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今月の一笑 暑い夏です。何処か涼 しい所へ 00
「又、南極へ行きた くなったなあ」
「知 らなか った。以日
」はいつ行 ったの」
「3年 前に も行きたいと思 ったけど、今
年 も行きたくなったんだ」

ほんとに暑い夏です。
アメリカの新聞では、あまりの暑さに閉口して、社説欄に 「暑い !」 と一言書いてブラ
ンクのまま発行 した所 もあるとか。 ジョークで吹き飛ばしてみたい暑さだったのか も。
8月 21日 (火)の 日経新聞夕刊のアーバ ンNOW「 同好同志」欄で当会の紹介がありま
したが、ご覧頂きましたで しょうか。手元にあ りましたら是非どうぞ。
という次第で、 この欄を読んだ方が新たに入会 して頂けると良いのですが。昨年の夏 「
春秋」で初めて紹介された時は多数のお手紙・葉書を頂きましたが、返事を出すのが遅れ
ました。今回はそんなことのないようにし、新人を迎えたいと思います。
熊本市の弁護士松野信夫 さんは年賀状・ 暑中見舞 いに時事問題や仕事 に関連 した文章を
練 って知人・ 友人 に送っています。今年の暑中見舞いには悪徳商法に注意とありま した。
「 あい も変わ らぬ悪徳商法の横行
『かたり商法』・ 。
・ 「消防署のほうか ら来ました。古い消火器は危険です」など
と言 って消火器を売 りつける。知 らない人は消防署の署員 と思 って購入 して しまう
が、そうでな く単にその方角から来たというだけのこと。
さて、 21世紀の宇宙時代 には、 「惑星アルデバ ランのほうか ら来ました。住み
に くくなった地球 よリアルデバ ランの安い土地を購入 しませんか」
オ ットットこれは 『原野商法』か、気をつけよう。
と思 っているところで真夏の夜の夢はさめる。世に悪徳商法の種は尽きま じ。
」
お身体大切にお過ごし下さい。
「
の
い
い
甘 言葉と誠意ある言葉は違います。 気を付けよう甘 言葉と夜 道」 (警 視庁)
もう一通暑中見舞いから。お馴染み (と 言いつつ、残念なが らまだお会いしてません)
になりました大阪オ シャレ・ ユーモア笑学校考長の芝原健夫さんからの便りです。
「 ・ 今夏の恐怖/「 前門の虎、校門の教師」
0今 夏の脅 し文句/女 の子には 「門扉 じめるゾ〜」、男の子には 「肝臓やるゾ〜」
・ 今夏のベス トセラー//く ① 「ノモ、 ノモ、 ビール」 「ヨ〜夕、 ヨ〜夕、 ビール」
② 「文学部唯野教授」は「営業部唯野部長」に読み換えて
もホンマに勉強にな りました。
」
・ 暑 さ酷 しい折から下層のご自愛をお祈り致 します。
皆 さんの所にも暑 さを笑い飛ばすような葉書が届きましたで しょうか。
故山下塾鳥の 「洒落ある記」 (自 費出版本、1972年 発汗)か ら、一句見つけました。
You might think friend,today's hot fish.

ゆう、まいと、思え、ども、今日の、あつ、さかな。
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7月 の例会の作品から、幾つか笑介 します。

神山南朝 こと神山徹 さんの作品から。 『スキー靴のはなし』です。
「 いまは靴のサイズは、センチかインチ表示であるが、その昔 は通貨の一文銭をベー
スにした九文 とか十文半 という言い方だ った。
その頃は、娯楽が少なか ったせいか社内でスキー旅行の案内を回 したところ、希望
者が殺到 して、てんやわんやとなって しまった。
受付を していたのは美人で名高いM嬢 だ ったが、販売のO氏が行 った頃は大分疲れ
ているようだ った。
「Mさ ん、受付頼むよ」
と黒山のような人だかりの後ろからどなると、貸 スキーや貸靴の記録 もとっていた
Mさ ん、靴の文数を聞 くつ もりで、
「Oさ ん、あなた足何本 ?」
」
思うに、 これは難問かも知れません。
曽田英夫さんの『サラ リーマンことわざ笑辞典』は、曽田さんが持ち寄 った作品を皆で
ワイワイガヤガヤ言いなが ら添削 していますが、その添削で更に良 くなるようです。
「 うそも方便 ⇒ 「うっそ う・・ 」も方便
英雄 にあらざれば英雄を解する能わず
⇒ 社長 にあらざれば社長を解する能わず
」
嬌る者 は久 しからず ⇒ 奢れる上司は多からず
二
仕事での気苦労 も多いと力Ъ 英夫にあらざれば英夫を解する能わず 一が、本音かも。
大鳥羽幸太郎 さんからは、新 しい企画が出されまして、読者の皆 さん も含めて一緒に何
か考えて生み出 したらどうか―― ということで、アイデア募集 します。今回は数列の問題で
あります。数学の知識が無 くても大丈夫です。
1職 )2(藁)3(葉)5(木)7(わ 10(錫 )15(銅)20(陶 器)25(銀 )
30(真珠)35(珊瑚)40(青 玉)45(赤 玉)50(金)75(金剛石)
御存知の結婚記念 日ですが間が空いてます。35の ような酒落た記念 日がありましたら、
是非事務局までお便 り下 さい。又、結婚 にこだわらずに別の事柄 (例 えば入社年数)で も
構いません。お待ち致 しております。
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
て』 (B4版 両面 コピー)を 御希望の方に郵送致 します。 62円
￨1柳 等を添えてお申込み下さい。封筒記
切手にジョーク・洒落・り
載の同巣会 『ジョークサロン』宛にお願い致 します。申込みの皆
さんには早速お送 りさせて頂きます。
冒頭でお知 らせ しましたが、当会も何回かマスコ ミにとりあげら
れるようにな り、その活動が注目され始めました。現在は例会参
加者のカンパで伝笑鳩を発行、郵送 していますが、 62円 切手が
ありましたら、カ ンパをお願いします。又、郵送を今後 も希望の
方 は、その旨を改めてご連絡下さい。一度整理を したいと思いま
崚 集 :野 本浩一)
す。事情 ご賢察下 さい。
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