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紀子 さま真子内親王を ご出産
次は理子 さまでキ・ マ・ りだ。

今月 の一笑
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謹賀新年おめでとうございます。
新生 ジョークサロンも皆様のご支援を得まして、無事新年を迎えることが出来ました。
変集部に も沢山の年賀状が届 いております。
防府に住む人、抱負のある人、豊富にある人。皆様か ら頂戴 しました、年賀状 を笑介させて頂
きなが ら、今年 も又、サ ロンに集 う皆様並 びに『伝笑鳩』読者の皆様の活躍に思いを寄せ、新 し
い年への期待を膨 らませたいと思います。
それが、新年年明けのキ・ マ・ りですか ら。
では、サロンに参加の皆様か らご笑介 します。

簿

昨年中はいろいろお世話になり有難 うございました
本年 もどうぞよろしくお願 い申 し上げます (神 山徹)

『如是我聞』からオマケをひとつ。
子 「お正月 にどうしてお供えを飾るの ?」
父 「そなえあれば憂 いな しって言 うだろ」

笑 門 来 福

杵

もよろしくお風 ヽ
申 しゴ

ます

皓 田敷

)

雪 謹 賀 申 年 雪
町 鎮 露 鷲 鍔 務 競 募 L亀 んでごザル。新 しき搬
をはき、サル トリーウィスキーをちびちび飲みなが らムサルグスキーコルサ コフを聴 く、静かな
咤 今年のモ ッ トーは『見ざる
正月を迎えて ござる。今年 はサル トルを読みたいとも思 ってごザノ
言わざる聞かざる』で もこれは無理:や はり大いに『見なさる言 いな さる聞きなさる』でござる。
で も今年 は息子が高三の受験生 に。 『猿すべ り』と『猿 も木か ら落ちる』は言 って はな らない禁
句でござる。バ ブル もはじけ、株 も低迷去るマネー、我 らサル リーマンに も厳 しい予測。外出す
る時は門鍵 (モ ンキー)し て出掛けましょう。今年 もよろしく。 (奥 村篤史)
賀 正

竹

も九 ヽこ躁 会で盛 り麟

tり

ましょう。

好 田レイ∋

大鳥羽幸太郎・ 長井敏・ 矢柴成雄 さんか らも頂 いております。あ りがとうございます。
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昨年か らサロンに参加 した方 々か らも抱負が届 いております。
あけまして
おめでとうございます
昨年の一笑
ありがとう
石井志津夫

いい年かどうか
じんぱいだ
いま大切な ことは
しごとや しゅみで
ず い しょに主となることが
おおきなポイ ン トだ

謹んで新春のお慶びを申し上げます
昨年の至 らなさの多きを反省 し 今年 は 「さる者」 と言われるような 人物 になるべ く努力 し
たいと思います (F]口 泰宣)
謹賀新年 あけましておめでとうでござる ! 今年 も笑いころげるぞ

! (平井幸雄)

あの抱腹絶倒のひとときは健康増進 にとて も役立 っております。
今年 も笑わせて下 さい。 (山 田ちづ子)
見猿聞か猿言わ猿などと 言 っておれなしY情 報化

(高 木正明 :12月 初参加)

『伝笑鳩』読者の皆様か らの抱負 も豊富に届 いてお ります。
み
わえきる しょ
うし,ん
壬 申 頌 春

・ 去年やり残 したこと<ハ ンセー >
0今 年 も続けてやりたいこと<サ ンセー >
・ 今年 どうして もやりたいこと<セ ンセー >

今年 も伝笑鳩を楽 しみにしています。幸せな一年であります ように

(芝 原健夫)
(井沢誼子)

お猿さんとかけて 「玄関の鍵」 と解 く。心 は 一― F号 キー (MONKEY)。
は 一― 真似 (MONEY)力 湖送 。
らヽ
お猿さんとかけて 「守銭奴」 と解 く。′
「
いな
さんとかけて
お猿
煙が嫌
相手」と解 く。心は 一― 嫌煙 (犬 猿)の 仲。
=題
新春を迎え、皆 々様のご多幸 とご健勝を心よりお祈 り申 し上げます。 C珊 わしに)
新春
なぞなぞ

迎春

申

昨年 は楽 しい定期便をありがとうございました。今年 はぜひ表舞台でキメテみた
いと思 います。 (反 省 !) (西森和枝)

、
目TIEE中 戟蜂騰 。
⊃
島
貞
他 には井上葉智・ 谷野英雄・ 4ヽ 西祥二・ 広川友雄・ 藤沢浪子・ 倉持節子・ 国本嘉寿子 さんか ら
も届 いております。盛 り上がりの 1992年 を目指 したいと思 っております。感謝感謝。
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平 田 レイ子 『ひとコマ』
例会参加の主婦代表の平 田レイ子 さんの作品はひとこまの漫画です。身近な笑 いがマンガと共に
蘇ります。長か った入院生活が終わ り、復活の『ひとコマ』か ら幾つか笑介 させて頂きます。
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例会参加者作品
12月 20日 の例会参加者の作品を披露 させて頂 きます。
カズ・ コ トバ・ ァソビ (そ の 3)
嫌臭亭小利幸 (平 井幸雄 ヒライタカオ平板顔 )
日本でも、世界で も「 3」 は聖数とみなされ、 1と 2の 対立を超えた新たな完成・統一・
安定を意味 し、又、 「多数」 「沢山 (た (3)」 を意味 した数字である。
世界には奇数を好む民族と、偶数を好む民族がある。 日本人 は奇数 を好むようだ。例え￨よ
七 7T三 のお祝 い、好きな リズムは七五調、俳句 は五七五の十七文字、お七夜 に初七 日、四十
九 日、祝儀の一万円・三万円・ 五千円、七人の侍、五輪 の書、三三七拍子、三本締め、相撲
の三役揃 い踏み・…・。
日本人は割 り切れるものを嫌 う。 ところが、足 して二で割る解決法、歩
み寄り三方一両損など無理な く妥協することを知 っている。
△ 昭和 33年 =中 学 3年 =東 京タ ワー 333m=受 験番号 333番 =3ご と合格
△Three box,Three line?… …・3つ の箱 と 3つ の線・…¨品川
△ 3つ のこど もが大人の食べ物を食べていました。・…¨山菜 (3歳 )料 理

｀

『如是我聞』 (神 山南朝 )
妻 「今 日行 く委員会 は何で したっけ ?」
夫 「教育委員会」
『サ ラ リーマンことわざ笑辞典 (54.55)』
¨
卵 と誓 いは くだけやすい → 組織と連帯はくだけやす い >下見頑丈そうだが。
保つよりも得るはやす じ → 保つ も得 るもむつか し >特 に地位はむつか し
男女七才にして席を同 じうせず → 男女均等法 に して席を同 じくする >男 女平等の時代
血の出るような金 → 血の出るようなロー ン >物 価 は高 く、 ローンはさらに高 く
提灯持ち足元暗 し → 提灯持 ち足元明る し >・ ・・・
☆☆
妻
夫

『晩酌』 (メ ッセ貝 こと石井志津夫)
「今夜 はどうして三本 も飲むの ?」
「‐本調子 と言われたんでね。 カラオケで」

♪♪♪♪替え歌だよ、おとっつあん (門 口泰宣)♪ ♪♪♪
*チ ョイ トー円のつ もりで くすね いつのまにや ら百億円
気がつ きゃあ 警察の留置場で ゴロ寝 これ じゃ世間に言い訳ないよ (ス ーダラ節)
*手 放す ことは辛 いけど 仕方がないんだ 借金のため (星 影のワルツ)
*悔 し涙を手で拭 いて あなた 私を編 したのですか
愛 して も愛 して も アーアー 人の夫 (さ ざんかの宿)某 女優さんの話 ?
*南 国土佐で知事 となり NHKを 出てか ら幾月 ぞ (南 国土佐をあとにして)
今年 は賑やかになりそうですね。お楽 しみにどうぞご期待下 さい。
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年明け早 々の話題 はとにか く米国のブッシュ大統領の訪日に伴 うものが 目立ちました。
中で も、 1月 8日 の晩餐会の席で倒れたことが世界を駆け巡 った訳ですが、起 き上が って 「皆
さんの気を引 こうと」と言 った大統領 も流石ですが、 「大統領の退場 はテニスで大敗 したか らな
のです」と切 り返 したバ ーバ ラ夫人のスピーチが見事で した。
今回の大統領の訪 日の成果 に関 しては賛否両論あるようですが、夫人のユーモアが大 きな成果
を収めたのは事実 のよ うです。当意即妙なスピーチ も日頃の生活に浴れるユーモアの賜物です。
先月号で沢山の方か らのお便 りを笑介 しましたが、年末 に届 いた ものか ら追加笑介を します。
青森県南津軽郡/力 ￨1雅 幸 初めてお手紙を差 し上げます。 『伝笑鳩』いつ も楽 しく、又、皆
しなが ら拝見致 してお ります。
様のパ ワーに感 とヽ
少 しなが ら切手のカンパをさせていただ きました。今後共、よろしくお願 い致 します。
昔、祖父か ら聞いた津軽のユーモア話です。
問 「ハエが多 くて困 った。退治する方法は ?」
答 「洗面器に白酒をた っぷ り入れて、マギ (昔 の馬 ′
l、 屋の三階のこと)に 持 っていき
家中のハエがそこに集まったら、そっとハ シゴを外す」
いつ も楽 しい会報 『伝笑鳩』をありがとうございます。せめてご肺 じ
に、自分で も何か 一笑 "を と思いなが ら果たせず にいます。一笑懸命
なんですが一笑果たせず に終わるので笑か。
職場では駄酒落老人でとおり、我なが ら今のは 名 (迷 )句 "と 絶句するほどのが (と くに酒
席 =私 は秋田県文書広報課主幹兼主席部長補佐なんですぞ=で は)ポ ンポンと口を衝 いて出るの
ですが、そのあと、どんな話だ ったのか、その場面のことはす ぐに忘れ去 って しまうのです。 こ
れでは笑がありませんね。
実 は私 も職場では、下応は変集 鳥ならぬ 偏執腸 "な んです。ですが、県の広報誌の仕事では
真笑面か ら向かうことが多 く、 ウィッ トとかユーモアなんかタブーなんです。で、 こんな仕事を
二十年 もや って (十 年間は観光 とか議会 とか、それに大阪で も三年勤務)い るのですか ら、 これ
以上どうも笑 もないか もしれません。
引き続 き愛読 いた した く存 じます。
未だ相まみえぎる野本変集識
伊多波英夫
秋田市 ///伊 多波英夫

伊多波さんは今年還暦 を迎えるそうです。 『ホ ットアイあ きた』の編集が好評とのことです。
「賽の 目の出たとこ勝負で行きますが、笑 って見ていて下 さい」という新年の言葉が同封 されて
いました。頑張 って貰 いたいですね。
変集鳥の知人で秋田出身の方のモ ットーは 「秋田は秋田の風が吹 く」で した。賀笑
!

京都市北区/平 岡猛男 激動の (毎 年のことですかネ)1991年 もあと余日となりました。
平素は楽 しく愉快で思わずニヤリとする定期便『伝笑鳩』をお送りい
ただきありがとうございます。心からお礼申し上げます。せめて一年一回位何かをと考えている
のですが、せいぜい居酒屋でダジャレをとばす程度です。来年 こそは錯ついた脳に刺激を与え続
けねば考えています。 ヒツジからサルヘ どうぞ皆様良い新年をお迎え下さい
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12月 例会参加

12月 20日 実施

田明子・小野純江・ 神山徹・ 曽田英夫・ 高木正明・ 谷脇由美子・ 豊田洋代
石井志津夫
長井敏・野本浩一・ 平井幸雄・ 平 田 レイ子・ 門口泰宣・ 横山朝夫 *下線の方 は初参加
#日 経新聞の片野博司さんか らはウィスキーとツマ ミの差 し入れがありました。
0/1ヽ

初参加の高木 さんは長井さんの紹介です。ロコミでサロンの輸が広が っています。
石井 さんのロコミで数人の読者が増えました。例会で石井 さんからその方々のお便り笑介があ
りましたので、披露させて頂きます。
◎横浜市/塚 田七郎さん (商 事会社社長 65才 )
皆 さん連続 ヒット作を発表 していますね。 (中 略)私 の方は最近ケッサクが欠策です。
30年 位前の下ネタですが、当時街で見かけたパチンコ屋は冬はパチンコと看板が見えまし
たが春から秋の間は街路樹の木の葉がパの字にかか リチンコとしか、見えませんで した。
(最 近は電気が主体ですが、パロ ンコと洲ロチ ンコとか多いですね)
◎上尾市/乾 サチエさん (自 分の半生記 も出版された北海道生まれの主婦)
ジョークサロンの皆様、いつ も素晴らしい作品を拝読 させて戴きまして誠にありがとうござ
います。一番先に私の心を打ちましたのは 生き生き"し た文面が伝わって来たことです。
・ そのむこうにあるもの、文字の・ 。そのむこうにあるもの・・がスキ ップしてい
漢字の 。
るように感 じます。皆様の感性とお人柄がほとばしり出ているように思いました。
◎東京都世田谷区/川 又真三さん (会 社重役 ゴルフの上手な 48才 )
愉快な仲間とジョークを作 り、楽 しい雰囲気がありありと分かりうらやましい限りです。仕
事の合間に、 こうゆうことを考えていると、右脳が発達 し、ゴルフも生活 も何 もかもハ ッピ
ーになるのでは

!

作品募集中です

皆様のお手紙、投稿を待 っています。宛先が代わ りました。
野本 浩一宛
宛先〒158世 田谷区深沢 7‑5‑13‑305
お間違えの無いよ うにお願 い致 します。

郵送申込み受付

現在郵送中の方 には、戴 いた切手のス トックが無 くなる月 に連絡致 してお
りますが、現在は半年分 として 62円 切手 8枚 、一年分 は同 15枚 に変更
させて頂 いてお ります。 ご理解とご協力をお願 い申 し上げます。

……
16矢 口ら

申年 2月 の例会 は28日 に行 います。第 4金 曜日です。
会場 は内神田社会教育会館 小集会室
〒101千 代 田区内神田2‑18千 代 田区総合体育館7F
2,(03)3256‑8447
同巣会 ジョー クサ ロンの連絡先が変わりました。
〒158世 田谷区深沢75‑13305 容 (03)5706‑6492
野本浩一宅です。宜 しくお願 い致 します。
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