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今月の一笑 「お父さん、私の彼ってHなのよ」

「′心配するな、Hの次は愛 (I)になるよ」

(世田谷区/神山徹)

全国的に涼 しい夏のようですが、そうは言っても夏は夏。夏だからこそ楽しめる、夏でしか楽

しめないというものが沢山あります。海や山でゆっくりと夏休みしましょう。

今年の夏は 4年に一度のオリンピックがありますので、テレビの前で声援を送る人も多いかも

しれませんが、暑い中、奮闘する選手の身になって応援 しましょう。そうそう簡単にはメグルは

取れないのですから。

アナウンサー「調子は如何でしょうか? メグルを取るよう頑張って下さい !」

選手代表「ベス トになるように調整してきました。みんな、頑バルセロナ、と言ってます」

娘

父

今年はジョークサロンの活動が新聞で取り上げられることが多いのです

が、先日もサロンに関連して取材がありました。今回のテーマは『川柳』

でした。最近サラリーマンやOLに人気の出てきた『川柳』を紹介しよう

という企画で、 7月 21日 (火)の 日経夕刊『アーバンnoW』 で写真入りで会員数名が登場 し

ています。掲載紙が手元にある方、会社にある方で見逃 した方は、お読み下さい。

『伝笑鳩』の読者で、川柳にも取り組んでおられる方がいましたら、是非変集部にご連絡下さ

い。又、作品も送って下さい。次号は、今回の記事の反響も含めて、笑介したいと思います。

車内吊り今日立ち読みの本を決め (奥村篤史)一―

新しい読者からのお便りが届いていますので、披露させて頂きます。 (敬称略)

〔前略 :長いお便りでしたので、冒頭部分を省略させて頂きました〕

無職で、普段は、女性との会話がほとんどですので、却って、サラリー

マンことわざ笑辞典や、替え歌笑歌など、新鮮で、おもしろかったし、男

性の作品は視点が違いますし、働く男の哀感が出ているものが興味深く感じられました。 (我が

家のエイリアンの理解に役立ちそうです)

このところ、家にいることが多く、そんな時に日に止まったのが、ニューウーマンの言己事でし

た。ニューウーマンは少々過ぎましたし、家を守り、子供を育てるしか能のない、オールド風ウ

ーマンですが、笑うのが大好きで、ぜひ、拝読して、さびついた脳細胞を刺激できたらと思って

おります。

しつけの悪い伝笑鳩になると思いますが、なんとか不屈の精神を発揮して、読んで笑うだけで

も、とにかく楽しみに待っております。

早速会報をお送りいただきありがとうございました。楽しく拝読させて

もらいました。引き続き会報を送っていただけますでしょうか。いずれ

会合の方にも顔を出すつもりでいます。

ユーモアの鳩派遣して貢献し (高木正明)一 ―

7月 の新聞ダネ

川崎市/増田敦子

墨田区/小田桐久子
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今月の投稿ダネ

毎月の例会が賑やかになるのと比例して、読者の皆様からのお便りや投稿

も増えてきました。嬉しい悲鳴を上げさせて貫うようになりましたことを感

謝申し上げますと共に、掲載が見送られたりt先送りになることも増えて来

るかと思います。何卒、寛大なるお心でお付き合いの程、お願い申し上げます。

京都市/広川友雄 :オ シャレー発 丁《錦9轍「見てごらん、綺麗な月が出てるよ」

「出てないじゃん、ウソ月なんだから !」

「でも、君の顔つきは綺麗だよ」

「ほんとは、正直なのね。ツキヨ」

ツキ押しで高嶺の花に勝ち名乗り (変集鳥)

神戸市/山本関西 :リ クルーターブルース

(現在、採用担当者として学生を求めて、文字通り東奔西走し

ています。そこで、大学名を折り込んで作りました)

春は桃山、桜美林、青山麗沢横に見て、まい日大 じな鞄を持っ

て、上智の指示に従って求人活動駿河台。

亜細亜と驚く強行で、貰った明治が 200枚。和光は見えても

上武と言えず、日ざ滋賀つよいと多摩らない。慶応寸前の城西

で、とてもしあ早稲田とは言えません。

しん法政と励まされ、あ玉川るいと叱られる。阪大できずに創

価とうなづき、同志社ものかと東邦に暮れる。

東大一の明星は桐蔭ものと諦めて、大妻らぬと思わずに、摂南

思いをこらえつつ、聖 き誠意働いて、九大点のとれる日を専修

の思いで待ちましょう。

歓迎会した翌日に退社され (変集鳥)

島田市/曽根一壽 :カ ン告だよ

先日、道端へ飲み干したジュースの缶を捨てようとした中学生

がいましたので「オーイ、君 ! イ缶 じゃないか。よく缶がえ

て行動しないさい。間違って踏んづけて転ぶ人がいたら缶缶に

なって怒るぞ。こんなことがワ缶ないようじゃ、困るよ。缶単

なことだから、缶入れに捨てなさい」と注意しました。

その中学生 「イ缶に存じます」とは言いませんでしたが、たま

にはダジャレで諭すのもいいかも知れないと思いました。

海山に缶缶沿れ皆カンカン (変集計

伊勢原市/佐藤浩治さん・港区/岩城元さん・千葉市/国本嘉寿子さんからは激励のお手紙やカン

パの切手を頂きました。ありがたく、存 じます。

「私共に人生の “ま"を与え下され大変感謝 して居ります」 (佐藤浩治)
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坊や「パパ、土俵の上になぜ屋根がぶらさがっているの ?」

父親「昔はね、国技館の中じゃなく、外でお相撲したから、屋根が必要だったのだよ」

坊や「フーン。僕がわからないのは、そのころは、屋根をお空のどこからぶらさげていた

かとヽヽうこと」

○      ○      ○

徳島市の市長は三木という姓で、次の知事選に出るらしい。ところがいまの知事の姓も三

木で、ややこしいことになりそうだ。二人が東京で談合したというので、「どこで」と聞く

と、「六本木」で。

今月の特別ダネ 01

今月の特別ダネ 。2

『こばなしつくば P.E.K』

さて、久し振りなのは、つくば市/加藤栄一さんからのお便りです。

大学教授の仕事の合間に見聞する笑いの紹介は雑誌「筑波の友」の名物

コラムとなっているようです。では、その中から二つほど。

下石神井教会の高橋一牧師から岩波新書の『キリス ト教と笑い』 (宮

田光雄著)と共に通信用の切手が送られてきました。同氏は 1993年
1月 から、日本キリス ト教海外医療協力会 (JOCS)― キリス ト教

に立ついわゆるNGO団体の一つです 一 から派遣されて、カンボジアに 2年の人気で赴任する

とのことです。高橋「ジョークサロンのこれからの歩みの上に、祝福をお祈りしております」

高橋牧師から届いた、幾つかの笑い話を紹介させて頂きます。

高橋「あの硬い (?)岩波書店から『キリス ト教と笑い』という書物が刊行されました。著者

の宮田光雄氏は、『西 ドイツの精神構造』という大著で、かつて日本学士院賞を受けられたヨー

ロッパ政治思想史の著名な研究家です。日本のキリス ト教史に隠された『笑いの伝 (笑)承』が

陽の目を見て嬉 しく思った次第です」

キリス ト教の伝笑 (承 )

ある教会の近くを歩いていたら、小さな酒屋さんがあった。何気なくその店先を見ると、

こんな看板が置いてあって、びっくりした。曰く、「酒は人類の敵だ !」 これは不思議なこ

とを言う酒屋さんだと思って、よく見ると、その横にもう一つ看板が置いてあり、そこには

こう書かれてあった。『しかるに、聖書は言っている。「汝の敵を愛せよ !」 と』

キリス ト教ひと口話

聖書には (キ リス ト教の場合)、 旧約聖書と新約聖書があることはご存じの通りですが、

旧約聖書はヘブライ語 (ヒ ブル語ともヘブル語とも表記する)で、新約聖書はギリシア語で

基本的には書かれています。 (も ちろん古典語ですが)

さて、旧約聖書の冒頭の書である創世記の中に、有名なアダムとエバの堕罪の物語があり

ます。エバを誘惑したのが蛇であることもよく知られています。

この物語は、人間性への深い洞察に満ちた筆で書かれておりますが、それとは別に、しば

しば話題になるのが、いったい蛇はどんな言葉 (何語)で人類の母であるエバに語りかけた

のだろうか、という問題 (?)です。

答え、「それはヘビライ語です」
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∠テメョa)ソフィ■   『デ宇 ケ ッ  ト 灌肇鬼塞言己 (抄)』  作 :長井敏

元禄七年芭蕉は三里に灸据えて「奥の細道」へ旅立ったとか、平成四年は飛行機のQ旅行で赤

ケットならぬ航空会社の青ケットを被って一眠りすれば目的地だ。だが、言葉は分からず L心の

細道」である。青ケットで海外恥掻紀行だ。

旅券を貫った後、旅券事務所隣のショップを覗いたら、旅行国別の上産見本があった。今度の

旅行目的の一つは買い物であるため参考に覗いたら、「ご注文を頂ければ帰国までに届けます」

とのこと。土産物を買う手間が省けると、注文した後、夫婦で顔見合わせて

「それで、シンガポールヘ行ったら何すればいいの ?」

同行の皆さんは体より大きい旅行鞄を幾つも持参している。「どっさり+産を買うつもりです

ね ?」 と尋ねると「買うものは無いわ」。ハテナ、ハテナ、首傾げたが現地で判明、朝・昼・晩   ―

と毎回服装を換えて来た。それもブランド品ばかり。海外で買う時代は終わり、見せる時代とな

った様だ。

「ネエ、着物と洋服と、どっちが似合うと思う?」

「そうね、着物を着ると洋服が似合う様に思うし、洋服を着ると着物かな、と思うわね」

夜 12時、成田を飛び立つと食事、青ケットを被ったが眠れず、隣の太った小母さんは無料ワ

インをガブ飲みし、ついでに 2・ 3本 くすねて、ぐっすり大軒、 (容姿の)悪い奴ほど良く眠る

正直者は馬鹿を見る。

うとうとして翌朝時差一時間で 5時に到着し、日本語の分かるポーターに荷物を部屋に入れさ

せて「これでもう何も残っていないね ?」 「はい、チップが残っているだけです」

一体みして、朝食。すぐに見物に出発 したが、景色は見ずウッツラ、ウッツラ。添乗員曰く

「皆さん、バスに乗っても船を漕ぐんですね」

バスで市内見物の間、添乗員が親切・懇切かつ丁寧に注意 してくれた。ゴミを捨てると初回 2

万円、 2回目から6万円の罰金。乗り物や冷房の効いた部屋で煙草を吸うと罰金。唾を吐くと罰   _´

金。ガムを噛んでいると罰金。罰金・・・。

「罰金を取られない様にするにはどうするの ?」

「はい、何もしないことです」

中国料理のコースで「大変だ、大変だ、入れ歯を飲んでしまったよ」、

「タイジョーブヨ、後安仁豆腐ダケネ、歯ナクテモ、タイジョープヨ」

「この店は実に清潔を重んじている様子だね」

「日本人のお客様には非常に気を使っています」

「そうかい、道理で今まで食べた物は全部石鹸の香りがしたよ」

00・ ・・・ (と 、続く)・ ・・・。

〔総勢 21人の旅だったそうですが、女性で賑やかだった旅のようですね〕
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石井志津夫 の  「メッセ員は笑う」 ('92.6.26)

☆☆   ヘア論争

「芸術とワイセツの違いは ?」

「芸術に毛が生えた程度でワイセツになるんだ」

☆☆   孫と老夫婦 今昔

昔  一  孫に囲まれて

今  ―  孫を囲んで

☆

'葦

里霙[与
倉宅した娘に

」
アラ、びしょぬれじゃない」と言ったら

   λ【

`ク

 ́   〔久し振りの今昔は高齢化社会の少産化傾向をとらえているようです〕

―     門口泰宣 の 替え歌笑歌 (1992.6.26)

♪あ―あ― 牛の歩みのように ゆるやかに いくつも時間が過ぎてゆく

あ―あ― 牛の歩みのように 空が自々と 明けるだけ  (り ||の流れのように)

♪審議の矢先に ハマコーの叫び声

追い出しておくれよ 俺達の前から          (知 床旅情)

♪上野を向いて 歩こう 仲間とはぐれないように 思い出すテヘラン

出稼ぎ稼業の僕 (上を向いて歩こう)

♪酔い覚め迫れば 悩みは果てなし 乱るる昨夜の うつるは誰がエイズ

気味悪し 顔色あせねど 後悔があふれて 今宵も更けゆく (君恋し)

〔アフリカに一ヵ月の出張で奮闘の門口さんでしたが、同行者の中には思わぬ悩みを抱える

人も出たのでしょうか。悩みの尽きないことであります〕

神山南朝 の 『如是我聞』 (平成 4年 6月 26日 )

★ テレビに精惇な表情のイリオモテ・ヤマネコの映像が写った。

それを見ながらの家内の独言。

_       「内の猫は、表に全然出たがらないから、学名イリビタリ・イエネコね」

★★さる所で行われた告別式の席上、重々しく弔電が披露された。

「ご尊父様のご逝去を悼みつつ、 ・・死んでお悔み申し上げます」

「スポーツ ロシリーズ」 (i SWIM WEAR)BY ◎印南博之 1992.Ⅵ .20

新シリーズはウェアにこだわって、まずは水着から挑戦 してみました。

○濡れても離さないわヨ    と言えば スイムガー ドル

○朝鮮半島 と言えば セパレーツ

○ショックはメガ トン級    と言えば ビキニ

○与謝野晶子 (乱れ髪)ぎらい と言えば スイム・キャップ

○学習院御用達        と言えば 六尺揮

〔それにしましても、様々な用途のウェアがあるものです。ウェアを見ればキリがない〕

欄

ｍ
一
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石井志津夫・印南博之・小田明子・神山徹・曽田英夫・高木正明・高橋百合子・長井敏・

野本浩一・門回泰宣・若杉敏也       *下 線の方は初参加。

#1 高橋さんも5月 20日の読売新聞夕刊の『ニューウーマン』のジョークサロンの

記事を読んでの参加です。笑って頂きました。

曽田英夫 の  『サラリーマンことわざ笑辞典』(66.67)(笑 抄)

不足奉公は両方の損 → 活私奉公は両方の得  (イ キイキ働くことは両方の得)

二股こうやく → 両面テープ  (どっちにもくっつく)

淵変じて瀬となる ⇒ 社員変じて作家となる、→ OL変 じて女優となる

へそで茶をわかす → ヘェそォで茶化す  (・ ・・・・ )

下手な鉄砲も数打ちゃ当たる → 下手なアイデアも数打ちゃ当たる (どんどん出そう)

高木正明 の  rコ ミック川柳どどいつ くらべ』 ('92.6.26)

(り ||)梅雨明けを待てずに乾杯ビヤガーデン

(ど)梅 雨の前線尻目に明けたビール前線乾杯中

(り||)オ ゾン層壊すフロンに湧く議論

(ど) オゾン破壊のフロンで議論騒論危機論楽観論

(り ||)牛歩から脱兎に変わるPK0
(ど)徹 夜の牛歩に疑論を残 し見切り発車のPKO

(り ||) サービスを枕にタクシーまた値上げ

(ど) いつもサービス改善謳いタクシー値上げに客音上げ

(り ||)詐欺もある西武商戦異常あり

(ど) 架空取引詐欺の手浮かび西武商戦異常あり

で は 、

一お知ら

次回例会は 8月 28日 (金)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2-1-8千代田区総合体育館7F´

t'(03)3256-8447

切手・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 な(03)57066492

野本浩一宅です。宜 しくお願い致します。

伝笑鳩m34
発行

変集鳥

変集協力

1992.7.24

野本浩一

曽田英夫/神山徹

奥村篤史/石井志津夫

門口泰宣/長井敏

同巣会ジョークサロン

皆さん、来月また会いましょう。
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