいあります 

ビール／ヒール オトソ／オソト トイレ／トレイ リーブ／リーフ ザトウ／サトウ ミライ／ミイラ 

ハノイ／ハワイ シモキタ／シモネタ ダイコン／サイゴン ワッカナイ／オッカナイ 

稚内（ワッカナイ）は日本の最北端ですが樺太が目の前で、プーチンがにらんでいるのでオッカナイ 

長野・松原伸伍       ほんわか短歌 
若きとき近くに見えた山々が   年取るほどに遠くに見える 
若きとき軽いと見えたミカン箱  年とる程に重く感ずる 
若きときらくらく飲めた水一杯  年取る程に飲むのに苦労 
若きときさびしさなんか何もなし 年とる程に黄昏の日  々             
病院の食事の量は少なくて    おやつも無くていつもガツガツ 

 

石代強 選        おジャレ川柳 

笑いとは気持ちをカエル起爆剤      笑いには苦しみトリサル力あり  

笑うほど免疫力は強くなり        ピチピチよ昔は私今は服 

お茶入れた憎らしいから指入れた     携帯と亭主の操作は指一本 

シニアには声のかからぬ献血車      老いるとは増える薬と減る記憶 

マイナンバーナンマイダーと聞き違え   目薬を指すのになぜか口をあけ 

３時間 待って病名 「加齢です」    妖精と呼ばれた妻が妖怪に 

いい夫婦 今じゃドウデモ イイ夫婦   起きたけど寝るまで特に用も無し 

 

瀧口庸行     ◇子供叱るな（詠み人しらず） 

こども叱るな 来た道だもの  年寄り笑うな  行く道だもの 

来た道行く道二人旅      通り直しのできぬ道 

来た道行く道峠道       山坂越えて人の道 

行かねばなるまい       どっちみち。 

＊人生の機微をこれほど見事に歌い上げた詩は未だ見たことがない。 

東京・稲葉浅治 川柳「立つ」        近頃は立つも座るもドッコイショ  

茶柱が立つまで入れる定年後       長生きも先立つものがないと無理 

腹が立つ昔できたが今出来ぬ       腹が立つなんで戦争をなくならぬ 

愛知・杉浦康司         発汗雑感 

▷「性格陽性は○、陰性は×」との常識は今や昔の如し、 
「陰性なら安心、陽性だとヤバイ」時代は変わった。 

▷筍堀りの救援隊としてきた弟賢治。奥歯が割れて60年ぶりに歯医者で治療。 
これぞ正真正銘の“歯医者復活” 
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門口泰宣            「だじゃれ」 

☆しわよせなら手を抜こう    ☆スマ歩は危険  ☆産休 very much 

☆新婚の妻をポードレ女房と言う   ☆長崎弁をためしてバッテン 

☆四面ソ下の北方領土        ☆俺はそば打ちにかけては麺許皆伝 
 

阿部博          川柳あれこれ 
◎慣れたのにリアルへ戻す上の人      
◎鯉のぼり威勢いいけど風まかせ 

  ◎テロップのないラジオ孫聞き取れず 
  ◎笑点が終わると始まる月曜病             
  ◎竜ちゃんが逝くおでん熱湯くるりんぱ     
  ◎大鵬の名のケーキありウクライナ 

〈三木幸治/ K o j i M I K I @ K o j i M I K I 5から〉ウクライナ西部リビウのカフェで見つけた” Taiho Koki” 

(大鵬幸喜） なるケーキ。なぜこんなところで相撲力士が！ と思ったら、元横綱・大鵬はお父さんが 

ウクライナ人だったんですね。大きな抹茶ケーキでした。 
  ◎神も仏も東郷さんもウクライナ 

 左端は羽田へ向かう環八の弁天橋東詰脇にある

旧穴守稲荷神社の大鳥居。次は伊東市内にある元

温泉宿「東海館」。館内に東郷平八郎の間があ

る。ロシアのバルチック艦隊を撃滅した東郷平八

郎は伊東を愛した。晩年には、リウマチの妻・テ

ツのため別荘もつくってもいる。東海館の水上能

舞台の垂れ幕がウクライナ色に見える。 

 
◎大室山の火口めぐりて蓬（ よもぎ） 餅 
◎伊豆は日のしたたるところ花蜜柑         鷹羽狩行   
◎伊豆は涎（ よだれ） したたたるところ金目鯛   ひろし 
 

冗句大学笑学部 毛減狂寿（高橋揚一）昭和のテレビ（ラジオ）物語：第4話【しろうと寄席】 
毛減先生今晩は。やあ今晩は、元気かね? 
何でも考えかんでも知って、何でもかんでもやってみよう。さて今日は…。 
 

♬恋をしましょう恋をして～ 浮いたー浮いたで暮らし～ましょ…♬ 
「なーんてね…畠山みどり…こんな歌に歌われるような恋がしたかったですね…
…2番の歌詞なんか…そういうこと知ってたら……ねぇ」 
♬昔の人は言いました いやよーいやよもー好きのうち～…♬ 
「私なんか随分損しましたね…いやよいやよも好きのうちってんですから……え
ぇ～っ…ですよね…いやって言われても好きなんですって…ほんとですかねぇ……ほ
んとなんでしょうね、昔の人が言ったんっすから」これだけで演芸場は大爆笑。 
「いやっいやっいやっいやっ…………こんなのはダメでしょうけどね」さらに大爆
笑。 
牧野周一。ラジオ番組『しろうと寄席』の司会も務めた間の天才。徳川夢声に弟子入
りし、サイレント映画の弁士を経て、漫談家に転じている。年齢の割に都会の香りの
するネタが多かった。 
「戦後になってね…横書きの文字は左から右に書かれるようになったでしょ…駅名の 
表示はどうするかってね…山手線の駅長が集まって会議を開いたっていうんですよ
…オレんとこは左書きに改めるとかオレんとこは右書きのままでいい、とか、みん
な喧喧諤諤になっちゃってね……ところが一人だけしょんぼりしてる駅長がいるん
ですよ……オレはどっちでもいいやって………隣に座った駅長が、オマエどうした
んだよって……オレはどっちでもいいんだよ…オレんとこは田端だから」 
♬何が何して何とやら さておしまいは ちょうど時間と～なりまーしたー♬ 
畠山みどりでしめくくり。お後がよろしいようで………。 
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香川・彌永孝一     惚け日記  2022年5月某日 
次男坊とお昼のうどんを食べに出かける。マスクと１０００円札を持って、車を降りる。 
店には10分待ち程度の行列が出来ている。たまたまポケットに手を入れてみるとお札がない。車に置き忘

れたかと、車に戻って座席を調べるが見あたらない。お金を落とすなんて初めてだ。 
うどんを食べ終わってお店の駐車場に戻る時、どこかに落ちていないかと見回すと、あった！！私の車と

隣の車の間の奥に１０００円札が落ちていた。風に飛ばされて、気をつけないと誰にも観られなかったのだ。
日頃、いい行いをしていると、こんな、うれしいことも起こるのだ。神様に感謝です。 
 

青野正宏           2つの意味言葉川柳(人名編)   
・だめ総理つづく安倍菅からきしだ  (カラキシだ から岸田) 
・しんぞうが強くて今もでしゃばるね      (心臓 晋三)  
・しんじろー総理候補といわれても    (進次郎 信じろー) 
・金持ちを自慢してるよあそうだな (あ そうだな 麻生だな) 
・次期総理それはあなたとはやしたて   (林たて 囃し立て)  
・幹事長役目についてもてき来る    (茂木くる モテ期くる)   

正確には「もてぎ」 

・付き合いに暴力団はだめなのだ   (駄目なのだ 駄目な野田) 
・復権の可能性はあまりない      (あまりない 甘利ない)  
・このままじゃ終わらないぞとにかい言う     (二回 二階) 
・都の知事は目立ち狙ってこいけしょう (小池ショウ 濃い化粧)  

 

塩瀬治夫      名句パロディ（名句換笑）  
〇 古池や蛙飛び込む水の音（芭蕉）      ～ 古池は埋め立てられて住宅地 
〇 夏草やつわものどもが夢の跡（芭蕉）    ～ 冬枯れや老いぼれ共が愚痴の山 
〇 柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺（子規）    ～ メシ食えばオナラも出るよ臭いなあ 
〇 これがまあついのすみかか雪五尺（一茶）  ～ これがまあついのすみかか介護部屋 
〇 菜の花や月は東に日は西に（蕪村）     ～ こわい国西に中朝北には露 

 
大鳥羽裕太郎   ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)  「ロシア、模倣ブランド続々！」 
 
(幸)ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアで同国事業を停止した外国ブランドに代わり、国産 

の代替品を生産するロシア企業が相次いでるねんて。米飲料大手コカ・コーラ社のコカ・コーラを模した
のが＜クールコーラ＞、同じくファンタが＜ファンシー＞どっちもオチャコボ社いう「お茶をこぼした」
会社の製品でボトルに大きく前者は＜C＞、後者は＜F＞て 

書いてあるねんて。 

(裕) ロシアは冷血(Coldhearted)無比な侵攻を続けるとともにフェイク(Fake)ニュースばっかし流してるから
＜C＞と＜F＞なんちゃうか。 

(幸) ロシア軍の戦車やトラックに＜Z＞と書いてあんのは「怪傑」ゾロの＜Z＞ちゃうよな。 

(裕) ちゃうけど＜Z＞はアルファベットの一番終わりやさかい、早う問題を解決して軍事進攻終わりにしてー
な。頼んまっせ。 

                 

三浦邦夫       ジージが孫に話す時事解説  
 

最近の戦争は軍隊同士の戦いに加え、国対国の「情報戦争」が加わり、ハイ

ブリッド戦争となってきた。この情報戦争に使われる手法を 見てみよう。 

       

「オシント」 （OSiNT） オープン・ソース・インテリジェンス 

(open source intelligence)で公開情報を活用して情報収集・諜報活動をする。 

「シギント」（SIGiNT）  シグナルズ・インテリジェンス 

（signals intelligence）で通信、電磁波、信号等を、傍受して諜報活動をする。 

「ジョキント」（JOKINT） ジョーキング・インテリジェンス 

Joking Intelligence）ジョークを発信し、笑って平和を実現する。  
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芝崎満夫 笑いの笑解(紹介)    42．海外出張時の思い出篇 ： シンガポールの『スコール』 
雨の季節になると、思い出すのがシンガポールでの『スコール』。突然空が暗くなり、アッという間に土

砂降りとなり、道路には側溝から水があふれ出て、川となる。初めて、『スコール』に遭遇した瞬間。ホテ
ルに一日缶詰めかと思ったら、ホテルマンからすぐに晴れるよと、声をかけてくれた。待機していると、小
一時間もしないうちに雨が止み、青空に、道路も元通りの状態に戻る。日本の「夕立」「俄雨」の感じだけ
ど、『スコール』の方が雨量と降る時間が長い印象を受ける。洪水とか避難することなく、ほとんど被害の
ない降雨だ。 
『スコール』という言葉、どこかで聞いた事があり調べてみると、乳酸炭酸水の名前だった。『スコール』

はデンマーク語で『スコール』は「乾杯」の掛け声の意で、それから名付けたものだった。よく見つけたも
のだ。さわやかな雨で飲み物を連想させ乾杯することはピッタリかもしれない。ただ、日本での発音は同じ
でも、スペルは異なり、他国では微妙に発音に変化、使い分けているのではと思う。雨の『スコール』はSQUALL、
デンマーク語の『スコール』はSKAAL。日本ならではの言葉のつながりも面白いと思った。 
日本は、これからのシーズンは最近「多雨量と特定地域に集中する『ゲリラ豪雨』」が多い傾向あり気に

なる季節が来るので心配だ。せめて『スコール』程度であれば、雨への恐怖心が無くなり、ホットする安堵
感につながるのになぁと毎年この季節となるとつくづく思う。 

笑いのポイント（笑点） 

（１）SQUALL 
ス： （ス）ごい雨が急に降ってくる 
コ-： （コー）水になるかと思うぐらいの多量の雨でどうなるかと思ったが、 
ル： （ル）－ムに戻り、待機していると、あっという間に青空に。なんとも不思議な雨だ。 

（２）SKAAL！！ 
ス： 素（ス）敵なことがあれば、スコール（乾杯）！！と 
コ-： （コー）ルしあって、 
ル： （ル）ンルン気分になって、仲間たちと喜びを分かち合いたい。 

    

平井幸雄（ひらいたかお）    三畳字（品字様・同じ漢字が三つの漢字） 

前々回は「畳語じょうご」、前回は「畳じょう文ぶん」を紹介しました。今回は「畳」シリーズの最終

回で、「三畳さんじょう字じ」です。３つの同じ漢字から構成される漢字です。 

３つの同じ漢字から構成される漢字の中で最も馴染み深い字は「口」が３つの「品」です。 
このことから、日本ではこの種の漢字は「品ひん字じ様よう」と呼ばれていますが、漢字の生まれた中
国では「三叠字」と呼ばれているようです。「叠」は、日本の漢字の「畳」の異体字で、畳む、積み重
ねる、重複するなどの意味があります。そこで、私が勝手に「三畳さんじょう字じ」と名付けました。 
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高木正明  コミックどどいつ瓦版 No.375《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》 
マスクいつまで 付けなきゃならぬ 迷う政府や 専門家  
ウイズコロナは 甘いとチャイナ ロックアウトだ 習近平  
ロックアウトが 目茶苦茶過ぎて 外出禁止の 上海市  
ワクチン打たずに ミサイル打って 感染爆発 北の国  
食料・ワクチン 不足がなんだ 軍事パレード 大優先  
嘘を盛り込む 統計数字 噓吐き総理も いる世相   
情けないかな 政治に私欲 衆院議長の 欲の皮  
たった百万 文句の細田（衆院議長）ずれた金銭感覚氏  
議員時代の 特権甘え 違犯で逮捕の 元議員  
リニア工事で 陥没したり ジグザグ揉めてる 難工事     
降って湧いたか 高額給付 カジノ遊びを させる町  
自粛々々で 蓄え減って 底をついても 支援なし  
エネルギーから駄菓子も値上げ あれもこれもにプーチン禍  
ナチスドイツを 真似したような 鬼のプーチン 侵略戦  
人道支援を ロシアがやれば プーチン死導の 地獄道  
馬鹿な戦争 愚かと嗤う 世界にはびこる 感染症  
 

佐藤俊一            つぶやき都々逸 
・四角いスイカもある世の中よあんたの誠実（ まこと） もきっとある 

◎ お題「端午の節句」 
  ・気まぐれな風になびいて胸おどらせる五月のコイはうわの空 
  ・うちの亭主はどこぞのコイにのぼせあがって別の空 
  ・さつき晴れ一点の雲もなき青空についた嘘までさっきばれ  バレたか。(;̂ _^A 

◎ お題「母」 
  ・呆け進み施設の母はコロナもロシアも無縁にぼんやり穏やかに 
 ・母老いて記憶の住人消えゆくなかでからくも残る我はまだ 

コロナ禍で施設に面会に行くのも制限が厳しいなか、まだ記憶から消えていないことを 
知ってほっと致します。(;̂ _^A 

 ・こうしてこうすりゃこう（ 孝） なるものと知ったときには親はなし 
◎ お題「旅」 

・旅先で土地の土産をあれこれ買って皆に配るの日本だけ  
旅土産をご近所に買うのは、じつは日本人ならではの習慣なんだそうですよ 

 ・遠くふとんを離して眠るイビキ回避の男旅 
 こいといわれて行く手はけわしあいたい思いはやまやまよ 
 あいにこいあいたい思いはやまやまなれどこいの行く手にゃうその川 
◇ 笑い上戸よ菓子屋の娘見るもの聞くものおかしィや～ 

 

こじままじこ（小島裕子）      回文   「三文字回文」  
先日、思わず笑ってしまったのは「五期ぶりのマイナス成長」が「ゴキブリのマイナス成長」に聞こえたと

いう話でした。確かに「五期ぶり」と「ゴキブリ」は発音が一緒。こういう聞き違いを集めてみるのも面白そ
うです。今回は更に短い「三文字回文」です。 

 

アジア スイス アクア アリア サルサ ルール  たばた(田端) きんき(近畿) いしい(石井)  

いまい(今井) にたに(二谷) まやま(真山)    みかみ(三上) みなみ(三波) みなみ(南) こまこ(駒子) 

さかさ(逆さ) しかし もしも かすか とんと いがい(意外)【意外や意外】 きさき(妃) かじか(鰍)  

きづき(気づき) きげき(喜劇) しんし(紳士) しんし(真摯) かんか(感化) かんか(看過) かいか(開花) 

じんじ(人事) きせき(奇跡・軌跡) ごうご(豪語) だいだ(代打) こめこ(米粉) くらく(苦楽) くにく(苦肉) 

かそか(過疎化) こねこ(仔猫) いあい(居合) いこい(憩い) いえい(遺影) きてき(汽笛)   くかく(区画) 

くがく(苦学) くじく(挫く) こばこ(小箱) さのさ【歌】さらさ(更紗) じいじ ばあば じくじ(忸怩)  

しるし(印) だいだ(代打) たばた(田畑) てあて(手当) てだて(手立て) とまと なずな なばな(菜花)  

はとは(ハト派) ふうふ(夫婦) みこみ(見込み) みすみ(三角) めざめ(目覚め) やおや ゆずゆ(ゆず湯) 

かしか(可視化) きくき(聞く気) きびき(忌引き) このこ(この子) りんり(倫理) ろくろ 
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吉永こ百合（尾垣聡子）  はめ字  「夏場所」   「若葉色」 

  

      

 

 

 
桑原妙子       妙子のワンダフルワールド  ４コマ漫画  

タオルケット（ももたろう）         網戸（ばあばあ） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
片岡隆      ★国際情勢編       ☆テレビで知ったことの受け売り 

★おそろしや 核ミサイルを ちらつかす 北の将軍 まねっこなしよ（狂歌） 

★どうだ速いぜ 落とせはせぬぞ 高いとこから ドッカーンだ（都々逸）       

★アテネ・スパルタ 源氏と平家 領土争い 天下取り（都々逸） 

 ☆大昔、カテリーナ・ヴァレンテやザ・ピーナッツが流行らせた「情熱の花」は、何と、 

 ☆ＢＥＥＴＨＨＯＶＥＮの「エリーゼのために」が原曲だったのだ！知らなかった。 

   ということで、これをいじると・・・ 

「ジョー・ネッツの鼻」  歌 ザピー・ナツ  原作者  ビート・ホーベン 

  （鼻がでかいのだ）    （本名 夏 雑費）     （オぺン・ホウセみたい） 

 柴本 和夫  言葉の研究     ウクライナへの愛ｖｓロシアへの非難  

・日本は～冷やし中華始めました。 プーチンは～ウクライナ戦争始めました 
・ドクターXは～手術以外、いたしません プーチンは～戦争以外、いたしません 

 ・大幸薬品の抗議～｢正露丸｣を、｢征露丸｣と表示変更してウクライナに援助 
    ・プーチンの友人のはず（？）の安部元首相に、停戦の伝言を託す日本国民。 

   友達なら♪そこのところ♪うまく伝えて  （ウラジミールへの伝言） 

★ダジャレ系 
 ・３D技術が、驚異的でワンダーな世界と賞賛する黒人歌手とは  ３D（スリーディ）ワンダー 

    ・認め印が行方不明～やっと見つけたシャチハタに発した一言とは   ここに～シャチあり 
・コロナ対策のマスクの有効性に異論を唱える世界一の富豪とは    イーロン（異論）マスク 
・車の必需品は、｢どら猫｣と聞こえた～｢ドラレコ｣だった。 
・国会は～審議なき戦い 国技館は～神技なき戦い（大関の成績がひどい） 
・世の中、愛（アイ）だけじゃない～｢ウエオ｣も宜しく 
   シニアの皆さん、坂本九のように｢ウエオ｣向いて歩こう  
・美味しいものを食べると、口には口福、人生には幸福が訪れる 
 

美味しいものを食べて、洒落たジョークを飛ばせば、口福になれる。おおいに笑おう～ジョークサロンで  
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曽田 英夫           狂 歌 Ｎ Ｅ Ｗ 門 

● さらに頑張る 精一杯に   
支援受け ウクライナ軍 攻勢へ    さらに頑張る 精一杯に 
ホームラン 100号越えた 二刀流   さらに頑張る 精一杯に  
宇良関は 宙に浮きつつ 勝ち拾う   さらに頑張る 精一杯に 

● 気分が散るが 集中しよう 
大金を 誤送金して 大慌て      気分が散るが 集中しよう 
コロナ禍に 緩和ばかりを マスコミは 気分が散るが 集中しよう  
北の国 核実験に ミサイルも     気分が散るが 集中しよう 

● 明るく笑い 明日も楽しく 
新聞で 楽しみなのは 漫画だけ    明るく笑い 明日も楽しく 
近隣の オヤジと会って 会話する   明るく笑い 明日も楽しく      
ラジオから わが川柳が 大賞に    明るく笑い 明日も楽しく  

小宮三千夫      あいだみつをの ちょっとはずかしい ｢にんげんだもの｣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野本 浩一 お写落日記 【八十の壁をしっかり越えるため 指南書買ってまだまだ死なん】 

 

5月20日（金）のテレ朝「羽鳥慎一モーニングショー」は現在売り上げ急
増本「80歳の壁」（和田秀樹著、幻冬舎新書650）の特集だった。古希＋8ヶ
月の小生にはあと9年余り先にそびえる壁である。あっという間に読み終えた
けど、「80歳超えたらどう生きるのがいいか、どんな心持ちで生きていくと
いいか」ということが書かれている本でしたね。 
和田先生は80歳を超えた高齢者の方は「幸齢者」と呼びましょう、と提案

している。この言葉は、いいね、いい洒落だと思った。小生にとっては「幸齢
者」になるために70歳台をどう乗り切るかがこれからの課題である。まあ、
「何とかなるさ」と思っていきましょう。「80歳の壁」には、幸齢者が人生
を楽しむための「50音カルタ」がありました。ということで、参考にすべき
「のもとこういち」カルタを抜き出してみた。 
 

の  脳トレよりも、楽しいことが脳にはいい 
も  もっと光を。脳は光でご機嫌になる 
と  闘病より共病。「在宅看取り」の選択もあり 
こ  孤独は寂しいことではない。気楽な時間を楽しもう 
う  運動は体がきつくない程度に 
い  イライラしたら深呼吸。水や美味しいものも効果的     
ち  ちょっとずつこまめにやるのがちょうどいい 

八十になる迄古希から生き続け 無事に超えたい八十の壁 

あと九年笑って元気に生き抜いて しっかり見たい八十の壁 

よくわからないけれど 
あなたとアナタの使い分けの意味 
誰か教えてください    みちお  

使うとき狭い部屋も 
掃除のときは 
広くなる     みつを 

たくさん 
涙が 
出る人は 
心が枯れない   みつを 

使うとき広い部屋も 
掃除をしないので 
狭くなる       みちお 

たくさん 
配当金が 
出る人は 
ふところが枯れない  みちお 

あなたの主人公は 
アナタなんだよなあ   みつを 
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次回以降の予定  千代田スポーツセンターでの開催を予定します。同時にZOOMもあるかも。 

2022年 7月27日（水）14：00～  千代田スポーツセンター7階第2集会室（＋ ZOOM？） 
2022年 8月24日（水）14：00～   千代田スポーツセンター 予定 （＋ ZOOM？） 
2022年 9月28日（水）14：00～  千代田スポーツセンター 予定 （＋ ZOOM？） 
 ＊千代田スポーツセンター 千代田区内神田2-1-8 Tel 03-3256-8444 
 ＊変集鳥 野本浩一    携帯090-5811-8443  

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2022年5月15日～6月12日 

切手（郵送分）： 石代強 

カンパ：松山カオリ、浜田頓坊、桑原妙子 
郵送希望の方は 下記 野本宛、84円切手15枚（一年分）を送付下さい。 

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（am9～pm9） E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp 
現金カンパも受付中 ￥ 振り込み先：みずほ総合口座（みずほ銀行）東京営業部 

         店番号 ００１ 普通預金口座 ２３５９３２２  柴本和夫 まで 

新ホームページのＵＲＬ： www.newjokesalon.com/  旧ホームページ：  www.jokesalon.com/  

 新ホームページでは例会作品、サロンメンバーの作品を楽しむことができますよ。 

伝笑鳩 No.393 発行 2022.6.22                 変集鳥・・・野本浩一 

変集協力：笑品快発同人＆投稿参加同人・読者 

青野正宏・阿部博・大鳥羽裕太郎・尾垣聡子・片岡隆・香野好勇・桑原妙子・小島裕子・小宮三千夫・佐藤重剛 

佐藤忠恕・芝崎満夫・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・高橋揚一・野本浩一・平井幸雄・三浦邦夫・森昤二 
門口泰宣・彌永孝一・杉浦康司・稲葉浅治・浜田頓坊・樋口七郎・松原伸伍 

マスコットカット：天野秀雄  カット：曽田英夫   

ホームページ：河井康博、波木博信、野本浩一  ツイッター：野本浩一  発行：ジョークサロン 

2022年5月25日 14:00～16：20  ZOOOOOOOOOOOM参加20名  ＺＯＯＭ画面   
高橋揚一  ・  野本浩一   ・  三浦邦夫  ・  柴本和夫  ・   阿部 博 
曽田英夫  ・  平井幸雄   ・   片岡隆  ・ 小宮三千夫 ・吉永こ百合（尾垣聡子） 
大鳥羽裕太郎 ・ 杉浦康司（愛知県）・ 青野正宏 ・  桑原妙子  ・ 彌永孝一（香川県）         
こじままじこ（小島祐子）・芝崎満夫・佐藤重剛（シュガー）・伊藤剛寛・門口泰宣（ビデオ不調）  
＊5月は読売新聞編集委員の伊藤剛寛氏にお顔出しをお願い致しました。 
ジョークサロンメンバー各自が楽しんでいる言葉遊びについて、披露させて頂きました。 
伊藤編集委員は読売新聞朝刊に「言の葉巡り」を執筆しており、いろんなジャンルの言葉巡り 
に精通しています。 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.newjokesalon.com/
http://www.jokesalon.com/

