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今月の一笑 コラッー

今、日本中をにぎわしている男は、

金溜悪信 (カ ネタマルワリシン)です。

ウソついたら

小針 千本 飲⌒―め !

(横浜市/西森梢)

新年は頌春。 4月 は笑春。

気持ちも晴れやかになると思いますが、花粉症に悩まされている方も多いようです。都会では

道路が舗装されている為に、風に飛ばされてきた花粉が地面に吸い込まれずに、何度も舞い上が

り、我々を悩ますとか言われています。土の匂いを残す必要があるな、と思いました。

春は小さな別れや新たな出会いの季節でもあります。伝笑鳩へのお便りも、幾つかの新聞・雑

誌等を通じて、少 しですが増えてきています。あり難いことであり、感謝申し上げます。

今月も又、嬉 しいニュースをまずお伝えします。朗報第二弾です。

#5 さくら総合研究所から読者欄への投稿依頼が飛んできた

#6 3月 1日毎日新聞夕刊コラムランド「ミニコミから」に『伝笑鳩』が紹介された

#7 秋田の民族歌舞団わらび座の会報 「月刊わらび」編集部から取材を受けた

本当に小さなことばかりですが、着実な一歩になりそうです。

日経、読売、朝日で何回か紹介されたジョークサロンでしたが、毎日はこれまで掲載され

ていませんでした。『伝笑鳩』を郵送しています住民図書館の丸山尚さんが執筆されてい

ます「ミニコミからJと いうコラムで、ついに登場 したという次第です。サロン同人の作

品もコラムの中で紹介され、反響もあったとか。早速に、『伝笑鳩』を送付 して下さいと

いうお便りも届きまして、新たな出会いもありました。

#6

さくら総研事業開発部発行の月刊『さくらあい』編集部から、昨年の日経新聞で川柳を楽

しむジョークサロンの記事を見まして、是非皆さんの作品を送って下さい、という依頼を

受けました。作品を載せて頂く機会が増えるのは嬉 しい限りです。川柳以外も可です。

宛先 〒160新宿区新宿2-166 さくら総合研究所事業開発部

『さくらあい』編集室

修学旅行や観光で訪れる人も多いわらび座は、全国的にも有名ですが、会報の「月刊わら

び」は 7千部発行されているとか。4月 発行分に「おとうさんたちの文化活動」として、

紹介される運びになりました。どんな記事になるか楽しみです。
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どっとおたよりちょっとしょうかい
6頁の「切手・カンパ受領一覧」をご覧頂きますと分かるのですが、今月もどっとおたよりを

頂きました。全員の方のお便りを紹介するのは、紙面の都合で出来ませんので、何卒ご了承下さ

い。出来る限り、多数の方に登場頂けるように努力致しますので、ご容赦をお願い致 します。

今月はかってながら、女性の方からのおたよりを幾つか披露させて頂きます。

小平市/児玉美子

横浜市/池谷倫代

仙台市/藤沢浪子

中央区/吉江祐子

市川市/神代京子

叙
私も心がけてはみるものの仲々お届けするようなものが出来ません。せい

ぜい皆様のジョークを引用させて頂き、得意に方、けつております。今年の

お正月の会には、山下廣蔵様の文集の中から引用させて頂き、すごく受けました。

「今年の景気はどうですか ?」 「ずわいがに景気でしょう」「なぜ ?」 「だって横這いでしょ

う。脳みそと足で稼ぐ年ですJ

心から笑える知的遊び:これからも是非お届け下さいませ。楽しみにお待ち中しております。

〔すごく受けた様子を想像 して、私も笑ってしまいました。これからも、サロン会員の作品を

どんどん使用して下さい〕

先日の新年会は、伺う予定でおりまじたのに、急用の為伺えなくなってし

まい申し訳ありませんでした。とても残念でした。

〔急用で来れない人もいます。休養で来れない人もいます。又の機会に是非どうぞ〕

会員数 124名、ずいぶん増えましたね。みんなそれぞれ楽しい思いでいる

んでしょうね。私も伝笑鳩を一人でみているのは勿体ないので、みせびら

かしていますが、いざとなると、ヒルむよう。

あまり考えずに、私のようにすっと入れば・・ 。と思うんですが。みんなが楽しんでいると思

うだけで、こちらも楽しくなるものですね。

〔当サロンは、最近は「去る者は追わず、来る者は拒まず」という感 じで運営してます〕

υ

“早速のサービス"お届けいただきありがとうございました。

ていた機会と温かいお誘い、加えまして「記念すべき第一号J

待
｀
ちに待っ

とのこと。

「片隅に加「一」という言己号 。文字に弱い当人としましては、入会今期一号となることを期 して

えておいていただきたい」と決心させていただきました。

「毎日夕刊」でしたので、毎日ユウカン (好きに当てられますので)に も通 じるかな??

〔毎日新聞での入会第一号です。イニシャルがY YなのでYY楽 しむとのこと。嬉 しいY〕

“3月号"大変嬉 しくいただきました。紫色でデビューさせていただけて

(私の好きな色なのです)感激 しております。 ・・・。個性的な方ばかり

で、今から “羽震い(ノネルイ)"を しておりますが、どうぞ温かくお迎え下さい。 (93.3.9)

〔お迎えします〕

一―― 女性の字 綺麗で見やすく 載せやすい (変集鳥)
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今月のお便りの中から、皆さんの作品を披露 します。

関東ビックリ放送 つくば市/加藤栄

いろんなジャンルの笑いがあるのが、当サロンの特長です。最後は塩塚賢輔さんのお便りから

の「ますます深刻/ヒする不況ですが、バブルのように吹き飛ばして下さい」と終わります。

○群馬サファリパークの宣伝「野生の動物たちを大切に育てていますJ !

○日立市のマラソンでは、完走した人に「乾燥いもJを くれる。「ほしいものは?」 「ほ

しいもJ !

○読売新聞県版の見出し「キリストが猛攻」 (こ れは強そう。茨城キリスト教学園高等学

校を略したらしい)!
○中野考次著『清貧の思想』が 50万部突破 ! 印税は7, 500万円? 著者「うれし

くて、困った」 1

不 /卜 の 話     lШ tt「FJ/朦 A仮 す

○「安いマンションですねッJ「工・…・・。マンション安井です」

○「私の誕生石はダイヤモンドです」「道理で意志が固いと思っていた」

○「汚染が明確なので、この決裁書類には印は押せん」

○私の名 (浪子)は、自分の海軍在籍記念につけたと父から聞いていた。父亡き今、老い

た母は「海軍退役後の浪人中に生まれたから」という。私は後の理由の方が好きだ。

仙台市/藤沢浪子

ダ ン ヤ運 先     示司 肘ゝ /リム川 友 雄

○「パン買ってきてね」「何パンだっけ」「干しブドウパンよ。忘レーズンにね」

○男達「女房たちを肴に魚を食べるのもいいね」

女達「主人が出張の時には、いい肉食べてるとは言いにくいわよね」

○近畿地方の桜は、 3月 下旬に咲くらしい。

○バーゲンで買った品でも上等に見せる。僕の彼女の常套手段です。

←

,17

京都府/広川友雄

大阪市/朝川清

国語言遊訳辞典 (語句の意味を言葉遊びのセンスで解釈するものです)

(明 日はない) キ ョウばかり   (い えダニ)撲 滅はジュウタン攻撃を

(う ぐいす)  鳴くのはウメーで  (ウ イまご) コのコ、コのコと可愛がる

(おたずねもの)シ メイで手配する (かけゴエ) ユウキ (勇気・有機)を もたらす

(鎌を掛ける) スキを見てカマしたリクワしたりする

千葉市/近藤森利ノllり,ニユロ」        可 芽コ|'/4■余林 ↑リ

○開 運 の 1升 奮,ン ジく 一 層 三0ま 渉ら ィガ 生 筈

○還 暦 の Bか ら 付 録 の AIこ れこる

○言 い 訳 を 冷 め 7生 お で ん ノバ 聞 い て い る
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一卜ぼ‐‐‐‐‐‐・‐‐
ジ ョ ー ク の 広 場 か ら  2月 例会作品笑介コ‐ナー・ 1

参加者が増えると作品が増える。作品が増えると掲載する作品を厳選する。面白い作品を選ぶ

と読者に楽しんで頂ける、となればいいのですが、出来るかぎり多数の皆さんの登場を行うとい

うのが、当サロンの方針であります。

野本浩一

横山朝夫

印南博之

奥|1篤史

11日泰宣

子供「便秘ってどんな病気なの ?」

親父 「くだらん病気だよ」

子供「じゃ、下痢ってどんな病気なの ?」

親父「つまらん病気だよ」

昔聞いたジョークです

作者は誰でしよう?

最近腹の立つ事が多い

初対面の如何にも老けた人と話したら俺よりず―っと若かったり

明らかに俺よりず一っと
摯

く`せに、給料が邊かに部 ヽ

運⊇
★龍角散

「パパァ、今度 リューカクサンていう本買って」

「エッ、そんな本はないよ !」

「だって、御本と言えばリューカクサンて云ってたよ」

★馬刺

「あなたって競馬場へ行く前に必ず馬刺を食べるのね」

「ウン。縁起をかついでるんだし馬勝ったってネ」 薙

Oダジャレ人 (び と)ア ッシー君

先日、三遊亭小遊三の「全日本ダジャレ芸術協会」なる本を発見。出たばかり

で、週刊アサヒ芸能で掲載されているものをまとめたものらしい。ちょっとジ

ョークサロン好み? アッシー君好みと思い、ご笑介。

課題が与えられますが、気負わずにチャレンジしてみました。

晰幹線の側   ≦曇、
*お主、博多なあ        *♪ 新潟女房にゃ、未練は名古屋

*悲 しくて一晩中西明石ました  *熱～海く久し振りだなあ

*小郡平家は久しからず  ―  *小 山、郡山、こりゃなんだ

玉手富ボツ作品集  (結構面白いけど掲載されてないとか)

愛 で た 愛 で た 一 の  赤 松 さ ま ― よ

」 AL:パ ~ッ
ク   無 酉己転 落

仁五龍肇媚≧屡罰い マr  おそ藩静邁]矢日 ′ら
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V

曽田英夫

品木正明

ジョーークの広場から 2月例会作品笑介コーナー・ 2

サラリーマンことわざ笑辞典  (82・ 83)

最も多く知るものは最も少なく信ず

→ 最も多 く笑うものは最も少なく病気となる

▼「最も多く給与を取るものは最も少なく働く」というのもあったりするが。

ものも言いよで角が立つ → ものも言いよで角とれる

▼ものも考えよう、だ。

               (塾
ももくり三年かき八年 め なれ・のり二年飽き八年

▼最初の三年はよいが、八年もやると飽きてくる。

コミックどどいつ

*無事に退院矢抜きの鴨を祝う酒盛り鴨料理

*てんかん発作が起きないゲーム転換 しますと任天堂

I冒奮舞サξttX:化li粟肩墨ζ〔[響苅:れ    織
*ガムや煙草のポイ捨て止まず会社もポイ捨て管理職

*冬 と春とが同居の季節風邪と同居の花粉症

自宅とは別に構えた庵には参石庵とか墨亭、老雲荘などと名付け、本人は遊び心

で雅号を楽しんでます。あ、たつの雅号を取り合えず、披露します。

蓼州 (り ょうしゅう)  本名が清久 (せいきゅう)書に通 じるので領収書に掛けた

洋辺斎 (ようへんさい) ローンがあるので返済を要するから

「人生楽しくするためには、笑うことが大切だ。人間は楽しいから笑うのではな

く、笑うからおかしいのだ。悲 しいから泣くのではなく、泣くから悲しいのだ。

つらくいやなことがあったときでも、わざと笑ってみると、自己暗示にかかって

古沢清久

平井幸雄

′とヽが明るくなってくる。笑う門には福が来る。笑う顔にも福が来る」

新語十番笑部
新  語

C
第一～二番

意 味 ダ ス

自分の好みだけのものを選びとり、好きになっても、す

ぐ別れてしまうこと。

ショコラの大とはチョト違う。

五角エンピツで、5を書く。

我が家では、「平」 (五画)と書く。

O
第一番

第二番

第三番

りえ好み

小和田家の大

合格祈願
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2月 例会参加

印南博之 。奥村篤史・小田明子・曽田英夫 。高木正明 0高木孝枝・野本浩一 。平井幸雄・

古澤清久 。前田誠・門口泰宣・横山朝夫     *下 線の人は初参加です。

#1.先月に引き続いて 10名を突破 しまして、賑やかになっております。

#2.高木孝枝さんは、ミステリーの愛好家です。ジョークの方は、あまり縁が無かった

と思いますが、今後も時折は覗いて頂けるかも知れません。

以前から、一体どんなメンバーの方々が、ジョークサロンなるものに参加なさつていら

っしゃるのか、大変興味がありました。

実際お目にかかつて、思っていたよりもずっと年齢が上でいらっしゃったのに、驚くと

ともに、こういつた会に参加できる方は、大変魅力的だと思いました。

人を泣かせることは簡単ですが、笑わせることは、ブト常に難 しいことだと思うのです。

そして、私は、「笑い」の為に、真剣に努力する人が好きです。皆様には、及ばないかも

しれませんが、良い作品が閃いた時には、また参上 したいと思いますので、以後もよろし

くお願いいたします。

どうぞ各方面での活躍をお祈りいたします。

メッセージ フロム Takae Takagi 1993.3.4

ものに参加なさっていら

っしゃったのに、驚くと

した。

〔とても励みとなりますメッセージを頂きました。日常の生活の中で、ほんの少しだけでも

ほっとする一時が得られることはあり難いことだと思っています。サロンに集う皆さんの

ノトさな連帯感が各人を魅力的な人に変えていってるのだと、思っています〕

――――メッセージ フロム ShigeO Yashib3(古 参会員

ila三 三三三I三二三二I]
忙 しくて 例会にも出席せず 伝笑鳩をみて ホッと気の材

〔サロンのモットー :「無理はせず都合がつけばまた参加」です。ヨロシク〕

V

伝笑鳩No4 2

発行

変集鳥

変集協力

変集支援

発行所

1993.3.26

野本浩一

曽田英夫/奥村篤史

門口泰宣/平井幸雄

印南博之/高木正明

小田明子/横山朝夫

同巣会ジョークサロン

壕爾招露。ちちrビ言語可51微
称囀

横浜市/池谷倫代、西森梢、矢柴成雄 。川越市/岩城

元・広島県大竹市/今田景通 ,つ くば市/加藤栄一・

川崎市/藤野有樹・千葉市/近藤森利・取手市/塩塚

賢輔・小平市/児玉美子・南津軽郡/沼宮内春雄・

仙台市/藤沢浪子・島原市/藤本勝 。中央区/西井正

吉江祐子・京都府/広川友雄・福岡市/椛田義富

一
御 コーナー

4月 例会 日時 4月 26日 (金)18:40～   会場 内神田社会教育館 8F

お便り&カ ンパ切手の送付先 〒158世田谷区深沢75-13-305

公(03)57066492       野本宅です。

例会参加希望の方には地図を送 りますので、ご連絡下さい。
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