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今月 の一笑 3年 程前 の七夕 の 日の思 い出。近所 の家
の小学校 4年 の男の子 の願 い事 は、
「すべての願 いごとがかないますように」
で、あった。

6月

27日

(水 )の 日経新聞の 「春秋」 には伝笑鳩 9号 で笑介 した最新結婚略称が、作

者 の名前 と共に披露 され、話題を提供 しました。早速に読者 の反響 もあり、西井正 さんか
ら以下の作品が寄せ られま したので、笑介 します。
ヒン婚
(貧 婚)か ぐや姫の唄 「神田川」の雰囲気の まま結婚すること。
コメ婚
レン婚
カ ン婚

(米 婚)嫁 の来手のない米作専業農家に嫁 ぐこと。
(連 婚)先 に退院 したエ リザベ ス・ テイラーのように再婚を繰 り返す こと。
(感 婚)知 り合 って、即時に (相 手の素性 も知 らず)た だフィー リングで結
婚す ること。

ラジ婚
ユ ウ婚
ナマ婚
ゼ ネ婚

ハ ネムー ンで旅行 コースにバ ーデ ン・ バ ーデ ン

(日 本では三朝温泉 )を 入れ
。
ること。・・
(世 界有数のラジウム温泉だそ うです)

(勇 婚)両 親の猛反対を振 り切 って (勘 当を恐れず)結 婚すること。
(生 婚)挙 式 の とき、既に妊娠 している状態 にある場合の結婚。
ご くごく一般的な、普通 の結婚。 これに限る

!

とい うことで、幾 つか思い当たる結婚 もあります。どんな結婚であれ、 「幸せな結婚に
欠かせない もの、それはユーモ アだ」と結んだ春秋子 こと片野博司さん も一度同巣会の ジ
ョー クサロンに参加 して頂 いてお りますが、機会があ りま したら再度是非サロンに も寄 っ
て頂けるよう企画 したいと思います。
さて、その 「春秋」 に登場 の堀江勲 さんの所には社内外の同僚、友人か らジャンジャン
電話がかか って きたとか、さすが一面 の効果は絶大です。 「そんなことやって るグループ
があるの、行 ってみたいな」という人 もいた とか。 「堀江 さんは冗談や駄酒落の合間に仕
事 してんだか ら、余裕だよ、 うらやま しいなあ」とい う人 も。そんなことを言 う人達に も
輪を広げて行 きたい ものですね。
という次第 の堀江 さんはこの所 日々是好 日な らぬ 『日々是口実』 とかで
毎 日酒を飲んで帰 って くる亭主、女房への言 い訳は
「今 日は課で歓迎会があってね」 「今 日は大阪へ行 って しまう奴の送別会だ ったんだ」
「今 日は仕事 の打ち上げで、みんなで ワー っとや ったんだ」・・・
『 日々是口実』の連続。 しか し、毎 日飲める金と体力があれば、これは『日々是好 日』。
「春秋」登場 の もう一 人、曽田英夫 さんは自分で新聞の コ ピーを配 った とのこと。知 っ
ていなが ら、知 らない素振 り。サラ リーマ ン社会ですよ。 とい うことで、お得意 のサ ラ リ
ーマ ンことわざ笑辞典 の作品を送 って くださいま した。
うそか ら出たまこと

⇒

たてまえか ら出たほんね

浮世 の風は思 うにまかせぬ ⇒ 浮世 の金は思 うにまかせぬ
今 ないたカラスが もう笑 う ⇒

今決ま ったことが もう変わる
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(つ いっい出るね)
(本 当にそ うだね
)

(朝 令朝改とい う)

関西か らの ジョーク便 りが二通ありま したので御笑介 します。
高石市/芝 原健夫 さんは本業 は歯科医師だそ うですが、副業 はシルバ ー駄酒落教室の名
物先生です。では、
シルバ ー・ ダジャレ通信 「ダジャレポ」 900625号

:

大阪のオシャ レ・ ユーモア笑学校 (考 長/芝 原健夫 )か らお届け します。
考長 の 自己紹介、 「本業 は歯 です」皆 「ハ ー」、 「絵を描 いて ます」 「エー」、
「脳力開発 もや って ます、や りませんか」 「ノー」。
先月 のテーマ「花 の万博 にちなんで、ラ ンを プ レゼ ン トしよう」
「受験生 にはすベ ラン、オ シャ レにはサ ンローラン」藤岡和子 さん。 「藤山寛美 に
は ドー ラン、 フランス人にはフラン」竹内満 寿蔵 さん。 「藪医者 には治ラ ン、貧乏人
には溜まラ ン」月ヽ
西睦子 さん。 「ランの宿題時間が足 ラン、つ まランか らやラン、そ
やけど叱 られた らたまラ ン、や りだす と止 まラン、 これで先生 も怒 ラン」竹森正義 さ
ん。 「地震にはもうイラン」 もぜひ加えて、皆 さん も一緒 にやラン?
という気分 はランランランの便 りです。山下 さん も関西 の出身で したが、流石 に関西は
ジョークの育 つ風土 のよ うで、冗談の分かラン人は居 ラン。皆 さんベ テランです。
もう一人は洋蘭の如 き小門留美子 さんか らです、 「 9号 を読みなが らニ タリ、フフフと
笑 いなが ら 笑 う"も 微笑 。苦笑 と・・・ いろいろあるなあ 結婚 "と 同 じように笑 もと
思 いつ きま して結果 は次の様 にな りま した。笑わないで読んで、 いえ、笑 って下 さい。
一.市 笑

寄せ。笑 いを売 った り買 った り。

二.丹 笑

大笑 い。顔をあか くして笑 う。

三.算 笑

打算的な笑 い。
傘 の中で笑 う 。・・ 美人 にみえる笑 い。

傘笑
四.伺 笑
五.互 笑
六.録 笑

様子を うかが う笑 い。
互いに笑 う 。・・ ロクソ鼻 クソを笑 う、の様 に。

七.質 笑

いつ まで もの こる笑顔。
てれ笑い 。・・ 質屋 か ら出た所でバ ッタリ出あ った 一― 。

八.鉢 笑

大口をあけて笑 う。おちょぼ口が鉢 の様な口に。

九.空 笑

むな しい笑い、又はそらぞ らしい笑い。

十.凍 笑

冷笑よりもす ごい。 つめたい笑 い。相手の心を凍てつかせる」

少 々 (笑 々)ど ころか こん な に沢 山。 なかなか 無かです よ、 ほんな こつ 。

伝笑鳩 7・ 8号 で笑介 しました故山下塾鳥の 『サモワールわか し
お い しいお知 らせ

て』

(B4版 両面 コ ピー)を 御希望の方 に郵送致 します。 62円

切手に ジョーク・ 酒落 。
.川 柳等を添えてお申込み下 さい。封筒記
の
『ジョークサロン
載 同巣会
』宛にお願 い致 します。
その中か ら、来年 は使えないジョー クを最後 に、
フランクフル ト
アル トハ イデルベ ル ヒの清純、 フランクフル トのポル ノ、これがどちらも西独 とはね
「セ イ ドクあわせのむ と言 う じゃな いか 」
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(変 集 :野 本浩一 )

