〜〜伝笑鳩〜〜〜〜第 14号 〜〜〜〜
1990
今月の一笑

「ねえ、ねぇ〜、あの人の靴、洒落て
いるね、もみあげの靴よ」
振 り返 ってみると、それは編み上げの
靴だ った 。0・

11月

江東区/井上葉智
ジョークサロン草創期の常連/井 上葉智さんから切手代と共に、 ジョークが送 られて来
ました。 こういう便 りに極端 に弱いので、早速にジョーク共 々笑介 します。
「前略 ご無沙汰 しております。同巣会、ますますご発展のご様子、何 よりです。また
毎回情報を郵送 していただきありがとうございます」 (こ れだけで十分なのに、切手代ま
で入 ってましたから、今月の一笑に急遠採用 となった次第です)

*ど っこい しょ ! の語源は六根清浄なんだ ってさ
「道理で ! オバ ンがす ぐ口にするんだ 0。 ・
若い もんは決 して言わないよ ホラ ! ね」
*「 ウワーイ メロン !」 近視の娘は喜んで叫んだ
「なんだ なし ! か」とガッカリ
*「 これ、わたしのお餞別よ」とキー 0ホ ルダーをもらった
「気〜を 付けてね」とは 気がきいているな・・・
そうで したか。 「どっこい しょ」の語源 は初めてです。笑 うばかりでな く為になる『伝
笑鳩』を目指 して、今後 とも、語源 シリーズの作品をお待ち致 します。
ノ
l平市/児玉美子さんから久 し振 りに便 りがありました。残念なことですが、 ここ二 ヶ
云笑鳩』への思いを込められて
月の中にご姉妹が他界されたとのことです。その中で、 『イ
いる部分を紹介させて頂きます。
「しばらくお休みさせて頂き度 う御ざいますと決め乍 ら 何 となく後ろ髪をひかれて
又 同巣会報を読み始める。や っぱり読まずにはいられない。 こんな楽 しい便 りが他にあ
るだろうか。悲 しみに打ちひしがれていた私 も これか らは明るく朗 らかに生きる朗人と
して 生きて行 くことい己 けます」
"ヾ

児玉さんのお便 りは第 7号 (1990.4)で も紹介 させて頂いていますが、未だ若 くお元気な
のですか ら、会社の皆様と楽 しい余暇を過 ごして頂きたいと思います。 『伝笑鳩』もリフ
レッシュしましたが、児玉さんに も少 しリフレッシュして頂き、又お便 りを送 って貰おう
と思います。 これほどに『伝笑鳩』を気に入 って頂き、恐縮至極であります。
この他、 これまでに紹介 していない方でカンパを頂いた方 は以下の皆様です。
井沢よし子・ 大鳥羽幸太郎 0秋 葉肇 。幡鎌安代 0芝 原健夫・ 山本敏雄・ 村上祥子・ 桑畑
隆征・ 小F電 留美子・ 江連秀樹・ 横浜通雄・ 佐藤浩治・西井正・ 牟虚丈夫 (敬 称略)
千葉和枝・ 近藤正雄 0佐 藤寛様 には多大なカンパを頂きました。助かりました。
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曽田英夫 さんの『サラリーマンことわざ笑辞典』はジョークサロンの名物 と言われ、曽
晴け容赦無 く意見を述べて推敲 していきます。 この時間
田さんが持参の作品に、参加者力゛
が楽 しいのは全員同じようで、それまで黙 って聞いていた人 も参加 します。ご本人 も最近
は手が抜けない、と準備が大変です。では、 ここ二回の作品を一挙披露 と致 します。
uツ 『サラリ
フ リ ーマンことわざ笑辞典 (11)〜 (16)』 一 (右 がサラリーマン向け)
上司は上司、部下 は部下/会社 は会社、社員は社員
親は親、子は子
社員の一年生デューダを通す
女の一念岩をも通す
(入 社後三 日で会社をデューダするのは珍 しくない。デューダ :転 職情報誌)
シュレッダーに手をかまれる
飼い大に手をかまれる
多すぎるは仕事にあらず
多すぎるは十分にあらず
せよ
大だしするより小だしせよ (仕 事 してるように見え
大どりするより小どり
おがくずもいえばいわゆる 窓際族もいえばいわゆる
(無 用なものに理屈をつければ有用だと言える。どんなことにも理屈をつければ
・ という意味)
られる・ 。
金はなくともツケ育つ (あ んまり育つと困ります)
親はなくとも子は育つ
チョンボを手柄で返す/ブ ランデーをしょうちゅう
恩を仇で返す

す/中 元を昇格で返す (身 に覚えがあるのでは)
ドジなるOLは 職場を明るくする
快活なる妻は一生を楽 しくする
の
の
転職前 面に水
蛙 面に水
(何 を言われて も少 しも感 じないこと)
香車 (ヤ リ)で 世間を渡り切る/ 角"じ ゃ世間は許 さ
角 じゃ世間が渡られぬ
ない/ 角"で歳暮を通 し切る (世 の中いろいろある)
各人にその真価を示す ものは肩書なり
各人にその真価を示すものは生活なり
定年があるを以て限りなきに従う
限りあるを以て限りなきに従う
(も とは荘子の言葉で 「限りある生命で、無限の知識を求めることは出来ない」とい
う意味。サラリーマン生活では「定年があるので、無限に勤務 は出来ない」となる)
人みな己の業績に責任あり 銀行員みな己の業績に責任なし
セ クハラか ら火を出す
楽屋から火を出す
(セ クハ ラは止めよう。いつか明るみにでる。 この他 「同期から手を出す」もあり)
今年入 った女子社員 は無知/ム チムチ社員 に もムチ
駆ける馬 に もむち
賢い人に一番よ く似てみえるものは口をつ ぐんでいる馬鹿である
優秀な社員 に一番よ く似てみえるものはよ くしゃべるダメ社員である
/鰈 泥棒
引 っ越 し泥棒//窃 用品泥棒ノ
火事場泥棒
会社なければ社員なし (原 因なければ結果もない)
形なければ影 もなし
ハ
片手に電卓片手にロマン//片 手 に出世片手に突然死
片手に ンカチ片手に剣
勝 った自慢 は負けての後悔 若い時の 自慢 は定年時の後悔 (定年までは長いよ)
サラリ‐マンの質流れ (酒 、ギャンブル、オンナ怖い)
カッパの川ながれ
かなわぬ ときの部下だのみ
かなわぬ ときの神だのみ
金の切れ目が取引の切れ目/う んの切れ目がぢの切れ 目
金の切れ目が縁の切れ目
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ジョークサロンの定番のひとつ神山楠朝作 『如是我聞』は、神山徹 さんがふと耳 にした
会話や一寸昔の思い出を備忘録風 にまとめた ものです。最近、参加者の意見が反映される
よ うにな り、最後のオチの部分に改善要望が出されます。先生 も苦労のご様子です。
●胃潰瘍の疑いで検査の為 T病 院に入院中のYさ んの所へ、キ ンセンカの花束を抱えて
現れ たNさ ん、 「いやぁ、気にせんかと思 ってね」
Yさ んは (余 計気にするがな)と 怒 っていました。
фNさ んに、休みの 日には何 してると聞 くとt「 思い出に浸 っている」と言 うか ら、顔
に似合わず ロマンチ ックな男だなと思いつつ も、一体どんな生活を しているのだろ う
と訪ねてみたら、庭で五十キロのバーベルを上げかねて、うん うんうなりなが ら
「これ、重いで ぇ」と言 った。
ф 「四十歳は不惑だけれど、三十歳 は何て言 ったっけ」とNさ んが聞 くので、
「三十歳 は而立。三十にして立つだよ」と言 うと
「ふ うん、三十にしてか、三十 とはなあ」と何や ら勘違いしているよ うで した。
ф秋の運動会の徒競走に出場 したNさ ん、 ものの二十 メー トル も行かないうちに転んで
しまった。後で頭を掻きなが ら「気持 ちは前へ行 くんだが、足の方が付いてこな くて
ね」と言 うと、それを聞いていたYさ ん、澄ました顔をして、
「下半身は月:ソ υ各と言 うか らね」
ф 「ベル リンの壁を壊 して記念品として売 り出しているけどね」とSさ んが言 った、
「この間 ソ連に行 ったら、鉄のカーテンで作 った文鎮と言 うのを売 っていたよ」
ф慣れないパ ソコンに向か っているNさ んの所へや ってきたSさ ん、 「ワンフィンガー
だね」Nさ ん 「ノーノー、両手だからツーフィンガー」 「キーを見てる割にはよ く間
違えるね」 「なにせ、ブライン ドタッチだからね」
ф 「化粧品のモデルに鬼を使 ったらどうだろうね」
「鬼の女房はやさしくて美人 って言 うからな」
「それ もあるけど、たとえば、鬼にカネボーとか」
如何で しょうか。 クスクス思い出しては笑えそ うですね。
に、朝 日新聞土曜夕刊 『ウィークエ ン ド経済』の編集長岩城元さんにサロンま
で来て頂きまして、 特別サロンを開催 しました。その時に 『Q&A』 で遊んでみました
参加者全員が各々『Q&A』 を作 り、全員の質問と答をそれぞれ分けて集め、Qと Aを バ
ラバ ラに取 って読み合わせを行 ってみました。当日の愚間賢答を以下に笑介 します。
Q夫 は家に月給を渡さず、毎日暴力ばかり振るい、生傷が絶えません。どうしたらよい
で しょうか ?
A蹴 飛ば して逃げる。
Q仕 事を した くな くなった時はどうしたらいいで しょうか ?
Aハ ダカ踊 りでもしましょうか。
Q満 員電車の中で、痴漢を して しまった時はどうしたらいいで しょうか ?
A休 暇を取 って旅へ出なさい。
‐
Q駅 で トイレヘ急いでいた ら、お婆さんに道を尋ね られたのですが ?
:
A近 くの人に責任を押 しつけましょう。
10月 30日
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10月 26日 の例会には、 9月 初参加の 5人 の新人が全員参加でした。嬉 しかったですね。

ベテラン組の面 々曰く「これは奇跡だ」と。滅多にありませんから、私もそう思います。
未だ未だ参加の余地は十分ありますので、読者の皆様 も是非サロンヘお越しください。
先月紹介の 3人 に続いて、残る方からのお便りを披露させて頂きます。
先ずは奥村篤史さんからの葉書です。私の住所 シールを貼りましたが、どういう訳か転
居先不明で戻 ったとか。他の方からはちゃんと届いたのに、 ドウシテデショウ?
ф私の (ジ ョークサロンの)感想文・ 簡単に早 くといわれ簡早文 ?
面白くと云われたが無意味乾燥文?! 無事に終われば完走文……では
①きたない事務所 と思いきや意外ときれいなサロン風
嘘敦斎筆鋭か ?
②参加者多 と思いきや意タトと」
'数
③駄 じゃれ連発サロンと思いきや意外と糞まじめな所あり
④お酒はでないのではと思いきや意外とビール飲み飲みでグッド
⑤ ジョークジョークと思いきや意外と本音がチラチラチラリ
⑥ルーズな会と思いきや意外と几帳面な野本氏の連絡に脱帽
⑦ こんなにも裏切 られたサロン次回は出ないと思いきや意外とまた出席させて頂きます
ф先日感想文お送り致 しましたが、どういう訳か野本氏自らお書きになった住所なのに
宛先不明で戻 ってきました。伝笑鳩の もとの家を忘れて舞い戻る、否。伝笑鳩私の家
に蕪
蒔李り語り?
という次第です。歓送文だったけれどいろいろあって間奏文となったようです。
新人五人衆の最後は横山朝夫さんです。
ф先日、漫然 として、一方的に押 しかけて参加させて もらいました。楽 しむことには、
それなりの努力が必要なんだなと思いました。そして、みなさん夢中でした。小生は
螂 b伏 )。
ベテラン三羽烏 (曽 田英夫・神山徹・豊田洋代)新 人五人衆
0横
長井敏
山朝夫・ 奥村篤史・ 平田礼子・ 桑畑隆征)変 集鳥 (野本浩一)以 上 9名
12月 は21日 に忘年例会を行います。一週早 いので、ぼう一っとして忘れないこと。
10月 26日 例会参加者

に同巣会会員総会力浙子われました。
その席で、サロンを有効利用 していただける
かたを会員として若千名募集 します ―― と
いう案内がありました。入会の上定期的に、サロンとして活
用 してみたい という方は、事務局までお問い合わせ下さい。
同巣会事務局 :0101東 京都千代 田区神田イツ￨1町 2‑1
m日 米商会 ビル 7F 803‑295‑5246
11月 14日
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