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今月の一笑 とりさんか   ‐

さる年にさよなら告げてとりなおす

あたらしき夢にとりくむ年が明け

初春にいろとりどりの希望あり

(世田谷区/野本浩一)

酉年賀笑。初春慶賀おまちどうさま。明けたら明けたで風が吹く。     、

あれェ、まだ来ないの? と、待っていた方がおられましたら、先月の会報の冒頭で、年明け

の『伝笑鳩』は一週間遅れるよと書いてありますので、お許し下さい。   .
ということで、無事今年の『伝笑鳩』も飛び立ちました。サロンヘ戻つてくる鳩が皆様のお便

りを沢山運んでくれるように期待している変集鳥です。

年明け早々の朗報は何と言っても皇太子殿下とJ■口田雅子さんの婚約だったのですが、我がジ

ョークサロンにとっての朗報と言えば、次の方、たつのニュースであります。ご報告かたがた披露

したいと思います。

#1 ジョークサロン同人の川柳、NHK『 くらしのジャーナル・新春 トーク』に多数登場

#2 ジョークサロン新年会賑やかに開催

の方、たつであります。

NHK『 くらしのジャ=ナル・新春 トーク』は 1月 4・ 506・ 8日 の四日間に渡って

日本の40代の特集を行いました。番組は視聴者から寄せられた川柳から毎日12作を披

露 し、それを踏まえてゲス トが語り合うというものでしたが、ジョークサロン同人が投稿

した作品が多数選ばれ、放送されました。

実は、昨年末に同番組のディレクターの方から、「サロンの皆さんの作品を送って貫え

ませんか」という電話があり、それにお答えすべく会員が奮闘し、応募多数の中から幾つ

か選ばれたという次第です。ひとりで数作選ばれた人も出ました。作品を作り、人の役に

立つということで、一同大いに喜んでおります。

作品の笑介は後ほどのお楽しみにさせて頂きます

1月 12日 (水)に渋谷にてジョークサロンの新年会を行いました所、忙 しい中 17名

という多数の皆さんに参加して頂きました。当日急用が出来たり、風邪をひいて休養した

りという人も多かったのですが、予想以上に集まり、賑やかな会になりました。

例会とは趣を変えて、マジックあり、カラオケあり、パーティーゲームありのひととき

を過ごしました。最近やや例会参加者が少なくなる感じもあるのですが、この日は終始な

ごやかな歓談が続きました
`

今年もサロン同人は活躍しそうな予感がする新年会でした。
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新年おめでとうございます
新 しい年が明けてから、かなり日が経っておりますが、今年初めての『伝笑鳩』ですので、変

集部に届きました年賀状から幾つか笑介させて頂きます。

初めて賀状を差し出します。1989年秋からのお付き合い (?)です

が、二度も作品を出さない切手会員で、気後れしていました。以前私も

某地方役人時代に同人「文芸誌」の『偏執腸』をしていました。『伝笑鳩』は原稿の集まりが宜

しいようで、幸福ですね。サロンのますますの繁栄を祈念しております。   |

京都市/平岡猛男 ますますハバタイテ下さい。

八王子市/平井幸雄 今年も笑売繁盛・ 00! 笑われ、笑う、笑い飛ばそう。

富山市/石黒徹

謹賀新年 六四も殺さぬ顔と年になりしました

今年も四六四九 笑門福来

関取りも嫁とりもある酉の年

:糸
職l兵うt腎逸言詈票3「ま[言鳥賢鼻「

りや

を

取り
 し

〔皆さん、いろとりどりの賀状であります〕

横浜市/赤石敏春

与野市/高木正明

京都市/広川友雄

〔美鶏は緑色で書かれているのですが、これはやはり酒落なのでしょうか ?〕

横浜市/倉持節子 本年も読むのを楽しみにしております。

〔読まれるのが楽しし

夢こ異島  平成五年 元旦

自分の時間があるということ

'こ

感謝しながら、創り出すとか、納得する

とか、好きなことばにこだわってゆこうかと思っているところです。

NHKみています、オモシ●イです・ 0・

松戸市/豊田洋代

仙台市/藤沢浪子

〔我々も今年も言葉にこだわり続けるのだろうと思います〕
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初春縁起賀状

京都市/牟證丈夫

わたしゃ、生まれは鳥 トリ県。トリえ少ないひトリ者。トーリロ・ トリ肌

小ぶトリで、恋人なしの閑古ドリ。月給トリは借金トリ。手間トリ、掛けトリー、注文トリ。名誉

もトリたい、青いトリ。おトリの頭ドリ、機嫌トリ。娘トリ込み、人気トリ。無理やり横ドリ、

嫁にトリ。手トリ、足トリ、跡トリに。財産丸ドリ、天下トリ。ゆトリの毎日トトカルチョ。音

頭トリトリ、千ドリ足。着ぶトリ・綾トリ・歌留多トリ。やがて年トリ、 トリ乱し。脂肪ぶトリ

が命トリ。星のほトリヘ渡リドリ。さトリの一生、 トリ終えた一― トリとめのない 《新春トリ

物帳》の一節、おソマツ !             ・

〔トリがたくさん牟碓ていますね、この作品には。ワシの洒落わかっタカ〕

市川市/小島貞二 滑ゝ稽こっこの酉年めでた 若いつもりも 爺と婆

横浜市/門口泰宣

新春創作トリ物帳

力{ じょ

年GALLO トりたてて 言うこともなし 新年かな

(GALLO=西語のオンドリ)

「元旦やもうすぐ来るぞクリスマス」と言うのはいつか作った警句 ?

ですが、今年も大いにその可能性があります。昨年の日本はまさにアナ

伝笑鳩もひ トリの力ではできませんが、広く各地からの便りの中からい

いものを トリあげて頂き、素晴らしい伝笑鳩となるようよろしくお願い

します。また毎月熱心に編集に トリくんでいる皆様に負けぬよう、よい文が浮かべばその都度ペ

ンを トリ葉書に書くつもりです。

島田市/曽根一壽

高石市/芝原健夫

ス・ホリビリス (ひどい年)で したが、愉快なことも結構ありました。例えばほめごろしでり||に

おばれ組長に助けられた竹サン坊や、水割りの数はしっかり覚えていて話の中身はすっかり忘れ

た金丸さん、お上がたった一人の女将に負けた東洋信金事件、日本歯科医師会のイイハの日とヨ

イハの日の並行設定、「ひどい年」と日本にも同情 して下さったエリザベス女王、などです。 2

1世紀まであと8年…

「炊くだけは風が持てくる落ち葉かな」良寛

今年も、ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

〔お元気に活躍されている様子が伝わってくる年賀状でした〕

この他にも多数頂戴 しましたが、紙面の都合で割愛させて頂いております。東京都/山田ちづ

子さんからは『最近なかなか “笑い"のための時間が捻出できなくなりました』というお便りも

頂きました。次のメッセージでお答えしたいと思います。

『新 しい年が素晴らしい一年になりますよう (横山朝夫)笑いで生活にユ トリを ! 本年もよ

ろしくお願いします (曽 田英夫)』
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川柳新春作品殊勲・敢闘 I技能編

NHK「 くらしのジャーナル・新春 トーク」に登場しましたサロン同人の全作品を笑介させて

頂きますよ総数400余作の中から選ばれたとのことです。

番組では毎日12作品が登場しましたが、ジョニクサロンの活躍が十分に窺える成果を上げる

ことができました。作品の後に作者氏名を披露致します。

1月 4日.(月)「団塊世代の素顔」

ユーミンもサザンも唄うがこぶじ付き    門回泰宣

クリンートン私も宴会大統領         奥村篤史

団塊の強み淋 しい多数決          高木正明

団塊も偏差値様の言う通り         ″

役職についたとたんに丸くなり       野本浩一

1月 5‐ 日 (火)「はんさむウーマン」

ビー トルズ流れりゃ身体が聴きたがる    野本浩一

学校は男女同権あったのに         ″

はんさむウーマンオバタリアンを隠し持ち  奥村篤史

1月 6日 (水)「それでも課長になりたいか ?」

脱サラの夢は捨てぬが勇気なし       野本浩一

役職についたとたんに丸くなり       ″

先兵も時短の旗手になり切れず       高木正明

「会社」人間「社会」人間百八十度     奥村篤史

係長残業所得で部内一           ″

長たらしい肩書ほどの責任なし       門口泰宣

狙ってたポスト空いたら部統合       ″

1月 8日 鯰)昧たりで生き‐■ナますか?」    翻島
お互いの欠点がよく見え名コンビ      石井志津夫

共通の趣味始めると妻が止め        奥村篤史

夫婦別姓定年離婚で実現 し        ・//

番組では作者氏名は出ていませんので目立ちませんが、それにしてもよく登場したものだと感

心しきりでした。新春から皆さんの殊勲・敢闘・技能が窺えるものとなりました。

学
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歳末新年金杯銀杯一杯乾杯

歳末や新年にお酒を飲んだ方、肝臓を大事にして下さい。

年末や年明けの力作を披露させて貫いましょう。          :
高木正明   コミックどどいつ

師走あれこれ

○ 第九流れる師走に猿も反省忘れて猿送会

○ 取りに来るかも借金取りが現物支給で返す暮

○ 今日の凶など忘れて明日の吉を夢見る宝くじ

○ 暮の掃除が終わったはずの部屋に残った粗大ゴミ

○ トリはトリでも色 トリドリの友とトリ持つ酉の年

新年の酒あれこれ    ▽遅
○ 赤い初日と祝いの酒に染まる日の丸赤い顔

○ 酒は呑まぬし煙草は吸わぬ誓い破った三が日

○ 酒に呼ぶ会呼ばれる会はみんな万障繰り合わせ

○ 銘柄選びにあれこれ迷い結局財布で決める酒

、    ○ サロンの仲間と歌って呑めば苦情も冗句に変える酒

奥村篤史   タワゴトロジー                07
1992年、汚職も多く、オーショックでした。

* 名外科医 :癒着上手です ― 医療機器業界

* 心臓ペースメーカー汚職 :不整脈を見つけました ― 東京地検

* カラ出張 ― 尼崎市議、カラ出頭 ― 金丸氏、カラオケ ー 庶民

* 伸びないボーナス、伸びてる社員

今年を期待 し沢山のおめでとうを申し上げます。

* 開けまして

* 空けまして

* 空きまして

* 揚げまして

* 挙げまして

* 書けまして

* 抜きまして

おめでとうございます。

おめでとうございます。

おめでとうございます。

おめでとうございます。

おめでとうございます。

おめでとうございます。

おめでとうございます。

新規オープンの店

三二九度

駐車場

元旦の国旗

凶悪犯逮捕

卒業論文

岩崎恭子

* 明けましておめでとうございます。 平成五年 元旦
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エイチ教授の政治学講義 っくば市/カロ藤栄一

つくばの賢人加藤教授からオリジナル作品が送られてきましたので、特別披露とさせて頂き

ます。お楽しみ下さい。

ロシア人「わがロシアは、侵入 して来たナポレオンも破ったし、侵入して来たヒトラーも

破った偉大な民族だ」          ‐

日本人とアメリカ人「それなのにどうしてソ連は自滅 したの ?」

ロシア人「ちっとも侵入してくれなかったじゃないか !」

○

E氏は政界の風雲児。なにしろ東大法学部で「全優」という大秀才で、政界再編に乗り出

した。

「でも、風果がそのわりにはあがらないね。あれでは床柱の前へ座ったとき、恰幅がよく

ないんじゃないの ?」

「だから、シリウス (尻薄)」

○

「4匹の ドラゴン」に続いて、タイ国まで近代化、経済成長を始めた。日本企業が首都に

工場を作り、タイの労働者がよく働くのに目を細めていると、旧ソ連から一人の男が来て、

_言演説 した。すると、せっかくの労働者が、たちまちス トを始めた。何と演説 したかと聞

くと、

「バンコクの労働者よ、団結せよ !」

〔今後もエイチ教授には登場 して頂きたいものです〕

会Ψ◇фttυ ◇фttυ ◇фttυ ◇фttυ◇ф

^Ψ
◇фゐυ◇фttΨ ◇фOΨ◇фゐΨ◇ф

年末年始にはカンパの便りが多数届きました。ここでは、その便りを主に披露します。

が別天地のような雰囲気のようです。多忙を理由になどとサロン精神に反するようなフトドキな

理由で投稿 しないなどということは心 して改めます。 (も っとも、才能がなくて投稿できないと

いうことはあります)

福岡市/若松昇

羽島市/安東輝昭

いよいよ年も押 し迫り、人も車も道路にいる犬までもがせかせかと走っ

ているようでありますが、『伝笑鳩』を見ておりますと、そのサロンだけ

まだ例会にも出席 していませんので変集鳥さんを始め全国の投稿者の皆

さんのお顔もわからず (性格も)、 読ませて頂いています。ただ、お顔

性格等を想像 しながら読む方が実物を知っているよりも、もっと楽しいかも知れません?!

まあ、その内上京の際、メンバーのお顔を例会で十三分に拝まさせて頂くつもりで楽しみにし

ています。お元気で !!
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手 紙 は 続 く よ も う 少 し

いつも楽しく『伝笑鳩』を読ませて頂き誠にありがとうございます。

毎回一方的な受信機能のため気が咎めますが、今年も送付方よろしくお

願い申し上げます。はじめて作ってみました拙句です。

「とりどし昨日」 (はや松あけて)

としあけて   とおり過ぎた日  はや十日

りっばな腹に  太りし我が身を  はや見てり

どうにかせよと どうどうめぐる  はや動悸

しんじゅんに  信じた願い    はやしまい (おそ松)

〔「とりどし」の四字が折り込まれています。よろしいのではないでしょうか〕

伝笑鳩 (1月 )届きました。又マンガを掲載 して頂きましてありがとう

ございました。今年 (1992)は同巣会ジョークサロンに出会い、マンガを

掲載して頂きました。そのお蔭様で、このたび第14回読売国際漫画大賞の佳作に選ばれました。

ありがとうございました。勝手で申し訳ありませんが、又マンガを描きますので来年もよろしく

お願いいたします。

〔アマの秀雄さんがプロの秀雄さんになるといいですね〕

いつも『伝笑鳩』を楽しみにしております。ところが、最近自分の身辺

あわただしく、ゆっくり読ませてもらえないまま過ぎています。今年こ

そは『伝笑鳩』に載せてもらえるような手紙を出したいと思います。

〔あのう、もう載ったんですが? どうします? 又下さい〕

『伝笑鳩』No39をありがとうございました。 トリこばしなくトリあげて

いただき、ありがたかったのですが、 3字抜けておりましたので、お知

らせまで。 (7行日「忘年カラオケ大会で歌う…」→「忘年カラオケ大会のトリで歌う…」)

(補足その①)先に「取手が年内最後の出張」と書きましたが、その後、急速、鳥取への出張

が決まり、 12月 28日 に行ってまいりました。出来すぎた話ですが事実です。

(補足その②)お正月を故郷で過ごし、中央高速道を東京へ向かう途中の、とあるパーキング

レストランで息子との会話

息子「どうしてこのレストランには胡しょうの瓶が 2本も置いてあるの ?」

父「1本が故障しても、すぐにもう1本が使えるようにしてあるのさ」

〔大変失ネLしました。今後注意致します〕

最後になりましたが、京都市/平岡猛男さんから「1993年 2月 の紙面は何色ですか?

緑、赤とくれば黄色でしょうね。楽しみにしております」と頂きました。

残念ながら、見やすさを考えて青にしました。信号無視ですが、ご容赦下さい。では、又。

入間市/藤倉賀雄

横浜市/天野秀雄

愛知県/小西祥二

目黒区/亀山光昭
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2月 例会参加――――- l z月 例
'■

2夢ガu ~ 1 乙りり l ё口夫冽ロ

石井志津夫・奥村篤史・小田明子・曽田英夫・高木正明 。長井敏・野本浩一・門口泰宣

人数が少ないながらも、話は弾んでおりました。

飯田哲雄・石井志津夫 P奥村篤史・小田明子・金丸永子・神山徹 0倉上直樹・曽田英夫・

高木正明・中村豊秀・長井敏・野本浩一・平ロー樹・平田レイ子・古川朝子・門口泰宣・

横山朝夫                   *下 線の人はサロン初参加です。

#1 倉上さんは『伝笑鳩』の印刷を引き受けて頂いておりますいリョデインの営業マン

です。「いち早く原稿を見させて頂いており、光栄です」とのことでした。

#2 中村さんは石井さんと当日懇談していたそうでして、その延長で参加して頂きまし

た。社員教育関連の仕事だそうですが、我がサロン活動にも興味を持って頂けたよ

うでした。ありがたいことですね。

切手 0カ ンパ受領一覧 (敬称略)
~~卿

L露.11ム通
町

見 歌`朝`喰ノ

丁

~丁 ~~~~~

帯広市/黒田弘・千代田区/河内幾久江・富山市/石黒徹・ 中央区/西井正・世田谷区/
川又真三・入間市/藤倉賀雄・京都市/広川友雄 0京都市/平岡猛男・横浜市/倉持節子

杉並区/山田ちづ子・八王子市/指田忠雄

切手及びカンパは印刷並びに郵送の費用に充当させて頂いております。

『伝笑鳩』は今年 11月 にNo5 0号が飛び立つ予定です。紙面に関して、或いは例会等に

関してユニークなアイデアが浮かびましたら連絡下さい。参考にさせて頂きます。

~~~じ
条 lAJコ

~ア ~

2月 の例会は予定通り26日 (金)に実施 します。内神田社会教育館 8Fです。

お便り&カ ンパ切手の送付先 〒158世田谷区深沢7513305
0(03)57066492       野本宅です。

例会の出欠は特に取っておりません。自由に飛び入りでご参加下さい。
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発行

変集鳥

変集協力

変集支援

発行所

19931.29

野本浩一

曽田英夫/石井志津夫

奥村篤史/門口泰宣

平井幸雄/高木正明

小田明子/横山朝夫

同巣会ジョークサロン

卿幌.・″〔:蔦■
(姉⑮

大田区/原田知子・横浜市/天野秀雄 。国立市/金丸

永子・福岡市/若松昇・愛知県/小西祥二 0上尾市/
乾サチエ・羽島市/安東輝昭・秋田市/伊多波英夫・

島田市/曽根一壽・佐賀県/野田文雄・三鷹市/高木

孝枝   1.7以降分は上記

★ 現在の郵送読者 。会員数 124名 ☆
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