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今月の一笑 求む 好事務員 と手書き広告

結構図々しいわね、と思いつつ見ると

求む 女子事務員 でした

(東京都/小田明子)

ドキドキ。ソヮソヮ。ウロウロ。

内神田社会教育館での最初の例会を7月 26日 に実施しました。

場所が代わり何人の方が集まって頂けるか、少し不安になりました。というのも、同館での小

集会室の利用は5人以下だと不可になると案内に書いてあったからです。

ゾロゾロ。ヮイヮイ。 ドンドン。

vら 、た桁突破 !と いっても丁度 10人でした。まずまずの再出帆だと言えるでしょう。

今後も好議激 びジョーク1酪れる方の参加を待っていますので、時間がある方は是非立ち寄

って下さい。

Ψ

6月例会に参加の山下貞子さんからの手紙です。

『7月 10日から3週間、エジプトとイスラエルの旅に出て参りました。

山下が亡くなります前、一緒に来年は聖地巡礼の旅をしようと申しておりました。

丁度、教会関係の婦人のグループが行くことになりましたので、山下の写真を持って行って

参りました。
エジプト、シナイ半島、イスラエルと聖書の出エジプトの道をたどり、想像以上の厳しい土

地であることを実感して参りました。

イスラエルでは「お早う」をボケル・ トーブとかボケル・オール (光)と言うので、私達は

ボケトール、朝は眠いから、尚ぼけとるよね等と笑いあっておりました。        』

(山下さんの写真にも聖地がしっかり見えたことと思います)

0
夏の高校野球では大阪桐蔭高校が初出場で初優勝。決勝で 2年連続敗れた沖縄水産高校の栽監

督は「準優勝から優勝までが遠いん (桐蔭)ですよ」と、言ったとか。来年も頑張ってくだ机

という訳ではありませんが京都市/イ広川友雄さんからのジョークは野球に関したものです。

○ 同点に追い付かれた監督が言う。「オイ、疲れたナア」

● 今日の先発投手は、我がチームのナインも知らナインと思う。

●  「今日のナイトゲームはありますかね ?」 「雨で無いとゲームだ」

○ そろそろ、ソロホームランが出る頃だと思っていたよ。

●  「彼はいいエースに成長しましたね」「イエース」

○ ストライク!バッター三振です。「今の球はシンカーでしたね」「真価を発揮ですね」

プロ野球は熱パ・混セと言われますが、優勝はどうなりますか。混セは竜頭虎尾ですかね。
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伝笑鳩 22号で門口泰宣さんの映画の題酒落作品を笑介しましたが、早速それに呼応して西井

正さんから『懐かしの映画 込み一句 (コ ミック)』 なるものが送られて来ました。

ロマンの休日 (ロ ーマの休日)0ア ンタタッチャグル?(ア ンタッチャブル)。 彼と共に

セリーヌ (風と共に去りぬ)・ 身支度も美しく終え (み じかくも美しく燃え)・ 真夜中の

出来い (真夜中の出来事)・ アヒルの血統 (真昼の決闘)・ トップ癌 (ト ップガン)・ 疑

獄の黙秘録 (地獄の黙示録)。 あんな彼いいな (ア ンナカレーニナ)

あんな彼いいな、というのはエリツィン大統領のことでしょう。ロシアより愛をこめて、とい

う 007物の映画もありましたが、ソビエ トのクーデターも一応おさまり、良かったですね。

揺れるソ連ですが、何処へ行くのか。改革の道がソレンように祈りましょう。

さて、映画に限らず、歌・小説等の題酒落は何でも構いません、思いついたら送って下さい。

所で、その噂の門口泰宣さんから

申し上げます』という手紙と共に、

来ました。

『最近の投稿盛夏、おっと違った、投稿成果について御報告

「週間読売」の『玉手富』に二週連続掲載の作品が送られて

玉手

ピンタ凝らすの定理 ―一 体罰教師  (ピ ンタ懲らすの定理)と も言う

強引矢の催促

門口泰宣さんは更にその成果を敷衛して学説シリーズに挑戦したそうで、以下笑介します。

主 の 機 嫌

幸 `1`:三 I三二::I:!:][::論

ダーウィンとごますり

I主体員

JLLtロゴ23 σDた姜貝 r」    出たがりは遺伝か

おも米争

…

ヒ半J    ダメチームのカント苦

召蜃勇 淫 ノ0法 貝J  落ちる話

(エ ッ、又週間読売に載ったんです力ヽ ハイ、習慣になりました)           _
◇

『サラリーマンことわざ笑辞典(29)～ (30)』 (作 :曽田英夫)傑作選

アイデアの利 (漁夫の利) >儲 かる為にはアイデアを出さなくてならない。

都庁の屋上から飛ぶ (清水の舞台から飛ぶ) >思 い切りすぎたかな。

エステに励むOLは頭脳乏し (き らに富める女は頭脳乏し :独)>才 色兼備もいるが。

職場の花は男に泣く (き れいな花は山に咲く) >良 くも悪くも、ありえますね。

接待費を使つてステーキを食う (金を炊 (かし)ぎ玉を食う) >元 の意味は「立派な御馳走、

贅沢な料理」でサラリーマン向けに直すと、こんな感じかもしれない。

社訓耳にさからう (金言耳にさからう) >と かく人の言うことは聞かないもの。

最近植木等さんが復活してますが、気楽なサラリーマンは復活しないと言われています。
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特別寄稿 =夏バテをぶっ飛ばそう=

7月 の例会で披露された南家芝楽こと矢柴成雄さんの力作はとても好評でした。
通常は例会持参の作品の一部を笑介するのですが、並々ならぬ努力に敬意を表し、その全貌を

読者の皆様にも知って頂くのも参考になるのではと考え、以下に笑介することとします。
どうぞ、お楽しみ下さい。

東京23区 区名由来うそ八百  献麟 作

1.江戸川区 この区を流れる川が干上がる頃には江戸はすっかり乾くと言われた。即ち『江戸

乾く』いや『井戸乾く』と東北人が言ったので、標準語に書き直したともいう。
2.葛飾区  この区の人は鹿の肉をカツにして喰べる。即ち『カツ鹿喰う』また勝新太郎が蚊

を喰べたので『勝氏蚊喰う』ともいう。
3.足立区  この区の人のファッションは一種独特。それを最近英語では『アダチック』とい

う。また友達を喰う奴もいて、それを見た友人が『あっダチを喰う』と早口で叫
んだからともいう。

4.墨田区  この区を流れる隅田川は一時濁って臭かった。隅田の濁流、略して『隅濁』は嫌
だといわれた。またこの区は暑いので汗をかきやすい。そこで黒い汗を一杯かい

ている時は特に汗ダクといわず『墨ダク』という。
5.江東区  この区に住む関西人は最近ウォーターフロントは値上がりすると考えて、この区

の土地はなんでも『買0う とく』傾向があり社会問題になった。

6.台東区  この区の外国人はいつまでたっても濁音の発音が出来ない。赤ちゃんをだっこし

て「ワタシアカチャン『タイトク』ウレシ」などという。~  7.荒
川区  この区では洗濯物がよく乾くので、いつも区民は『アラッ乾く』と驚いている。

8.中央区  この区ではマンションの家賃が高い。住民はいつも「『中央苦』じゃ」と言って

は嘆いている。

9.品川区  この区にいるとなんでも手に入る。即ち『品が湧く』ように出てくるらしい。密

輸品の疑いあり。

10。 文京区  この区の住民は頭の狂ったような俳句を連ねた文章を書く。即ち『文狂句』とい

われる。

11.千代田区 この区にかつてタリ訪日賀の千代女が住んだことがあるが、少しもいい俳句が作れ

ず駄作ばかりだった。即ち『千側駄句』といわれた。一説には汗ダクになって句
作に励んだので『千代ダク』ともいったとか。
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12.新宿区

13.港区

14. Jヒ区

15.豊島区

16.渋谷区

17.目黒区

18。 中野区

19.板橋区

20。 練馬区

この区は高層ビルが増えて子供が減った。新しい塾など生徒がゼロ、即ち『新宿

空 (ク ウ)』 となった。一説には真珠を数える新しい九九を発明した人が自ら名付け

て『真珠九九』と力ヽ

この区に住むと外国人が多くて自然と語学を学べる。本当に『皆得』だと噂して

いる。いやいや外人が六本木の賑わいを見て、日本は本当に経済大国 町e納得』

と言ったと力、

この区は皆家に返るのが早いので少年の非行も少ない。当たり前だよ『帰宅』だ

よね。

この区には若い女性が多い。従ってオール ドミスはそれを苦にしている。『年増

苦』だ。また悪い株屋が沢山いるので警視庁が『投資マーク』せよと指示したか

らともいう。

この区で売っている薬は渋いけどよく効くと評判で、『渋薬』はよく効くと言っ

ている。その他、彼女がラブホテルの前でぼやく、即ち『Sheぼやく』がなまっ

たものと力fL子が渋谷の夜を見てばやいた『子 (シ)ぼやく』がなまったとか諸説

あり。

この区の女性は『目黒く』肌白い美人が多いとかいう。本当かな。ホステスのメ

グちゃんが六人もいたので『メグ六』ともいったらしい。

この区の人は必ず トイレなどのドアの中央をたたく。即ち『中ノック』する癖が

ある。

この区の夫婦の喧嘩の激しさは有名。いつもなぐりあって、アッ痛いっバシッと

やってクーッと伸びてしまうまでやる。即ち『痛ッバシックー』となる。

この区の人はせっかちで、うどんはうどん粉を練って種子のように蒔けば、にょ

ろにょろと生えてくると思っている。即ち粉を『練り蒔く』人ばかり。正常人は

小麦を蒔いて実ったら刈り取り粉にして、そして粉を練りうどんを作る。

21. 杉並区  この区に生えているスギナは煎じると身体に効くと健康雑誌に書いてある『スギ

ナ身に効く』と。どっこい、杉良太郎がここで牛丼の並を喰べてたのを人が見て

『杉、並、喰う』と驚いたとか。

世田谷区 この区の女性はノッポが多い。あまり大きくて結婚相手も少ない。それで、あの

娘は背が高いと言われるのが苦痛『 “背高や"が苦』になる。

大田区  この区の人の家はみな大邸宅ばかり。『大 (オ
ー)宅』ばかりなのだ。

以上23区全部を作っていたら、頭狂徒民 (ト ウキョウトミン)になった。あ―ぁ。

ひとつでもおかしいと思ったなら、あなたもやっぱり頭狂徒民です。

-4-

7El



『如是我聞』 (平成 3年 7月 25日 神山南朝作)

★  「お父さん、会社のお食事券って何が出るの ?」

「大したものは出ないよ。カレーとか焼きそばとかラーメンとかそんなものだよ」
「

=ヽ

―ん、じゃあ大きなお食事券は?」

「大きなお食事券 ?」

「さっき、テレビで言っていたよ」  ―

「あ、あれか、あれはね、もっと不味いものを食べさせられるんだ」

娘に汚職事件を説明するのは難しい。

★★ 機密資料力滝レ‖こ漏れると言うことで、種々対策を行ったが、どうも今一つ効果が上がら

ない。

そこで、最後の手段として極秘の文書は、全部機密室に仕舞うことにしました。

何故これが最後の手段かと言うと、実はそれが最高機密なので申し上げることが出来ませ

_7   ん。兎に角気密の部屋なんです。

★  「おばぁちゃん、お願いだから『痴果老人』なんかにならないでね」
「あたしゃ大丈夫だよ、こう見えても都会育ちで、今だって都会住まいなんだから」

何か、酒落なのか、ぼけたのか分からない。

★★  「ウィンブル ドンの決勝は、 ドイツ人同士なんだって」
「同一人同士でどうして戦えるんだ」
「?」

★★★うちの娘どもは、急に相撲ファンになって、貴花田と言うとテレビの前に飛んで来るよう

になったのは良いのですが、上手投げを打つ力士の方が上手くて、下手投げを打つのは下

手なのだと思っているのには困っております。

(ドイツ人同士の勝負はどいつが勝ったんだ? シュティヒ選手でしたね)

ありがたい「快 笑 論」 by “メッセ貝"(石井志津夫)

笑いは宝 笑いは百薬の長ともいわれ 良く笑う人は 健康で長生きするようです 日常生活

v の中に笑いは沢山ありますが 良くない笑いもある 高笑い 豪傑笑いの カンラカラカラは
一寸見下された思いがするし まして嘲笑 冷笑 含み笑いは心外なり 愛想笑い お世辞笑い

思い出し笑いも気味が悪いし 笑い上戸もはた迷惑 やはり爆笑 快笑 朗笑 微笑の効用は図

りしれない 中でも ジョークで快笑としゃれたい 古くから 「笑うF別こは福来る」 「笑う

顔は打たれぬ」 「笑顔に勝る化粧なし」 (女性の方々にntられるかな)などと言われ 笑いの

大切さ 笑いの魅力について言われております さあ 「気持ち良く笑って ストレスを解消

(快笑)し よう !」   何卒 一笑に付さず 玩味して笑い飛ばして戴きたい

(今までは笑売人もいました力ヽ これからは笑媒人も増えそうですね)
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十人十飢

ほんの少しだけニヤラと笑う人も居れば、大きく口を開けて幸せそうに笑う人も居る。

ワンテンポ遅れて、成るほどねえ、という顔つきで笑い始める人も居る。

可笑しいよね、可笑しいよね、と確かめてから笑う人も居る。

ワ ッハ ッハ ッハ。

ウフフ。

とにかく笑い方も様々です。

7月 26日の例会は、会場が代わったこともあり、準備も大変でした。会場運営に慣れるまでも

う少し時間がかかりそうです。

さて、 7月例会参加の十人は

神山徹 (南朝)・ 曽田英夫・矢柴成雄 (南家芝楽)・ 長井敏・横山朝夫・石井志津夫

豊田洋代・月ヽ田明子・岸上眺清 (と しきよ)。 野本浩一

でありました。初参加は岸上さん。ジョーク投稿のベテラン、大先輩です。当会がどんな雰囲

気で行われているのか、遊びに来られました。気に入って頂けるといいですね。

例会では現在以下のようなことを行っています。参考にして下さい。

1.会費・カンパの徴集 男性 2千円/女性 1千円 (食事が無くなったことへの機敏な対応)

2.会報『伝笑鳩』の封筒詰め//切手・宛名シール等の貼付 (伝統の共同作業)

3.各人持参の作品の発表・添削 (傑作や苦′己昨等玉石混清なるも又楽し)

4.手紙や不参加の方からの投稿の笑介 (無いこともあり、気にしない)

5.ジ ョークサロン関連の新聞・雑誌記事の笑介 (同上)

6.二次会 (無いことは無いように全員で努力するが場合によって無いことも有る)

7.別れの挨拶 (又、来月会いましょう)

8.会報『伝笑鳩』をポストヘ入れる (ドサッとね)

作品募集しています。どんどん送って下さい。

送り先  『伝笑鳩』変集鳥の野本浩一氏の自宅です。

〒 154 東京都世田谷区駒沢 1-22-24 F302
●      (03)3424-5927

次回は9月 27日開催。会場は内神田社会教育会館。

第 4週です。間違えの無いようにお願いします。

内神田社会教育会館は

住所 :〒101千代田区内神田2-1-8
臨 舌:(03)3256--8447
」R神田駅及び地下鉄大手町駅から徒歩 7～ 8分です。

尚、作品がありましたらコピーを持参下さい。

伝笑鳩No.23

発行

数 鳥

変集協力

1991.8.30

野本浩一

曽田英夫/豊田洋代

神山徹/石井志津夫

横山朝夫//長井敏

同巣会ジョークサロン
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