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永田調 (町 )怪 (解 )釈
鈴木元首相 ,・ ・金を善意で預かった
所は銀行と言 はずに善行 (幸 )と 言う。
(逗 子市/大 調 幸太郎)

今月の一笑

30号記念特大号です。
紙面は山色峙後の花 も30号 を祝 して全国で咲 く予定です。

葉書‐枚で始めた第 1颯 拗ヽ 彗ジ始めたの力ヽ 1989年 8月 で した。
1
掲載する作品をかき集めるのに苦労 したのがついこの前なのに、今では作品の選択に嬉 しい悲
鳴を上げる様に、なりました。月日の経つのは早いものです。本当に。
では｀至ll■l騰 こ披露させて頂きま
山の祝辞 頂き、
v沢
「
千
9。
由 l・ 3月 4日 着・ 東京都新宿区・ 村上祥子様 (30代 )
ごう
おめでとう ございます。三重業 (さ んじ
う
ゅ
)〈 〇〇がない〇〇がない○○がない〉ごめんなさ
い、または ⊂IDヾ ある□□がある□□がある〉の三重の業を背負いつつ もた くましく生き延び
て ください。女性なら三十路の女盛りですね。ますます才気と色気にみがきをかけてがんばって
ください。
宙 2・ 3月 4日 着・ 横浜市金沢区・ 門 口泰宣様 (50代 )
30号 を支えたジョー クサ ロン例会出席者の名前で職業を占えば 00000
ノモ ト過 ぎれば暑さ忘れる
野本変集鳥 クーラー事業部長
神山徹
奥村篤史
田明子
ガヽ
門口泰宣
高木正明

(そ

ひΦ

ＯＯ

補聴器製造会社社長 難聴 (南 朝)で 寄与 しています
アッシーには関わ りねえことで ござんす
木枯紋次郎原作者
￨
外務省経済協力課長 あた くし ODA"
替へ歌作詞家の卵
嘉門か ら回がかかるのをCome on Come onと 待つ
レポーター
曽
ブープー言 いなが らこの相関図を正 しく
平田豊
石井
明 ら力ヽこする
長

うなんですよ。何故か田の字 と井の字が入 った名前の人が出席者に多いんです)

由 3・ 3月 5日 着・ 埼玉県鳩 ヶ谷市・ 郷内末吉様 (40旬
30号 記念号おめでとうございます。 よ く3号新聞 と言われ、廃刊が多い中でよ く続 きました
ね。継続 は力です。本物 は続 く、続ければ本物 にな るも これか らも一笑続けて、笑 いを私たちに
与えて下さい。毎 日笑 って暮 らせることを望んでいる百笑の子 より。
(元 気が 出て くるなあ。 こんな手紙を貰 うと)
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.
由 4・ 3月 7日 着・ 大阪市阿倍野区・ 松川清様 (70代 )
30号 を祝す
若 き日の故山下広蔵塾 鳥は、 自線・ 角帽の 6年 間、 「ゲー」の愛称で仲間に親 しまれて いまし
た。軽妙な ジヨークは、そのころから光彩を放 っていました。
「ゲー」とは、 G線上のア リアの Gで す。かれの低域のボーカルは、ゆたかな胸廓 に共鳴 して
よくひびきました。その音質カシヾイオ リンの G線 をお もわせるところか ら、 この愛称が奉 られま
した。学内グリーの一員 として も、貴重な存在であったことは申す まで もありません。
健康 に恵まれていたかれが、伝笑鳩創刊数号に して逝き、病弱の私が 30号 記念 に相逢 うとは
一― 感慨あらたなるものが有 ります。
申 しお くれましたが、私は旧制の大学予科で山下と同期、山下夫人・ 貞子様の令兄 とは旧制中
学で 同期。伝笑鳩 12号 からの読者です。ともあれへ 30号 記念特集おめでとうございます。
鹿 5・ 3月 7日 着・ 横浜市旭区・ 西森梢様
(寅 さん風 に)
30号 で、満足 しちゃぁいけないよ―。
おい らなんざ―何本撮 った と思 って るんだい。
だけどよ―燎 鳥の苦労はよくわか ってら―な。
『伝笑鳩』は永遠です。

)

運騨

)

°

宙 6・ 3月 9日 着・ 名古屋市千種区・ 水野輝義様 (80代 )
喜怒哀楽を顔に出さぬのが美徳の 日本人も、ラジオ・ テレビで会話・ユーモアを楽 しむように
ようになって きました。民主時代言 うべ きことはユーモアを交えて言 いたい ものです。 「伝笑
鳩」のraison d'etreも ここにあ り、益々内容充実 してきました。変集部 ご一同のご努力￨● いよ
り敬意を表 します。月刊誌に発展する輝か しい未来 も遠 くないで しょう。
由 7口 3月 9日 着・逗子市・ 大鳥羽幸太郎様 (7040
KDF クラフ ト ドルヒ フロイデ (歓 喜力行)は その昔 ヒットラー ユーゲ ン トのキヤッ
チフレーズで した。 PT」 (Poller Through Joke)J oke愛 好者のつ どいは強い連帯感が
ψ
あ ります。創刊 して 30回 を迎える伝笑鳩。 30才 は人生で も節目。代表の方 々の努力 と参加者
の協力に敬意を表 します。
(人生の大先達 の方 々から多大な敬意を表されて、身の引き締まる思 いの少 し太 めの変集鳥で

ありますが、カンパ等 も頂き恐縮致 しております。確かに、倉l17130号 は、そう簡単 には到達 し
なかったとい う気が してお ります。今後 も応援をお願 い致 します)
由 8・ 3月 10日 着 =静 岡県島田市・ 曽根 壽様 (60掏
・ 作品投稿者倍増 )す ばらしいですね。
30(=重 )の お目出た (読者倍増・ 例会参加者倍増
「
作品が集まりす ぎて 同巣会の方たちがどうするかいと言 って相談されるか も。
(実 はその通 りで して、例会の後 の二次会はその話題が主体です
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鹿 9・ 3月 10日 着 口横浜市中区 口赤石敏春様 (60代 t笑 輪人桁)
毎号手に汗をにぎり、涙を流 し、鼻水をすす りなが ら笑いころげて読まさせて いていま
頂
す。
昔気質の石頭の私 にはピッタ リの良 い薬です。笑いの名医各位に感謝 して居 ります。
倍増の発展
心より祈念 して止みません。
(最 近は笑 う健康法とい うめ もあるそうですか らね

000)

由 10・ 3月 13日 着・ 横浜市南区・ 塚田七郎様
30号御芽出度 う存 じます。 「伝笑鳩」昨年 7月 頃よ り幕張の 「メ ッセ貝」よ り御恵送頂 き楽
しく拝見させて頂 き感謝致 して居 ります。 (本年度よリサ ロンより直送光栄で
す)
例会参加者、同人、変集協力の皆様の御労苦に敬意を表すると共 に変集鳥の名編集 に
対 し一句
を呈 します。
爪か くす の うある鷹 は 野本山 (さ ん)… 大相撲春場所中に付 シコ名で

(30号

よ く続いたと 自画自賛…塚田山

さすが気配 り 社長 さん)

由 11・ 3月 i3日 着・ 神剣 ￨1県伊勢原市・ 佐藤浩治様 (60Ю
醜
いつ もなが らの皆様のご活層 とヽ
よ りお礼を申し上げます。私 こと皆様の仲間に入れて頂 いてか
ら 1年 とちょっとになると思いますが、会の皆様の 日々のハ ッスル振 りに
触れ、ただただ感激致
して居 ります。是非
は出席 して拝顔 とぃう機をうかがって居 りましたが、仲 々意思 (?)が
=度
弱 く 光陰矢の如 し"う そを云いなさい、 30号 に出会 うことになりました。′
ら、
よ りお祝い申 し
上げます。最近ちまたには横文字がはん らん して居 りますが、 3Kに ちなんで
、

サロンの皆様が生い気に左右されることなくl主んこうで益々のごけんとうをお祈り致します。
奇魁ミ (け い ぐ)

由 12・ 3月 14日 着・ 広島県大竹市・ 今田景通様
何事 も続ける事は大変な努力がいる ものです。
スタッフの皆様 に感謝いた します。
焦 らず止まらずエ ン ドレスに願 います。
皆んな (当 社事務室の者)喜 んでいますよ。
ぶっ
ちゃ
け
た
かい

(50旬

▽
δ

無
礼講で
酒 (茶 )飲 みなが ら
気
随気儘に
多
才を語る
会

(会 場が変更 してか ら例会では、酒を飲 め ませんので、今田さんの書 いた に
様 、無酒の会です
ので、無酒気多会は当たっていますね)
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日
由 13・ 3月 16日 着・ 横浜市保土ク谷区 小川景也様 (50機
30号 ともなれ￨よ 誰で も 賛辞言 う"で しょう。・ 惨痔憂"の 人 も 三児有"の 人 も 燦 自
"ま でがんばりま しょう。
由"の 人 も 三次誘 "の 人 も r産 充"や 産 自有 "の 人達 も 傘寿
宙 14・ 3月 16日 着・ 埼玉県蕨市・ 宮崎智恵様 (20樽
変集の曽田さんか ら 毎月送 っていただ き 楽 しく読ませていただいています。
それにして も みなさん 頭が す ごく やわ らかいようですね。
1回 ひねり どころか 月面宙返 りくらい できるのでは と思 って しまいます。
今後 も 楽 しい

ジョー クを 期待 しています。

うか変集の曽田さんが張 り切 っているのは、宮崎さんのような若 いファンが いるか らなん
ですね。宮崎 さん、今後 も柔 らかい声援をお願い します)
(そ

由 15・ 3月 16日 着・ 東京都練馬区 日山下貞子様 (60伝 D
毎号 とても楽 しく読ませていただき、笑わせていただいております。
29号 、塚田七郎 さんの 一― 金のな る木 一一 か ら次のような示唆を受けま した。
―― ジョー クのなる木 一一
それはヤル気 (木 )と 勇気 (木 )を 接木 して ジョークサロンヘ精根下 し、弱気 (木)嫌 気
(木 )に ならぬよ う、伝笑鳩の糞の コヤシをばらまいてtあ ちらこちらの枝 に花笑 い、や
がて実 もなり、種 もとれ、変集鳥はじめ多 くの鳥が宿 る大樹 となりますよう:L

30号

υ

おめでとうございます。
ゃ

寓 16・ 3月 17日 着・ 東京都八王子市・ 嫌臭亭小利幸様 (40掏
伝笑鳩 30号 おめでとうございます。 30号 (さ ん じゅう)を 祝 して、さん じゅう号、 ジョー
クサ ロンはますます 30笑 (笑 いの三重唱・二重奏)の 二重笑突で二重丸◎で しょう (笑 )
伝 えま笑 (し ょう)
笑 いをふ りまきましょう (笑 )
鳩 にヨ 痴は 「伝笑鳩」は笑 いを八方 に発砲
(本 人曰く、本名 はひらいたかお、飛来鷹お っ !

で、鳩 じゃな く鷹 だったと力ゝ 鳩であれ
鷹であれ、 ワシは構いませんせんから、どうぞ飛んできて下さい)
宙 17・ 3月 18日 着・ 東京都国立市 口金丸永子様 (30代 )
「笑」は人の心をな ごませ、明るくして くれるものだ と思 います。どんな人の笑顔 も美 しいで
す し、子供 に笑 いかけると必ず反応が返 って きます。世の 中に伝笑鳩が増えたらどんなによいで
しょう力、 私 もそんな―羽になりたい ものです。

18日 着・ 埼玉県所沢市・ 曽田英夫様 (40代 )
30÷ 12〒 余 り 6 とい う事 は 2年 半です6こ れまで続いたの も野本変集鳥のご苦労の結

由 18・ 3月

2‐

果です。どうもご苦労様そ してこれか らも頑張 ろう
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最近面白からた、楽 しかった、笑 った こと・・・ 特集

さて、 30号 発行に対する祝辞を頂 く際に、併せて身近な愉快な話題を書いて さった
下
方がか
なりいました。 ここで、一挙にご披露させて頂 きます。

し

― 現代嘲
中疇 一
荻窪駅より中央線の快速 に乗車、向い側 に赤 ら顔の学生 と青白い青年が長足を広げて
座
っている。下人は読書、一人は居眠 り中。次の中野駅から中年の
女性乗車、二人の前 に立ち15cm
位の隙間に紙袋を置 く、赤 ら顔の学生一寸腰を浮かす、女性ィヽン ドバ ッグを り込ませる
滑
、次に
両方を持ち上げて30m位 になった所へ太めのお尻を割 り込ませる。 こちらを いて座 った
向
お顔は
パーマの髪を茶色に染め上 げ眉 も同色で引いてお
られる。紅 い口許を結んで 「してゃらた り」の
得意顔。次の新宿駅では二人揃 って下車。 (山 下貞子)
― 参院宮城補選 自民敗れる 一
完敗 (乾 杯)の 音頭は宮沢総裁の発声でお願 い致 します。
(総 理談)り えちゃんの フン ドシを借り絞め直してでなお します。 (赤
石敏春)

一 法廷にて 一
裁判長 :被 告はなぜ コカインをパ ンツの中に隠 したのかね ?
被 告 :股 下隠 (こ れ協)だ からです。X/1ゞ II詢

W

若 い女性が私の前を ドン ドン通 り越 してい く。
…¨。今に始まったことで はない力ヽ 先 日
も同 じ部の 」子 さんが結婚退職 しました。私は、ほんの気持ちのつ もりで、お祝 いを渡
しました。
私 「こ蒸
ほ 気持 ちだけど…」
」子 「え―― !」 (感 激の声)
私 「そう、絵 ――なの」 (木版画で した)
」子 「え――、絵 ―― ?!」
まわりの人達、大爆笑で した。 (西 森梢)
¨「リポビタンD」 の
昔か らず―っと勘違いを していたことですが。
CMで 『肉体 ヒロウ
ジの栄養補給に リポ ビタンD… 』というのがあります力ヽ ついこのあいだ
まで 「肉体疲

労児」つまり疲れている子供用の飲み物だと思っていました。ああ恥ずかしい…。 (宮 崎智恵)
駈
.
面白か ったこと=真 っ白な犬に出会 った → 面白か った、尾 も自か った。
楽 しかったこと■ 「葉山物語」という ドラカラ (ド ラマ十カラオケ)の LDを
笑 ったこと

た。 → 音楽 +台 詞 →
■高尾山に登 って下 った →
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楽詞買 った。
ひざが笑 った。 (平 井幸わ

買 って見

̲シ ョ
のオーナニママは手に包帯をし
ている)
プで(そ こ
運夢コーヒ
ッ
ある

ー
マンA「 ママ、その手 どうしたの ?」
サラリ
マ マ 「ちょうとガラスの コップで切 って しま ったのよ」
ー
マンB「 病院ヽ行 ったの ?」 ￨
サラリ
:
「
マ マ
行 くわけないで しょ。私 は医者が大 きらい」
‐
サラリマンA「 で も、ちょっと痛そうだね。三度外科 に行 った方が いい」
マ マ 「いや」
ー
マンB「 これが本当のわがママ」
サラリ
‐
サラリマンA「 そのままに しとけ つて とこかな ?」 (金 丸永子)

次の珍英文を読んで下さいざ友人 に も試 してみて下 さい6‐
卜Zゝ・ 劇瓢割
芭
気
竜
燿野
1. So deny to damage art' so soO■ yOu not he said. 〔
2.Fultt care cowards to become wth nota〔 麟 賭 ・ 橋 舌〕
3. To be, to be ten lllade to be。

日本語の意味〕
〔

4.Oh my much much care no thought.拷 え〕

解答 1.「 そうでないとダメじゃ」とす ぐ言 うなと彼 は言 った。
2.古池や蛙飛び込む水の音 3.飛 び飛が天まで飛べ
4.お前待ち待ち蚊帳の外
α鯉群輯∋
還暦を過ぎた私ですが、一念発起 2月 末に合宿生のす人として地元の 自動車学校 に入学
普通車の免許証が手元 にクルマで頑張ろうと、朝か ら夜まで計画 にそって ビッシリ実習
中。 しか し3月 も第 2週 になるとい うのに、手足が動かず (時 には浮かれてつい加速 して しまう
時 もあり)近 々追加料金を取 られる事態に突 っ込んで しまいました。 これでは火の車ですが、指
導教官からは「それで も最初の頃 に比べ りゃ、少 しは良 くなった」とほめ られて、お世辞 と分か
っていて も、つ い、 いつ ものおだてや口車 に乗 るクセが出て しまいました。 (曽 根―壽)

の
っ
こ
な
と
ばじ
び
『 IFlヨ 叱
番
と
まり
まく
ら
き
) 』
た
募
無(ち ょ
虐
辛
本
妻
姜彗
・
眺)広 くは外国人と
たまきはる
ゃ
洋妾(ら し
結婚 している日本女性
ぬばたまの

夫より年上の妻6狭 い意味で
‐
は 渉T"
,

V

ス
三浦環=蝶 々夫人プ
ラ
じゃがたらお春
姥・ 玉の輿の略

￨

. (伊

多波英夫)

<ボ ツの集い>一 『かたえ くば』投稿ボツ作品 ―
￨『

歯科医師国家試験
漏洩事件』
師総濃漏だ
一 歯科医

『米大 リーグ買収申し荊
『
ース
ルマ
:上
シア ト
リオブラザ
級官僚養成学部を
としたい
新配貯ナる
二 任更 菫
一 菊 阻 赫 詳 (曽 田英 夫)

‑6‑

2月 28日 鋤
:Jヽ
・
田明子 ̀神 山徹・ 曽田英夫・ 高木正明・ 長井敏・ 野本浩二・
石井志津夫 奥村篤史
平田レイ子・ Fl回 泰宣
初参加の方ありませんで した。で も十人だったので、それなりに賑やかで した。
『伝笑鳩』m23(1991年
9月 号)で 例会運営
の概要を書 きまして、激安の会費を集めた後、共同作
業で全国各地 に飛んで行 く『伝笑鳩』の封筒詰めの内
職 に勤 しんでいることは笑介 しました。
今回笑介す るのは、概ね自然と決まった座席の配置
であります。会場は神田社会教育会館の小集会室なの
で 20人 も入ると満杯ですが、現在の常連の参加者は
2月 は右記の様 な位置関係で座 りまして、前後左右程
良 い緊張関係を保ちました。
二
回参加 されます と、 自然にそれぞれ座る所が決
のは
まる
不思議ですね。
さて、例会は変集鳥の『伝笑鳩』の朗読か ら入 りま
すが、 2月 もそれから始まり、以下の通 り進行 してい
きました。 (概 ね変集鳥が最初で、後は順番 に・・・
左回りに作品を披露す るのが慣例ですね)

by 平田 レイ子
︲
Ｆ し ヽら

′つ夕砕 →

︐
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好評『ふた コマ』
ケ Ｆ曖 ｔ
︐
つ
ヽいがヽ
ヽ

野本 「日本来 日時には何かと話題の
多そうな外国要人 リス ト」
*フ ィンラン ドのアホ首相 他
#2 石井 「今昔棚卸 し」 「サロン的『差論
ー
が010強 者の人気十ヶ条論」他
』シリ
#3 門 口 「替え歌 メ ドレー第二弾」
*共和 お別れネ もう貰えない 他
(今 日でお別れ)一
週刊読売"採用分
ー
#4 婁財寸 「うキゴトロジ ・ ちょっと届訃て」 「ジョーク
ー
ーク」 「川柳・ 狂句」
・ショ
・
トト
*小 額 に急に優 しい証券 マン 他
#5 神山 「如是我聞」第 19号
#6 高木 「コ ミックどどいつ20編 」
#7 平田 「ふたコマ漫画 ふたつ」
#8 小田 「今日￨力 軟します」
#9 長井 「今日もノ軟します、参加都 15人 もい
と聞吐の
で、作品持参を遠慮 しました」
る
#10 曽田 けラリマンことわざ笑辞典58.59J
*人 を見て法を説け→人を見ても
ほっ
て
討

蘇績６

#1

コ ミック どどいつ

作 :高 木正明
2月 の例会で参加者が、ウーム、イケマスネエ、と唸 ったのがこの作品で したし例会に参加す
るようにな うて間もないのですが、作品をひねりだそうとす る姿に一同感動。敬意を表 してご披

,
露させて頂 く次第です。
の
『どどいつ』は七七七五 26文字ですが、更に七を分解 して、七 (304)七 (4・ 3)七 (3・ 4)五 と
い うのが、正調だそうです。 3字が 4字 になる字余 りは構いません力ヽ 4字 が 3字 になる字足 ら
ず はご法度と力ゝ 皆 さんその話を聞いて、ハ ツとしました6で は正調どどいつをご静聴下 さい。

10.村 の若い衆都会へ行 って山 も畑 も四面過疎
11.党 は崩壊経済破綻不安募 らす紙面 ツ禍
12.バ ブル経済パ イプも詰まリバルブ閉 じた り開いた り
13.操 裏大臣タライで産湯料亭粗閣を臨裏する
14.組閣当時 は品格 などとたかる大臣居て笑止
15.飛 脚走れば嵐が起 こり黒 い便 りの届 く先

V

凋
ヽ ？
つｏ

1.錆 びた右脳 と化石の左脳鎧兜の頑固者
2.右 脳左脳 と磨 いてみて も元が無能 と知る苦悩
3.ジ ョークサ ロンに入 ってみたらヤワラカ頭 に解かされる
4.ジ ョー クサ ロンの伝笑鳩 は西へ東、笑い撤 く
5.ジ ョークサ ロンに異論 な論があ って左論や右論 とか
6.家 で食べずに外食 グルメ料理作れる婿探 し
7.義 理 は古 いよ海老鯛 チ ョコで釣 った上司の袖を引 く
8.真 面目社員 に過労死あ って どうで もよかろう氏 にレジャー
9.視力学力下が った子供歯力顎力落 ちた親

や
襲

今 日は共和で明日は側 ￨1予 算真偽の程不明
17.流れに逆 らう倒 ￨￨の 堰 は議員憂姿の淀む淵
18.喚 間騒ぎで証人御免参考人な ら良 いと拗ね
19.労働倫理を突ついてみたら政治倫理が跳ね返る
カクはカクで も日本のカクは恥をか く閣居て不覚
20。
16。

0
Ψ

ョー クサロンに参加 して、開眼 し、変貌を とげ、溜まりに溜まった、脳味噌 0才能・ 怒 り
その他諸 々が下度に飛 び出 した会 いの作で した)
(ジ

枷

ら

4月 の例会は 24日 (□ )に 行 います。
会場 は内神田社会教育会館 小集会室
〒101千代田区内神 田2‑1‑8千 代田区総合体育館7F
容 (03)3256‑8447
切手 0作 品の送付は下記 にお願 い申 し上げます。
〒158世 田谷区深沢7‑5‑13‑305 容 (03)5706‑6492
野本浩=宅 です。宜 しくお願 い致 します。
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劇
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19923.27
野本浩一
曽田英夫/神 山徹
石井志津夫/長井敏
豊田洋代/小 田明子
同巣会 ジョ∵クサロン

