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今月の一笑

1月 号～～～ん～～～んん～～～～～NQ2 5～～～～～～

「おじいさんとおばあさんが」 今昔

昔 ― あるところに

今 一―ところどころに

先 ― いたるところに 〔高齢化急ピッチ〕

(千葉市/石井織 )

『伝笑鳩』もお蔭様で25号の発行となりました6

お手紙を送って下さる皆様、月にす度の例会に参加して作品を披露して下さる皆様、編集に協

力して下さる皆様、いろんな皆様のご協力で無事に発行 0送付が出来ています。

今回は日頃の皆様のご協力に対する感謝の気持ちを込めまして、手紙 0作品・近況を御報告さ

せて頂きます。敬称は略させて頂きます、ご容赦下さい。

〔教養〕

〔知調

〔Al聞

〔躙

〔分別〕

〔i』:'うど,〕

〔】」見〕]ずこ〕

〔足下〕

G当 し〕

〔肝 (きもったま)〕

〔Eユ〕

・低いつもりで高いのは   〔気団

・浅いつもりで深いのは   〔欲〕

・薄いつもりで厚いのは   〔面の皮〕
0弱いつもりで強いのは   〔カ

・少ないつもりで多いのは  〔姻
e遅いつもりで早いのは   〔催促〕

・近いつもりで遠いのは   〔夫婦〕

・暗いつもりで明るいのは  願 〕

・無いつもりで有るのは   〔借り〕

・ガ、さいつもりで大きいのは 〔観

・知らないつもりで

知っているのは  〔他人〕

児玉美子」諜Lぅ慇ぃ野PE凛雄察:|｀雪苛夕塚票i縫鴬児
て言われて、とても)酷ちにしています。どうぞ、今後もよろしくお願いいたします。

時節柄お体御大切に御活躍下さいませ。

(併せて切手のカンパも沢山頂きました。ありがとうございます。 10月 8日受信)

石井志津夫日ξ慰 穐義の難 よ疑「遺ξぶ tし_、る
とは思いません力ヽ 大切なことは「つもりちがい」を自覚し「自覚せる有能型人間」になるよう
に勉めることではないでしょう力ゝ そこで今月 (9月 )は、人間性・人間味のある言葉でこれを

考えてみたいと思います。あなたならどう答えます力ヽ

・高いつもりで低いのは
0深いつもりで浅いのは
0厚いつもりで薄いのは

・強いつもりで弱いのは

・多いつもりで少ないのは

・早いつもりで遅いのは

・遠いつもりで近いのは
。明るいつもりで暗いのは
0有るつもりで無いのは
0大きいつもりで小さいのは
0知ってるつもりで

知らないのは

(3月の初参加以来精力的に作品を持参して頂き例会の盛り上l力こ貢献して貰っています。

間にも4回投稿して3回採用されたとか。今後も期待.しています)
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劇 ||フ娠こ戎准EI考1「高薄種

`1「

ム捨gttζニア[言:λり」:」影柔:ゝ彗F雀
つ。`

0「サーフィンやってるんだって? 上手なんだって ?」 「ナミですよ。波 !」

∇果物売り場にて「おいしそう。よく熟れているようね」「どれも、よく売れています」

◇相撲人気がすごい。稽古熱己ヽな力士にファンの眼も注がれている。先場所から、「待った」

に対して制裁金 (罰金のこと)が課されるようになった。だから力士達は頻りに仕切りの稽

古に励んでいる。

фヨットの単独世界下周にツ臨   「公海での航海は、公開するが後悔はしません」

0「これコピーを取って下さい」「A4サイズでいいですか」「それで、エエヨン」

Ψ剣道場にて。「先生、今日の稽古は木刀を使うんですか」「木刀は竹刀 (し ない)」

◇二三年でも育児に専念 (千年)と は、これ如何に?

,三十リットルのガソリンでも満タン (万タン)と言うが、如し。

(今回は二ヶ月分ありましたので、力作が多かったようです。感謝、感謝であります)

加藤栄一篇暫襲蘇露」i塁凛鰐す∫
筑
薇 轟甦奮

ら笑
いとこ「救急患者が来たときはどうするの ?」

新米医師「まず血圧を測ってね、それが安定していて、呼吸していたら、すぐには死なないか

ら、時間がかせげる。そこで宿直者のマニュアルをコチョコチョと読む」

いとこ「痛くてたまらない患者だったら?」

新米医師「痛み止めの注射をする。これもマニュアルに、この症状の人にはこの種類の痛み止

めは使えないというS、 うに書いてある」

もヽとこ 「外来では?」

新米医師「わからなかったら『ちょっと様子を見ましょうね』と言って患者を帰してから、コ

チョコチョと読む。または『新しい薬を出しましょう』と言って帰して、コチョコチョと読んで

何の薬を出すか考える。患者の前で読まないのがコツね」

(意志薄弱では医師には成れませんから、図太い神経が必要なようですね)

野本浩一」翠崎輪鬱儡退了『τ鷲曹塩纏£Tの
時チ

14年前から始めた葉書通信 (通称 :ダジャレ通信)が今年の9月の分で丁度百号になりまし

た。初めは毎月出していたのですが、途中休んだりしまして、やっと念願の百回記念号が発行さ

れました。身の回りでの笑える話とかダジャレを折り込んで友人・郎ヽ こ送っているものです。

同巣会の産みの親とも言うべき故山下広蔵氏との縁を結んだ葉書通信でもありました。

古い葉書通信の中に、『伝笑鳩』に相応しい文字遊びを見つけました。アナグラム (文字の並

び替え)と いう遊びです。

『鳩の着物が、野本の葉書』 (はとのきものが、のもとのはがき)と遊んでいました。

変集鳥になる運命にあったのでしょうか、ねぇ、やっばり。
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神山南朝
(9月例会作品)本名は神山徹b曽田英夫及び変集鳥共々新生ジョークサ

ロンの世話役です。ゆったり、ゆっくり、ゆうゆうのペースです。
『如是我聞』 (9月 27日、所により不許複製)

★  さる文章教室で「死について」という課題がでた。

日頃の覚悟の問題かも知れないが、皆一斉に書き始めたのに、私は一行も書けない。

こんな重い題を突然出されても困るのだ。五年ぐらい前に予告をして、一年前に確認を

して、かつ、一週間前に念を押してくれなければ到底書けない筈だ。仮に書けたとして

もそれは表層的、概念的なものになるであろう。当時世界陸上選手権大会が開かれてい

たので、考えた挙げ句につい「死について、ヨーイ、 ドン」と書いてしまった。

★☆ バブルが弾けて、連鎖倒産の恐怖が広まってきている。

知り合いの毛羽興産の社長の家では、社長のことを「父上」と呼ばせているそうだ。
_     大きな声で「父さんJと呼ばれて、ぎくっとしたからだそうだ。

☆☆★「今日使った石鹸はえらく泡が立つが、どこで買ったんだ ?」

「買ったのじゃなくて、銀行からの頂きものよ」

★★ 詰まらないジョーク作りに精を出しているKさんの所へ Sさんが来て、
「君はよくそんなことに頭が回るな、いっそ金儲けにその頭をつかったらどうかね」
「いやあ、使いたいんだが、金となると肝いの首が回らないんでね」

★★  「この問題は、技術や方法の問題ではなくて、常識の問題だから、顧間のT先生の意見

を聞こう」
「T先生は、専門外になりますが ?J
「専門外でも良い、T先生は何と言ったってコモンセンスがある」

(如何でしたでしょうか。なかなかひねりも効いて、聴いていますとついつい笑ってしまうの

_ であります。未だ、お聴きでない方は是非例会にご参加下さい。グッ、ですぞ)

豊田洋代勇躯鯨クしみ1曇 ;りξ;ip魔ふ輩mtif彎2晋

ッパでは人気のあるインテリアで、鏡の裏から図柄を彫り込み、着色しまして、更にそこに照明

(蛍光灯ETC。 )をセットして、昼は鏡、夜は少しお洒落な明かりとして使用するものです。日本

では、私が最初に作成しています。どうか皆さんお立ち寄り下さい」という発言がありました。

実は今も展示されています。普通の家だと一寸大変かも知れませんが、レストランや喫茶店に

置いて貰うと映える感じです。お近くを通る時は、是非覗いてみて下さい。

例会ではジョーク作品の発表が少ないのですが、こんな立派な作品を作っているのですから、

これはもうジョークどころではありませんね。皆で応援しましょう。

前回披露の『ああ一年の』の続きに期待しています。
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.拶康5塾篭義J河 J署旨  (9月例会作品)☆ 前回初参加の葬康5塾焉評でございます。

ひ  [bい 力二か オ3 回りから、しじゅ―臭い (49歳)と嫌われている研修屋のガ輝J

幸でございます。今後共、馬鹿々々しいところで、おつきあいの程、宜しくお願いします。

今回は、嫌臭亭ということで、葬康5塾=嫌な臭いの代表選手である圧二 (おなら)について

蘊蓄 (うんち()をかたむけみました。尾籠(あう)なお噺でご勘弁を・………

圧已  ①腸に溜まった気体が、尻の穴から吹き出たもの。「屁をひる」

②転じて、価値のないもの、頼りのないもの。
「屁とも思わぬ」「屁のような話」「屁理屈」「屁の河童」

別名、「放屁」「おなら」 暉Jじミ(てんしき)」 ともいう。

英語では、wind, fart break wind(屁 をひる)

屁   の 中
「あおによし」は、奈良の都の枕詞。

あるものに接頭語の「お」を付けると、丁寧な、親愛と敬意を表す言葉になる。
「おなら」も「鳴らし」に「お」を付けた「お鳴らし」の略と言われる。

それならばと・・ 0000「お」を付けた言葉を、お「なら」べてみました。

腸から出た気体を、腸から出た固体 (粕)に漬けたもの。

漬ければ漬けるほど味 (臭い)が濃く (酷)なる。

座ってする大きなおならのこと。

屁る遮那仏 σ櫨遮那仏)と もいう。*
いにしえの、古風な香ばしい風

繰り返して嗅いで、その臭さに慣れること。おならし運転。

地獄のような抜け出すことのできない、底知れぬ臭い風

手に負えない屁b素行の悪い風

山野に生ずる自然に屈Lと きどきドングリ状のものが飛び出

すこともある。みずなら、こならという種類もある。

放屁することが習
l慣となっていること。

二人で並んでする風

Silent、 静かな、音を立てない屁

(ブー)―― (ス～)
―

 (ピ・・・)

(厩ンし

`亀

鳥)*「びるしゃなもミつ」が正しい読み方です。

(実は9月例会は女性が 4名 も参加しまして、女性らしい香りが会場に溢れていたのです力ヽ

この作品が披露されるや否や、抱腹絶倒ならぬ放屁絶倒の様相を呈し、かつて誰も経験したこ

との無い一種独特の香りの中で笑い転げたのでした)

屁 (へ)んな日本語 屁  理  屈

お・なら (奈良)づけ

お 。なら (奈良)の大仏

お 。なら (奈良)の都

お 0な らい (習い)ごと

お・ならく (奈落)の底

お 0な らずもの

お 0な ら (楢)の木 (実)

お 。なら ぐ慣)わ し

お 。なら (並)び
お・なら (鳴 ら)ない
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才L/Jヽ者決夢キの   (奥村篤史 :9月例会作品)☆ 回文に挑戦

ア ッ シ ー 雇彗 『軽t潮織 な子猫何匹いるか』『酢豚作リモリモリ食ったブス』『品

川に今住む住まい庭がなし』というのはコピーライターの土屋耕一の三大傑作ですが、稔 l耕
のアッシー君も、ジョークの鬼の端くれとして回文に挑戦を決意。一週間というもの、電車の車

内刷り・新聞・ちらし広告と目に入るものは何でも逆さから読んで、意味の通じる言葉探し。会

議の資料も逆さ読みで、心も虚ろ。この努力に関わらず成果はアリのキンタマ。全くJヽさい。快

文ならぬ怪文だらけ。恥ずかしながら図々しくも紹介 (小回)ラ亀

回文作りに挑戦して…  ダメダ ダメダメ メタメタ ダメダ

秋場所を見ながら…   いい力士は 仕切りいい

末娘が愛猫ルナに…   子猫の子 泣くな この子猫

毎日洗濯のわが愛妻が・… いい女たまるサルマタ難を言い

v 身近になった老後を考え…預金いくらが楽隠居

更に老後に…      形見は印のみだが 形見の印は見たか

誰に?…        悪い手ね いやいや やいやい 寝ているわ

何を?…        イタリヤでやりたい

誰が?…        私好き まさお様 キスしたわ

短文なら !…      イラクは暗い 大家色紙書いた カッコイイ国家

大惨事は人災だ 恩人にニンジンを 三人は犯人さ

(長い回文或いは短くても流石と思わせる回文は作者の苦労が報われるもののようです)

門口泰宣基甦r」薦竃肇慮鯨財ぼFビiti夏:さ ?艦
“不倫特集"とお馴染みになった映画の題洒落から笑介します。

単身不倫 寂 しさについ負けて     不倫火山  “家裁"流に注意

不倫公論 この種の記事が多いみたい  不倫口論 ばれたら大喧嘩

v   人の不倫みて我が不倫直せ 無理でしょう

なり不倫構わず 婚約不履行で訴えた例の人

ローマの休日→老婆の休日 (欧米の観光団体のお話)

理由なき反抗⇒理由なきハンコ (は押さないようにしよう)

幸福の黄色いハンカチ→幸福の黄色い絶叫 (某幸福の科学の某小川知子)

アラビヤのロレンス→遊び屋の老練師 (遊びはラクダ)

曽田英夫か駆讚ポbl元』苫:κζttittξ職 』宴″
朱に交われば赤くなる→酒に交われば赤くなる>場合によっては青くなる人も…

小事にかかわりて大事を忘るな→文字にかかわりて主旨を忘るな 或いは
→新事業にかかわりて本業を忘るな>多いですね、こんなことが。

小食習って家を作れ→小食習つて家も作れず>倹約 しても、高すぎて家も作れない。
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ガ端岨 か麒 C:奪T仇≧墨百奨言耀堆判。鰍
事務室で聞

小林邦子喜翼鼎箕●L衛翠繁題鰻爾2麓Ft後 餓r加

曽根―壽所基[霰篤鶴鴛鯛機鶴蟹:慧
きた亨を動しましたが

仕事の関係で、一日に新聞 5・ 6紙に目を通すそうです。新聞も酒落を駆使しています。
『出回るのをマツだけ !?』 (輸入も激減高値マツタケ)  『肌にくい込み、上位くい込み

ならず』 (ユニバ新体操でレオタード騒動「日本製」だから減点対象 ?)
『墓ない行列 300人』 (都営霊園申し込み格安で今年も人気)等々

(も っとスゴイのがスポーツ新聞で二面にデカデカと酒落があり勉強になりますよ)

小田明子どT夕;ヾf昇解彰狐ζ蔭ヒ霧T署璧Ь奪製
こ謝し

面白い作品には笑顔で答え、面白くない作品には「ダメッ」という言葉が返ってきます。

(9月 l1/1ヽの字で始まる名前の女性が 3名。小が笑に通じたのでしょうか?)

横山朝夫獣那蓼鍛笏賛錦甦鯨越鷺藤量

`系

『猟舞鷲9
パを頂き助けて貰っています。 11月 の忘年会は楽しみにしましょう。

長井敏ξ贔襲lli:薯縣5:ぷ牙製]先ネ警ett「塩」雖
ったら、どれも何時もやっているものばかりで、隠していた芸を発表した人はいなかった。
マジックも佳境に入り、ネタの上にシルクの布を被せたら、すかさず声あり「隠し芸だからと

言って隠すナー」

(マ ジック同様にジョークも何時も同じものが、出ることは多いからしょうがないか)

お知らせ基超錯鑓LT総群尻蟹与yの
忘餘を離します。

日時 11月 27日 午後 6時から開場しています。

近郊の方には案内のコピーを同封しましたので、是非ご参加下さい。
――来り硼ら

次回は11月 27日 (水)開催。会場は薦 己

千代田区神田錦町3-3東京国税局・神田税務署 7～ 8F
部屋表示『東京国税局神田分室 大蔵同窓会』の部屋8

今年最後の例会は12月 20日 の予定です。

笑い納めには少し早いのでしょうが、早め早めが宜しい

と思います。

イ云タコ烏NQ2 5

発行

数 鳥

変集協力

1991.10.25

野本浩一

曽田英夫/神山徹

長井敏/石井志津夫

貼 慌 ル
/Fl嘲

誼

同巣会ジョークサロン
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