
- 1 - 

 

＊＊２０２２年１０月 No.３９６＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

            
＊コロナにもめげす飛んでる伝笑鳩 目指せ400あと4回＊ 

伝笑鳩 400号までいよいよ最後のカウン

トダウンに入りました。 

 サロンに集い、笑品を寄せる同人も増

えて変集は少々大変です。 

 

東京～岐阜：目黒の亀サンマ（亀山光昭）  ジョークの種が尽きない今日この頃 
有る人気役者が下ネタ事件で CMから悉く外された・・・ 
●●は金鳥●●で 「ムエン（無煙）ダー」 から 
●●は 全てのCMとはもう 「ムエン（無縁）だー」 へ 

被害女性からは  この侮辱の借りは「千倍返しでっすっ！！！」などなど 
岐阜へ行くと スポーツ新聞記事の見出しの主語がすべて「ドラゴンズ」になり必死に 
最下位からの脱出を図りたい・・・  

 

東京・高橋通男  御無沙汰しております。毎月「伝笑鳩」送付ありがとうございます！ 
寝冷えで体調を崩し返信が、遅くなり申し訳ありません。（歳です！） 
5月で「古希」になりました。前期高齢者です！（笑）落ち着きましたら、千代田スポーツセンタ

ー開催に参加したいと思っております。はなの舞も！（笑）切手「2シート」ご利用くださいませ！ 
 

東京・高栄子    ちょっとショックなことが起こりました。 

千葉県在住の友人がこのたびコロナに感染療養していたというのです。･･･8 月 27 日で日本国内

のコロナ感染者は1839万人。日本人の7人に一人くらいは感染しているということでしょうか（？） 

 

佐藤シュガー（佐藤重剛）  かわやなぎ披露 （疲労？）老人ホーム在住者 版 

 

老ホでは朝昼晩と風呂三度         ラジ体のテンポも合わず老集団 
コロナ禍で出不精ばかりでデブ症に     前住地行って見たいがコロナ邪魔 
海超えて行って見たいな余所（よそ）の国  Zoom会逢った時よりハンサムだ  
我と来て語ろう老ホの元官僚        やれ打つなそこは傷だよ肩たたき 
腰曲げて杖も新し元美人          ひざ痛で階段続く我が御殿 
誰が言う去年のわしなぞわしゃ知らん！   今日もまたシルバー大学寝てばかり （与寝者） 

愛知・杉浦康司         発汗雑感 

▼梅雨が明けたと思ったら猛暑襲来。他方電気代アップで要節電。かくなる上は「ア
メニモ夏ノアツサニモ負ケナイ」扇子で涼風を送るしかない。 
▽中部空港にピアノが置いてあった。TVの「駅ピアノ」を時々観るが『もしもピア
ノが弾けたなら』の西田敏行の気分で鍵盤に向かってみた。 

  

東京・樋口七郎   世の中には似た言葉がいっぱいあります 
ポスト／ポトフ  アナゴ／アタゴ カラス／ガラス   ソンタク／センタク  
バレル／バレン  ヒット／ピット サラリー／サラリン ホンサイ／ボンサイ 
本妻（ホンサイ）が盆栽（ボンサイ）の栽培で年収1000万円かせいだ。 

 

秋風が 吹けば心も 落ち着いて ジョークサロンで おおいに笑おう 【快鳥 曽田英夫】 

伝笑鳩 

今月の一笑 
 

面白スペイン語講座 

カラマレス (calamares) イカ、プルポ 

(pulpo) タコ、ガンバ (gamba) エビ 

*イカ、タコ、エビ。一度に覚える方法 

「烏賊に絡まれて蛸プルポ、横でエビが 

ガンバガンバ」 

  埼玉・こじままじこ（小島裕子） 
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    しば選 ものは付け  第 260回    

「想定外と思うものは」   （提供：言い訳の達人） 

 

 

秀逸    伝笑鳩を刷ってくれる素晴らしい印刷屋さんとの出会い         神奈川 大鳥羽 裕太郎    

（印刷費値上げの非常時事態に遭遇。新しい印刷屋との出会いができました）                   

金笑 伝笑鳩に国民栄誉賞  （編集鳥をはじめ、みんなが、ちむどんどんしてます）  神奈川 志賀 明 

銀笑 球団殿堂入りは、実は想定内だったとイチロー（内緒の話だけど、ゴメンね）   埼玉  佐藤 重剛 

銅笑 銀座のお店って、静かにしてなきゃいけないんだ （土下座謝罪の香川照之） 千葉  吉永 こ百合 

  

政治関連 

・安倍元首相の国葬決定～想定外の国民の反対にたじろぐ             志賀明 ＆ 吉永こ百合 

・政教は分離の筈が、ベッタリ感     （高湿度のベッタリと同じ不快感）        埼玉 高木 正明 

・あの国会議員も教団と関係あるとは！ （意外であり論外であり想定外）        神奈川 藤倉由紀子 

大谷の活躍 

・ベーブ・ルース以来の今年の投打にわたる大谷の大活躍 （大谷さんキュンです）神奈川 大鳥羽裕太郎  

・大谷の大活躍を台無しにするエンゼルスのチーム力 （こまっちゃうな。凡打の嵐） 神奈川  藤倉由紀子 

コロナ禍 

・コロナ禍が３年にも及んでいることは想定外   （コロナ禍の上にも３年）       神奈川 山中 静代 

・ワクチン４回目接種公表後、程なく感染   （政府の接種促進PRに疑問）      神奈川 加畑 高治 

   ジョークサロン  

・ものは付けに上位入賞することは想定外  （選者の感性の気まぐれは想定外）   神奈川 山中 静代 

・百歳になっても、ジョークサロンを続けていること  （あと 30年頑張る）        東京  野本 浩一 

人生を振り返る 

・お互い想定外の結婚も、無事に迎えた金婚式 （ハプニング婚も今は昔の物語）    埼玉 酒井 典子 

・上り坂も下り坂も越して来た。ここに来て「まさか」とは  （山あり谷あり、まさかあり）   埼玉 北沢 正嗣 

・86歳まで生きてきたこと    （昭和11年産まれは、まだ人生の 八合目です）   東京 稲葉 浅治   

  

 次回の第261回の題  「やればできると思うものは」  （提供：ティモンデイ：高岸 写真右） 

   締切日は 10月5日  （ものは付けはやればできる） 

 

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 

 

塩 瀬 治 夫           名句のパロディ    その4 

 

山路来て何やらゆかしすみれ草 （芭蕉）    ～ 渋谷来て人の多さにびっくりだ 

むざんやなかぶとの下のきりぎりす （芭蕉）  ～ むざんやなミサイル戦火ウクライナ 

五月雨や大河を前に家二軒 （蕪村）      ～ 線状帯小川も大河水びたし 

去年よりまたさびしいぞ秋の暮 （蕪村）    ～ 去年よりまたさびしいぞ友が逝く 

ともかくもあなたまかせの年の暮 （一茶）   ～ ともかくも成行きまかせの我が余生 

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160  

《「ロボット」だって 速いだけじゃない時代》 

◇大学で 蛸（たこ）のロボット 研究してる 未来志向で 面白い（らしい） 

◇ゆっくりと 動く蛸式 動きはきっと 未知の分野を 開く技 

◇のろのろと 蛸の芸だよ 動きの技術 おかしな運動 そこがミソ 

《今日より若い日は 二度と来ないんだよね》 

◇永久に 今日より若い日 巡ってこない 覚悟している 忘れてた？                

◇文学が 判る解るで 表現の意思 少し違うか さあてさて 

◇さあてさて 輿論・世論は 公的意見 世間の空気と その違い？ 

◇その昔 「世論で政治が 間違うことも 時にあるか」と ある総理 

◇そうだなあ タメ口（くち）・ずッ友 ヨッ友だけじゃ 世間狭める ことはありか？ 

◇戦後77（年） 不戦の誓い 世界の平和を 祈る夏 

先輩たちの読んだ心意気 

◆あたまごなしに 冷やかされても 赤い心で いる西瓜 

◆白だ黒だと 喧嘩はおよし 白という字も 墨で書く  （詠み人知らず） 

 

東京・稲葉浅治      川柳 「道」     ときどきは寄り道をする赤い糸 

二人して歩いた道を今日ひとり       二人だから歩き通せたいばら道 

神様の選んだ道で迷ってる         逃げ道を常に考え議員さん 

 

長野・松原伸伍             ほんわか短歌 

こりもせずあかりを消さずトイレ出る自動制御のあかりに代える 

こりもせず御飯食べつつ話しするせきこみ激し誤飲でむせる 

こりもせず歩けないのにむりをして足腰痛しハリに行く 

こりもせず無理やり食べたその後はおなか苦しく気持ちおちこむ 

こりもせず早めしぐせがなおらない家で食まずに外食の時 

こりもせず食べれないのに作りすぎ残すのいやでむりやり食べる 

こりもせず体にいいと水飲んで夜中にしげくトイレに通う 

こりもせず料理のために食材をつい買いすぎて期限が切れる 

こりもせず賞品つきのパズルして時を忘れて首肩のこり 

 

小泉博昭   外国出張はつらいよ（思い出の輸出ビジネス） 【中近東及びアフリカ編  その2】 

「Turkey」 

 ＊“”チュルキエチョクグゼール(トルコは美しい)“”を連発正統派トルコ風呂に 
入りました。屈強な男のマッサージ師が  身体を癒やしてくれました、 
と言うより壊してくれました。 

「Yemen」 
 ＊Yemen が南北に分かれていた頃、南Yemen の後ろ盾は Iran とRussia で貧困の
極みであった。北 Yemen は親 Saudi Arabia で多少豊かであった(Saudi が出稼ぎを
受け入れていたお陰で)。その北Yemenの首都サヌアの空港に降りたって、タラップを
降りると、そこは土漠のど真ん中、10 分ほど歩くとバラック小屋に到着、PassPort 
Control と(放っといてある)Baggage を受け取り、牧場の木の柵のような出口を出ると迎えが来ていた。 
「Bahrain」 
 ＊1ヶ月の中東巡回の後中東のOASISと言われたBahrainに一泊。立ち寄り 
Hiltonの日本料理屋で、久し振りのカツ丼、カレーライス、豚骨ラーメン、寿司、 
Cola、キリンBeer必死で飲食した。折角1ヶ月で5Kg痩せたのに、 
一瞬で4Kg肥ってしまった。 
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こじままじこ（小島裕子）     面白スペイン語教室 

今回は回文を離れ、ジョークサロン的アカデミックな企画、「面白スペイン語教室」です。スペ

イン語の中には日本人ならではの、いつの間にか覚えてしまう言葉があれこれあります。 

【いつの間にか知っていたスペイン語】 

シェリー酒・ティオペペ (tio Pepe) ペペ叔父さん 

ロスプリモス (los primos) 従兄たち 

カサブランカ (casa blanca) 白い家 *casaは傘ではなく家。 

【すぐに覚えられちゃうスペイン語】 

アホ (ajo) ニンニク 

バカ (vaca) 牛肉 

カバ (cava) 発泡ワイン、酒蔵 

オラ (hola) やあ、こんにちは  *日本では二度続けて言わないように 

タベルナ (taberna) 居酒屋、食堂  *食堂が食べるなとは、これ如何に 

タント (tanto) たくさん 

【これは便利だ使えるぞ】 

バール(居酒屋)で「もう一杯！」＝ 「Dame otra」(ダメ、大トラ) 

 飲み過ぎには注意しましょう。大トラになってはだめです。 

 

吉永こ百合（尾垣聡子）     はめ字 「かきごおり」「あさがおの」  

 

 

 

 

 

 

 
桑原妙子       妙子のワンダフルワールド  ４コマ漫画  

 高這い（たかばい）（ももたろう・レモンママ）            犯人は？（ばあばあ） 

 

  

 
彌永孝一      8月20日  夜はちょっぴり涼しくなってきました。 
 
毎日、高校野球の熱戦をTV観戦しています。 
私は普段は絶対に野球（プロ野球）は観ませんが、今年の高校野球は、格別です。 
8月24日、ズームミーチング 観るだけ参加させてください。 
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こうの好太（香野好勇）    好太川柳    フォト川柳 ウィズコロナ波は一旦収まるか 

共白髪ヨタフラ天使一年生      

NPT被害者日本核となれ 

安倍国葬先ずは諫めてお弔い    

ロ中北見てるぞ人類平和主義 

正常化告げる傍から新生物     

人類の愚かさ笑うコロナ連 

日本だけマスクがんばり最悪化    

暑いなあマスク外して素で生きる 

崖崩れ線上豪雨肝冷やす      
 
           

高橋揚一・冗句大学笑学部 毛減狂寿 昭和のテレビ物語：第6話【お笑いタッグマッチ】  

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…。 
1959年から1967年まで金曜日の昼12時15分から30分間、フジテレビから『お笑い 
タッグマッチ』が放映されていた。 
司会の春風亭柳昇のトロンボーンの演奏に始まり、当時の若手真打落語家6人が座った。 
ほかにゲストの歌手が2名出演し、歌を披露して歌詞の中から3つの語句を選んでもら 
い、それを中に入れて紅白それぞれ3人で小話を作ってリレーしていく展開。 
司会の春風亭柳昇は前回の牧野周一とは違った風情の間の天才。 
「わたくしは春風亭柳昇と申しまして、大きなことを言うようですが、今や春風亭柳昇 
と言えば、我が国では……わたし一人でございます…」高座ではこの口上に始まる。 

「おい与太郎、お前も良い年なんだから、ちっとはましなことをひとつでもやってごらん 
よ…俳句なんかどうだい」「じゃあ朝顔」「いいねえ朝顔かい」「朝顔を洗うは年に二～ 
三回」「そんなんじゃどうしょもないね…初雪や二の字二の字の下駄の跡」「ならおいら 
は…初雪や大坊主小坊主おぶさって転んで頭の足跡一本歯の下駄の跡」 
昭和の頃には「柳昇ギャルズ」と称される女子大生の親衛隊に取り巻かれる人気。 
桂歌丸は二つ目だった春風亭柳昇の落語を聞いて自分も落語家になろうと決心した。 

『お笑いタッグマッチ』といえば、スポンサー丸美屋食品の「のりたま」のCM。初代は 
桂小金治。「のりたま」に続いて「牛肉すきやきふりかけ」のCMも。師匠桂小文治の公 
認で松竹、東宝、日活の映画出演やNHKテレビ『ポンポン大将』主演やフジテレビ『日 
清オリンピックショウ地上最大のクイズ』、テレビ朝日『桂小金治アフタヌーンショー』の 

 司会などを担当し、真打に昇進することなく俳優やタレントとして活躍する毎日だった。 

 

 

門口泰宣             ＜人生いろいろ＞ 

 
１）人生えろえろ   えろえろな酒を男はなまって飲む 
２）人生おろおろ   オレオレの電話に動揺し大金を払ってしまう 
３）人生きょろきょろ 大安の結婚式場で目移りする花婿 
４）人生けろけろ   失敗してもケロットしている人 
５）人生ジロジロ   ボインのご婦人は確実に豊乳類である 
６）人生そろそろ   「お迎えが近いですね」「小便が近いだけだ」 
７）人生ひょろひょろ 背ばかり伸びて、何かに心をモヤシなさい 
８）人生べろんべろん 「又、二日酔いですか」「ふつつかながら」 
９）人生めろめろ   孫に甘いジジババ 
10）人生うろうろ   転職五回、遂に天職にありつけなかった 
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平井幸雄（ひらいたかお）    傘寿（さんじゅ・八十寿） 
９月１０日に８０歳・傘寿となる。８０歳の壁を越え、八十路を歩き出す。 
「傘」という字は略字にすると「仐」（ひとがしらに漢数字の十）と書き、縦書きで八
十と読めます。このことから、傘寿は八十寿（やそじゅ）ともいわれ「80歳」のお祝い
といわれるようになりました。開いた傘の様子が、末広がりに広がっていて縁起がよ
い。「壽・寿」は、長生きする、いのち、祝いの意味。 
そこで、ヒライ流に紙面で傘寿を祝ってみました。傘寿や寿・壽の創作漢字を並べてみ
ました。つぎの米寿、その次の九月十日の「卆寿」を目指して・・・ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
青野正宏     汚れちまった教団に ∞ 汚れちまった悲しみに 中原中也 
 
汚れちまった教団に   汚れっちまった悲しみに 
今日も非難が降りかかる   今日も小雪の降りかかる 
汚れちまった教団に   汚れっちまった悲しみに 
今日も嵐が吹きすぎる   今日も風さえ吹きすぎる 

 
汚れちまった教団は   汚れっちまった悲しみは 
たとえば狐の化けの皮   たとえば狐の革裘（かわごろも） 
関係しちゃった政治家は   汚れっちまった悲しみは 
批判がかかってちぢこまる     小雪のかかってちぢこまる 

 
入信しちゃった会員は   汚れっちまった悲しみは 
なにのぞむことかなうなく  なにのぞむなくねがうなく 
献金しちゃった会員は   汚れっちまった悲しみは 
破産のうちに死を夢(ゆめ)む  倦怠のうちに死を夢む 

 
献金しちゃった悲しみに   汚れっちまった悲しみに 
いたいたしくも怖気（おじけ）づき いたいたしくも怖気づき 
献金しちゃった悲しみに   汚れっちまった悲しみに 
なすところもなく日は暮れる……  なすところもなく日は暮れる…… 

 
三浦邦夫         ジージが孫に話す時事解説  
 

トランプ前大統領が国家機密文書を別荘に隠したとのことでFBI が捜査している。彼が本当に 

国家機密としてでも隠したかった物はなんだろうか？ 

それは過去2回おこなった日本の安倍首相とのゴルフのスコア・カードだと判明した。 

ベストスコア６４といわれる彼が国家機密にしなければならないほどの情報とはなんだろうか？ 

それはトランプが大統領選挙のために開発させていた投票数集計システムであったらしい。 

このシステムは相手の票数を二分の一、自分の票数を倍にするシステムで全国の集計機に導入さ 

せることをもくろんでいた。 

今回そのテストのため、晋三とのゴルフに使用してみた。 

その結果；トランプのストローク数が２倍、晋三のは半分となり、完敗した。 

このためこれらすべて「国家機密」としたらしい。 
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高木正明  コミックどどいつ瓦版 No.378《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》 
 
稲や果実や 家屋も被害 台風惨禍の 西東   
急かぬ国葬 優先的に 閣議決定 その他ボツ  
コロナや物価を ほったらかして 岸田の頭は アベ国葬  
国葬反対 津々浦々に モリ・カケ・桜の 曖昧化   
例え国葬 告訴をしても 忖度裁きで 葬られ  
さっぱり聞かない 庶民の声を 萎えてしまった 聞く力  
人の不幸に 付け込む邪教 霊感商法 壺を売る  
世界平和の 為だと語り 信者脅して 搾り取る  
票になるなら 節操なしに 政教分離も なんのその  
コロナ治療が 逼迫しても 自宅療養 自助任せ  
医療崩壊 それ見たことか それでも政府は 重い腰  
早く作って ワクチン入りの 酒やジュースや お菓子類  
恥の発想 邪魔なら排除 緑の財産 斬る都知事  
むなしく聞こえる 不戦の誓い 戦禍絶えない 世界地図   

 
佐藤俊一   つぶやき都々逸 k i t a m i - y o s u k e @ 1 0 4 1 s a t o #ほぼ日刊都々逸 
 
⽗が逝きわたしを置いてと泣いてた⺟も9年後のきょうひそと逝く（ 2022年6⽉23⽇9時21分） 
▼酒飲みの⼤義名分 
どの酒が好き？いまさら聞くな⼈さまの酒に決まってら 

−ギリシャの樽のなかの哲⼈ディオゲネス 
失楽園は⾷べたからだぜ飲んでりゃずっと天国さ 

−アダムとイブの楽園追放の⼤叙事詩を描いたジョン・ミルトン 
▼⼭の⽇   不死の⼭登る勇気を⾒習いたいねついラクをする中⾼年 

 ついらくの恐怖伴う夏⼭登⼭ついラクするなら家が良い 
▼お題「お盆」 

お盆にはほとけ様さえ戻るというにきみの⼼はほどけぬか 
 なあおまえほとけ様さえお盆にゃもどるほとけ⼼でもどらぬか 
 お盆によう出る幽霊うたうユーレイユーレイユーレイヒー♪ 
 夏の恋⼀⽬ぼれしたひとつ⽬⼩僧みつめるだけの三つ⽬⼩僧  ＊ひざの⼩僧が笑ってる 
 盆休み化粧落として振り向く顔がのっぺらぼうに⾒えた夜 

＊ 化粧という⾔葉は” 化⽣のもの” から出たそうで。 
 墓参り彼岸のほとけに⼿を合わせたら此岸のほとけとお⼿合わせ 
 甲⼦園夏の熱闘球児が去れば炎暑残るも秋ざんしょ 
 あついうちこそゆかいな仲もあきがきてみりゃじきふゆかい 

  
阿部博  笑タイム川柳   「⻘⽊屋、おぬしも悪よのう」 「いえいえ、電通様ほどでは」 
 

⼟⽤の⽇滲みたタレめし格差味     ⽣ビール⼀息に飲む⼤暑かな 
ボルシチも俺のものだとロシア⾔い    百円の値札少なし特価品 

 銭湯に五百円⽟釣りは無し       貧しさに馴れて怒らず争わず 
夏の⽇や検索欄に天主堂        鰯雲今夜の肴決まりかな 
銃⼆発やってしまったフライング    図書館へ本より涼の⾼齢者 

 
★あなたなら⼊社できます！  【全⽶求職者憧れの企業「ファング(FAANG)」の⾯接試験】 

FAANGとは、Facebook、Amazon、Apple、Netfl ix、Google のこと。 
『イーロン・マスクの⾯接試験』（ウィリアム・パウンドストーン/森夏樹訳、⻘⼟社）から 

 
◆あなたは地球の表⾯に⽴っています。南に1マイル、⻄に1マイル、そして北に1マイル歩くと、 
最後は出発した場所に戻りました。あなたはどこにいますか？ 

◆ ⾺の⼤きさのアヒル1匹とアヒルの⼤きさの⾺100匹のどちらと戦いたいですか？ 
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大鳥羽裕太郎  ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話)「取ったでブルーリボン賞!! (京急新車1890形)」 

 

(幸) わかってんな？久しぶりに言うけど、＜伝笑鳩＞は鉄道雑誌ちゃうで。 
(裕) お父ちゃん、わかってんねんけどホンマニうれしいねん。  
(幸) 去年デビューした京急1890形がブルーリボン賞取った話か？ 
(裕) そやそや。ブルーリボン賞の2000 形が2018 年に、ローレル賞の800 形が

2019年に相次いで引退してから無冠やった京急を奮い立たせる受賞やで。 
(幸) 特徴は何や？ 
(裕) 腰掛はロング・クロス自動切替え式やしトイレは洋式ユニバーサルと男性用両仕様があり、いずれ

も京急初の試みや。4 両固定編成やさかい、朝の上りで2100 形と連結して12両のモーニングウイ
ング号になるかと思えば、他の4両と連結して8両のエアポート急行にもなりはる。 

(幸) 公募した愛称も「Le Ciel(フランス語で<空>)」に決まったしな。 
(裕) ウイング号の<翼>で「ル・シエール」の大<空>を羽ばたいて欲しいなぁ、1890形はん！ 

 

野本 浩一 お写落日記 【同病は相哀れむと言うけれど 同好ならば相楽しまむ】 

  8月12日読売新聞朝刊生活面に「サニタリーボックス 男子トイレに 
も」（板東玲子）という記事が掲載されて反響を呼んだ。（呼んだと思う
が、読んだという人には会ってないので、どのくらいヨンダのかは調べな
いと分からない） 記事本文で「膀胱がんの全摘出手術を受けて、尿パッ
ドが欠かせなくなった」と紹介されたのが、フジテレビの朝番組で人気キ
ャスターだった小倉智昭さんである。 

  かつて小倉さんは、英国ミステリー作家ディック・フランシス氏が死 
 去した折、テレビ番組の最中に「大好きなディック・フランシスが亡くなり、とても 
寂しい思いです」と語った。僕は偶然視聴したのだ。それ以来小生は小倉さんに好感 
を抱いている。  
 同好の士の小倉さんは同病の士としてより一層の仲間になったような気がする。 
◆前立腺肥大次第に大となり トイレが近く尿意ドンなり  
◆フランシス大好きですと聞いてから 親しみ増した小倉智昭 
◆フランシス小倉智昭好きと聞き 馬合うはずと興奮のとき 
◆楽しみは土日の夜のフランシス 興奮抑え読みふけるとき 

芝崎満夫 笑いの笑解(紹介)   45．サラリーマン時代の思い出篇：もんじゅの訪問 

1995.12 高速増殖炉「もんじゅ」のプラントでは冷却用の Na 配管から漏洩/火災事故、隠ぺい等
発覚し休止となる。唯一納入した補助ボイラ（初期の稼働のみ使用）があり、予定通り、1996.2
に安全弁の定期検査を行うように依頼あり。寒い時期の日本海の沿岸にあるプラントに出張し
た。・・・点検は予定通り無事完了。ふと、いつ稼働するのかなぁと、思ったが、2010.5に再度
試運転開始（14.5年近くになる）したが、炉内中継装置を原子炉内容器に落下事故等を引き起こ
す。再度試運転中止。さらに、2011．3 の福島原発事故で、さらに安全点検した結果問題続出、
2016.12 についに廃炉決定、結局、定格出力運転もしていない・・・税金も無駄使いの印象が残
る。開いた口がふさがらず！！ 

笑いのポイント（笑点） 

さんにん： （三人）以上の集まって 
よ： 寄（よ）り過ぎなのか、多くの人材活用したのでは？ 
れ： 連（れ）鎖するトラブル、何故か知恵なく、 
ば： 漠（ば）然した組織、その時こそ、文殊の知恵を出すべきだったのでは？ 
もん： 文殊（もん）菩薩様どう思っているか、なんかあきれて笑っている気がする？ 
じゅ： 呪文（じゅ）を唱えてももう遅い・・文殊（もんじゅ）頼みにならず 
の： 軒（の）並み失敗が続き、ついには福島原発の安全対策の水平展開から多くの問題点発生 
ち： 知恵（ち）を集めたのか、そのかけらもない？どこまでも「負の連鎖」に、結果は廃炉 
え： 得（え）がたい知識人の知恵の結集ができなかったことはとても残念だ。 

「もんじゅの知恵は生かされた？」「名前倒れの印象も拭えない」多くの疑問が残る。 
「もんじゅ」の命名から間違え、そのトラブル続き、もう、受（じゅ）難から逃れなく 
なってしまった。 
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小宮三千夫    あいだみつをの 「にんげんだもの」 

だれにだってあるんだよ 
ひとにはいえないくるしみが 
だれにだってあるんだよ 
ひとにはいえないかなしみが 
 

夢はでっかく根は深く      → 夢も希望もない根無し草  

 

背伸びする自分。卑下する自分。 

どっちも嫌だけど、どっちも自分。 

 

人のためと書いて偽りと読むんだねえ  → 人が憂うと書いて優れてる、優しいと読むんだねえ 

→ 人のこころと書いて億と読むんだねえ ※意は心、億は数え切れないほどの数、の意味 
 
柴本 和夫                 言葉の研究    

① コロナ  ・ワクチン3回接種者には特典あり～三回（山海）珍味が無償提供されます 
・二度あることは三度ある～二度感染し、そのうえ三度感染する芸能人がいます 

② 統一教会で連想 
   ・田中会長の記者会見～あれはどうみても、会長の独演会＆プレゼンテーション 
   ・同情するなら金をくれ（家なき子：安達祐実のセリフ）   

    ⇒ 日帝30年支配を反省するなら金を出せ（韓国の教祖の脅しのセリフ） 
・あっしには関係ないことです（木枯らし紋次郎：中村敦夫のセリフ） 
   自民党～統一教会との関係 尾身会長～オミクロンとの関係 
・台所にはゴキブリがゾロゾロ～国会議員には教会関係がゾロゾロ 
③ ダジャレ系 
・近くの農家で野菜を購入し雑談したところ～農耕接触者の認定を受けた 
・ママは英語 母は日本語 では、ママ母は何語なの？（ハイブリッド？）      
・動物の兄弟の記号は、お兄さんが○で、弟は×。（動物の英語はアニマルです） 
・家飲み晩酌で、妻につまみ出してと言ったところ～家からつまみ出された 
・語学を習っている友人を飲み会に誘ったが断られた～今日は仏語です（不都合です） 
・常勝軍団と呼ばれる野球チーム 常笑軍団と呼ばれるジョークサロン  

常笑軍団と呼ばれるジョークサロン。ジョークでコロナを吹き飛ばし 
おおいに笑おう～ジョークサロンで              

 

曽田 英夫           狂 歌 Ｎ Ｅ Ｗ 門 
● 安心できず すぐに身構え  

  ペロシ氏が 台湾行って 嵐呼ぶ  安心できず すぐに身構え 
北の国 ミサイル発射 飛んでくる 安心できず すぐに身構え 
首相まで コロナにかかり 蔓延し 安心できず すぐに身構え 

● 気持で勝負 気合いを入れた 
アメリカで シブコがんばり 3位とる 気持で勝負 気合いを入れた  
大谷さん 10ホーマーと 10勝に    気持で勝負 気合いを入れた  
優勝旗 白河の関 やっと越え     気持で勝負 気合いを入れた   
弁護士と 作家がたたく あの組織   気持ちで勝負 気合いを入れた  

● 誰か教えて いいか悪いか  
制限が なく皆動き コロナ増え   誰か教えて いいか悪いか    
散歩する 歩みが遅く なっていく 誰か教えて いいか悪いか   
あの組織 政治と縁が 暴露され   誰か教えて いいか悪いか   

 

橋本康平        例会ビデオ映像、拝見しました。 
 
多くの皆様から（誕生日祝い）メッセージを頂き大変うれしいです。ありがとうございます。 
引き続き感染対策に気をつけていきます。 

→だれにだってあるんだよ 
みんなにいいたくなるしあわせが 
だれにだってあるんだよ 
ひとりほくそえんでしまうよろこびが 

→背伸びする自分。卑下する自分。 

どっちの自分も嫌いじゃない。 
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ジョークサロンZOOM例会恒例（高齢）人気の「古今東西」ゲーム 珍答 （テーマに沿って全員が回答する）   
① わんにゃん言葉（わんわん、にゃんにゃん・・・という畳語） 

めそめそ・がたがた・リンリンランラン・ピンピン・かんかん・がばがば・ミュウミュウ・・・ 
② 気になること・心配なこと 

トイレガ近い・明日の天気・今日の夕飯・来月のジョークネタ・サイフの中身・天国・ウクライナ 
③ 四文字熟語 

東奔西走・適材適所・天下泰平・以心伝心・南船北馬・相思相愛・言語道断・敬天愛人・古今東西 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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 10月26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 11月23日（水、祝）14：000～千代田スポーツセンター 予定 （＋ ZOOM？） 
2022年 12月21日（水）14：00～   千代田スポーツセンター 予定 （＋ ZOOM？） 
2023年  1月7日（土）12：00～   新年会   おって会場案内予定 
 ＊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（郵送分）・カンパ受領等一覧（敬称略）   2022年8月15日～9月15日 

切手（郵送分）： 高橋通男      カンパ：浜田頓坊、高橋通男 
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・読者投稿作品を楽しむことができます。 

伝笑鳩 No.396 発行 2022.9.28              変集鳥・・・野本浩一 

変集協力：笑品快発同人＆投稿参加同人・読者投稿同人 

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・塩瀬治夫 
門口泰宣・小泉博昭・彌永孝一・杉浦康司・稲葉浅治・浜田頓坊・樋口七郎・松原伸伍・森昤二・橋本康平 
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8月24日 14:00～16：20   参加17名・・・賑やかZOOMでした 
 香野好勇 ・ 野本浩一  ・ 曽田英夫  ・  塩瀬治夫 ・  高橋揚一 
彌永孝一（香川県）・芝崎満夫・大鳥羽裕太郎 ・ 三浦邦夫 ・ 杉浦康司（愛知県） 
小宮三千夫・こじままじこ（小島祐子）・青野正宏 ・平井幸雄 ・ 桑原妙子 

阿部博 ・ 佐藤重剛（シュガー）・ 
  

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

