〜〜伝笑鳩〜〜〜〜第 19号 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1991
今月の一笑
新聞の不用品交換 の欄 に (く ださい)と あ
4 月
って グラン ドピアノ と書いてあ った。
こんなのが載るのなら、私 も出したい。
ベンツとか、 クルーザーとかセスナとか:
良い のかあなぁ。
東京都/神 山徹
2月 号登場 (2頁 )の 倉持節子さんからのお便 りです。

『

3月 号の伝笑鳩、楽 しく読ませていただ きました。
2月 号の広川さんの 「君 は コヨ ミだね」で昨年の授業を思 い出 しました。

v

5年 生の図工の時間、黒板にカレンダーを止め、それに子供達の版画を
はるのを手伝 ってあげているとき何気なく「これはカレンダー、先生は可
憐だあ」といったらそれまでざわざわ していたクラスが し―んとして背中
・…………」
に痛い くらいの視線を感 じました。 はり続けなが ら私は 「

、

上野でモノレールに乗るとき「私 も乗れ ―る。あなた も乗れ―る」
バスが、揺れてつぶ されそうになったとき、 「あっし (私 )、 あっし (圧 死)
じちゃうよ」岡山の友人には何を言 っているのか分か りませんで した。
遠足で、横浜に行 ったとき「ヨットだ」私ディパ ックを背に 「あらよっと」
伝笑鳩のページが もっと増えるといいなあと思 っています。例会にも参加 した
いとは思 っているのですが、出無精 (や せています)と 方向音痴 なため (本 当に
ひどいのです。大好 きな ドライブ も免許を取 って も無駄とい う周囲の声で諦めて
います)な かなか…。
次号を楽 しみにしています。 』

v

一度飛んでいった伝笑鳩が返事を運んで来るのは、有 りがたく且つ楽 しい ものです。
増ペー ジは暫 く見送 りなが ら、皆様の作品の中か ら、 これはという作品を掲載 しつつ大いに楽
しもうとい うのが、取 り敢えずの方針です。 ご了承下さい。
では、その広川友雄さんの新作か ら幾つか笑介させて頂きます。

1.シ ボレー。未だかつて無い優秀車。死亡乳
2.タ クシーなかなか来んなあ。 クルマで待とうホ トトギス。
3.「 その傘貸 して」 「いやや、カサヘん」
「菜種梅雨にナッタネ」 「ほんと、いつの間にやら、そうナ ッタネ」
5.掃海艇の派遣か ―― と、ソウカイテイあるわ。
6.キ ャット驚いて猫が逃げた。
4。

普段の会話 に出て来そうな感 じの ものが良 いですね。所で、同巣会には鳩時計がありますが、
30分毎に鳩が飛び出し、皆 さんハ ットします。 というのは、如何で しょうか。
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冒頭登場の倉持節子 さんは小学校の先生のよ うですが、以下は大阪のユーモア笑学校の生徒の
皆 さんの作品から幾つか笑介 させて頂 きます。芝原健夫考長の推薦作です。
近藤和子 さんの折 り句です。 「鯉のぼ り」と「端午の節句」です。
◇ タン タンボに出てみりゃ
Ψ コ 困 った もんだよ
ごみばかり
◇ ゴ
Ψ イ いじめには
なし
◇ ノ
農家泣かすな
Ψ ノ 育ヒ
◇ セ
世界が変だ
∇ ボ ぼん くら
ツ
◇
常 々カエル も
Ψ り 利口者
◇ ク
苦 しい冬眠
同 じく折 り句ですが。吉田辰造 さんは女性優位の中で奮闘中です。頑張 って下 さい。
ф こ 今年 もタイガース
0 こ 今毒動剋氏に
ф い 勢 いな く
0 い いいこと言われ
ф の ノーヒットの癖が 出て
会 の のぼせ上が って
ф ぼ ぼうっとする応援団
0 ぼ ぼんやりと任せ
ф り 立派 な ピッチャーいず こへ
0り 珊 失 う
笑学校のチエチ ャンこと合田智恵子 さんの作品は数字遊 びです。
★ 一人で も
日本
☆ 二等国の
★ 二輪車でも
☆ 妊娠 したら 産婦
★ 三叉路で
資産
☆ 珊瑚は
★ 四季それぞれの
御馳走
☆ 四国で
ロハで
★ 五合目で
☆ 御飯は
★ 六法全書で
☆ 禄々食べず 質闘 い
★ ―
跡諦 と
鉢植え
☆ 質草は
八
卦の率は
★
功徳
☆ 八幡で
★ 九州の女は
住居
☆ 苦労は
一丁
★ 十把で
☆ 豆腐は

二枚目
二重衝突
四苦八苦
五 目す じ
六根清浄
七転八倒
八幡宮
九分九厘
十人並み
一からげ

(九 州の女性が聞 くと怒 りそうな文句がありますね。周 りにいる九州 の人 に恵まれていないの

で しょうか ?

けJll人 も 十人十色」がイーデス・ ハ ンソンでは、アー リマセンカ ?)

最後は級長格の小西睦子さんの 「家づ くし」と 「魚づ くし」であります。
「家づ くし」
いヤネ 庭から ニ ワかのお客 マ、 ドない ショウジ フロ フロせんと ナン ドか
キ ッチンと 戸入れて 干 し物 タタ ミ 知ラ ン間に ヨウカンたづいて ユカったね。
イマ 居間に イマすねん。
「魚づ くし」
いかイカが って ? タコうて買えん。せんど (ひ さし)ブ リやが、 もっタイない。 アジ
客
も見させず、サワラせ もせず。 イクラ、スルメられて も、カイとうない。
魚屋 イワシておけば、イイダコ サ ンマい。 カレイこれ言 うタラ、 コチ らもウルメい
!

‑2‑

4月 13日 の朝 日新聞のWE経 済の ビジネスジョー クに伝笑鳩第18号 登場の横浜市/門 口泰宣
さんの作品が採用 されていました。お会 い したことはないのですが、伝笑鳩を介 して知 り合 った
方の名前を新聞に見るの も嬉 しいものです。 ジョー クコーナーを設けて下 さった岩城編集長 はテ
レビの方の仕事 に代わ られたそうですが、今後 も投稿を行 い盛 り上げて行 きましょう。
という所で、小話をひとつ。
「新聞の川柳 コーナーに投稿す るけど、載 らないねえ」 「あれは千流 というか ら」
『如是我聞』 (平成 3年 3月

22日 神山南朝作)も 、好調にな って参 りました。

老齢の会長 と社長の肖像写真が出来上が った。
皆でわいわい言 いなが ら見ているうちに、誰 ともな く
「二人 とも老けて いて、どっちが会長か判 らんな ぁ」
V
「ぼ くらは知 っているか ら判るが、外人か ら見た ら判 らんぜ」と言 っていると、 Kさ んが
「そんな′
とヽ
配は無用だよ、椅子にかけて いるほうがチ ェアマ ンさ」に全臨
★★★一国の総理大臣が、地方 自治や自由選挙の原則を踏みにじるよ うな ことを、テ レビの前で
平然と行 うのには困 った ものだ力ヽ その後海部さんはにやにや笑 って出て来ましたね。
実は、テ レビにオンエアされなか ったこんな会話がやりとりされていたのです。
海部 「年のことを、お考えにな っていただきたい」
鈴木 「都市のことを考えるのが、私のつ とめです」
★

内幕物のジ ョー クは世の東西を問わず面白い ものが多 いので、今後 も期待 したいですね。
1月 の第16号 で京都市/牟 濃丈夫 さんのいろは歌を掲載 しましたが、神山南朝作のいろは歌が送 ら

れてきました。なんと五つありましたが、その中の本人推奨の作を笑介 させて頂 きます。
みれん はたえね ちるよまで
未練 は絶えね散る世まで
すへな きうゐと おもいぬを
術なき有為 と思 いぬを
いろめつ くさや わかほりし
色愛づ草や我が堀 りし
V
、
あこそ遮せ けむ の らゆゑに
吾子ぞ伏せ けむ野良ゆえに
「いろは歌を元に して相当の時間、遊びました」とい う感想が届 いております。
この コーナーの最後 は、新聞に登場 し我 々の士気を高めて頂 いた横浜市/門 口泰宣 さんか らの
替歌の第 2弾 です。受験生 に贈る歌b『 若 いおまわりさん』の替歌であ ります。
♪ モシモ シ勉強で落ち込む生徒さん
早 くお知 塾がある
ヤボな説教す るん じゃないが
近頃入試は激烈だ
思案のつづ きはおかあさんとしたら そろそろ募集の 日は終わる
レヾイ ト・ 遊び等 と勉強
怪我の多い傷学校、規則だ らけの注学校、授業料の高い高騰学校ヽ アノ
の代わりが多い代学 とそれで も子供 は苦労 していますね。
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3月 22日 やや少人数の例会報告。
田明子・ 神山徹・ 野本浩一・ 平田 レイ子・ 横山朝夫 (ア イウエオ順)
石井志津夫・ イヽ
注 下線の方 は初参加。
お詫びがて らクイズです。平田 レイ子さんはかつて友人 に 「この度、私 も母か らははになりま
した」と近況を報告 したそ うです。どうい う意味があ ったで しょうか ?
遮、
た り目のお嬢さんが生まれた時のことだそうですが、一字 (児 )の 母から二字 (児 )の はは
になったとい うことであります。先月 の案内で息子とあるのは娘の間違 いで した。
「ちゃんとフォロー してるね」とい うのが、最近 の流行だそうです。失礼 しました。
石井志津夫さんは自己開示 (自 己紹介→ 自己笑介→)の レポー トを持参 しました。例えば
うまれ
採れたところは 甲斐の国ですが 今 は 貝の採れな くな った
いま
幕張 メッセ (メ ッセ :見 本市 人・ 物・ 情報の集まる場所)に 住んでいます。 V
情報 (ネ タ)は 採れるところです。
すまい
女の館 (母 妻 娘二人)に 男が■人 モテたリ モテなかった り
マンションの十三階 (貝 ) あが った り さが った り
・・・ 他 に もい くつかありまして、ゆめは 「自分の語録集 (ジ ョークサ ロン的)を 作ること」
と「死ぬ直前、五年間を如何にパ ラダイスに過 ごせ るか」とい うことだそうです。
実 りの多 い有意義な人生には楽 しさ、笑いは欠かせません。貴重 なお言葉で した。
田明子さんは薬剤師のお仕事を しているとか。おか しいことがあると、クス リと笑 う?
ガヽ
薬 といえ￨よ こんな話がありました。
遊びのお金に困 った学生が、実家へ送金を頼む為 に手紙を書 いたが、字を間違えて 「楽代を送
って くれ」と書 いて しまった。 「遊びに使 う金は無い」という返事が来たので、慌てて辞書で調
べて 「薬代を送 って くれ」と書 いた ら、薬が送 って来た。
二月は風邪気味だ ったので
、例会の後早々に散会 しましたが平田 レイ子 さんか らお見舞 いの手
紙が届きました。 『先月 は隊長の体調が芳 しくな く、′
ら、
西己しなが ら同巣会を退場 しましたが、 y
う大丈夫です力ヽ 大腸の具合が悪かったのかな。イヤイヤ、きっと体のバ イオ リズムが退潮だ っ
たんですネ』とありました。
皆 さん も、どうぞ、気をつけてお過 ごし下 さい。
5月 の例会は24日 です。近 くへ来 られた方はお寄 り下さい。待 っています。
同巣会会員の皆様へ
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同巣会
大型テ レビが入 りまし 数 鳥
野本浩一
た。 NHKの 衛星放送 も映 ります。大型画面で迫力ある番組が楽 し 変集協力
神山徹
めますので、時間を見つけてお くつ ろぎ下さい。
平田 レイ子
5月 8日 (水 )は 春の総会が開催されます。新 しいアイデアがあ
横山朝夫
りましたら是非お持ち下 さい。
同巣会
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