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今月の―笑

宮沢首相

国民

「人ごと」に「一言」

「まあ仕方がないな」

「もう仕方がないな」

(大阪市/芝原たけお)

証券マンの世界には「まだはもうなり、もうはまだなり」という言葉もあるようですが、ほん

の一寸 した言葉の違いで意味に大きな差が出るのが、日本語の難 しい所であり、また微妙に笑え

る所でもあるようです。

一寸 した言葉遣いの差で、大きな痛手を被ることもありますので、注意 しましょう。

というのが、今月の一笑の教]1で もあります。

もうひとつの教訂1は、普段から自分の考えをきちんと整理しておかないと、突然意見を求めら

れた時に誤解を招く様な事態に陥ってしまうということがある、ということでしょう。

「自分の意見を言えんと、イケンよ」とは、変集鳥が中学生の頃に言われた洒落でした。

さて、まずは例会に関しての重要な連絡をさせて頂きます。

従来は原則として、毎月第 4金曜日に例会を開催 していましたが、参加者各位の意見を集約 し

まして、 6タ ヨか 屯)は原則街等 4刻K晒醒 日 に例会を開催することと致します。会場

が手配出来ない場合は他の曜日に変わることもあるかも知れませんので、ご容赦願います。

会場は今後も内神田社会教育館を利用するようにしたいと思いますが、最終頁に翌月の日時・

会場を記載 しますので、お間違えのないようにお願い申し上げます。

金曜日だと都合がつかないという方も多かったようですが、水曜日に変更することで、新 しい

方々がスイスイ来ることを期待しております。

では、先月初参加の二人の方からのお便りの抜粋です。 頭
一

皆様の作品をじっくりと拝見させていただきましたが、ユーモアの味わい

が “深く濃く"やはり年輪のようなものを感 じました。 “お土産の笑品"

の用意もなく参加させていただきましたが、温かく迎えて下さってはっと致しました。あわただ

しい毎日の中で遊び心のある空間 “ジョークサロン"をみつけられたことは幸運でした。初めて

の参加はちょっと勇気がいりましたが、帰る頃にはそんな気持ちも吹き飛んでいました。

休み明けラッシュアワーに夢も醒め  (京子 )

皆さん、楽しく且つ真剣に研鑽 して居られるお姿を拝見し感銘 しました。

先月の例会で皆さんの作品発表を拝聴しての感想 :(自 分で作らないで勝

手な意見ですが)」okeにはEsprit,Humour,Wit,IronL等 の要素が必要であり、日本の都々逸・川

柳等も同様だと思いますが、題材のとり方 (人の不幸、暗いものは避ける)や、単なる駄洒落に

終わらない為には作者の人間性とヒラメキ、センスの錬磨が必要なことを痛感しました。

〔サロンの発展のためにも、いろんな異見が必要です。ありがとうございます〕

市り1市/神代京子
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それ月 霧コ高 :不日球 ヨ ま 日 本 こ́き ま彙 う  (そ メら 1)

よみうり文化センター・千里 おしゃれユーモア笑学校報告  考長 芝原たけお

いつも伝笑鳩をありがとうございます。以下に笑学校の近況報告を致しますのでよろしく。

*

「ケツなんて下品なことを言わないでオシリといいなさいと教えられた子、学校でオシリ膜

炎がはやってるといいました」というのは、 94才の男子笑学生田村さんのお話。毎月 2回の

おしゃれユーモア笑学校は、こんな話題で明るい笑いに包まれます。

先日は「早・東は知らず、慶卒でした」というパロディーをテーマにしたところ、なんと同

じ笑学生で大会社の部長Tさ んが、早大の後東大を卒業していたのです。早東出の笑学生もソ

ウトウ愉快ですが、考長は関学でやはりK卒でした。

自称狂頭の主婦Nさんは大阪弁のダジャレが、またおしゃれなMさんは少 しタイミングのず

れた明るい大笑いが得意です。私はダジャレを考える時間が長いというので、僣越ながら考長

を務めております。

*

〔笑学校の連絡先 :〒532大阪市淀川区西中島212-8-406 806307-0418 FAX06 307 0419

賑やかな様子が伝わってきますが、学級会はシャレた意見の応酬なのでしょうね〕

「笑科尊塾」 (第 20・ 21号) 塾頭 朝川素鬼

(1)四月吉日雨天二出立。ハロー首里王古宮。日本ハ泰平。苦ハ昔日二。春暮二大東亜日本軍士

合同墓、山・谷・木・百合穴ハ真実呈示。炎景昔日苦ハ全人二薬。全人基本ハ善。泰平ハ美。

*塾頭朝川素鬼が 4月上旬に沖縄を旅行 した時の作品。左右対象文字で構成されている。

(2)「 かけとくこころ」…・Aと掛けてBと 解く。そのココロはCo Aと Bは異質であるほど面白

く、その共通点をCと します。一寸ひねったBが良。Cも重要なまとめの要素です。

Ｃ

貧

Ψ

沖縄と掛けて  B…愉快な人

B…死からの生還

ニセ札と掛けて B…新しいギャグ

B…大物ルーキー

C…キチにとんでいます

C… コキュウが再生されました

C…使うキカイをうかがう

C…使ってみて通用するかが半1る

0)「いちにぃ算数」

①  253
-   3

250
二号さん身をひき都合まんまるに

(253 3 - 25  0)

227
-人身に恋が加わり夫婦成る

(1 3295 + 227)

② 132
+ 95

-2-



今 月 投 稿 :和 来 ιま 日 本 を 救 う (そ の 2)

変換川柳 十首   千葉市/近藤森利

喧嘩した昔の友に献花する       丹精の花端正に咲き誇り

血糖と決闘をするインシュリン     ー本の銚子で父が調子づき

感動をして勘当の話聞く        試算 した資産以外に少なすぎ

慰謝料を払うと医者が折れて出る    想像の通り騒々しい会議

有閑な身が夕刊を待ちかねる      人気ある理事長任期待たず辞め

〔本年 3月号No41で紹介 した前田誠さんの『わぁ!プロのミス』でも変換の泣き笑いがありま

したが、川柳に仕上げた発想の変換じゃなかった、転換が受けますね〕

内科医院おもしろ問答集    福井より東京へ/井上幸彦

その 1 医師 :し たを診せてください。

らっ!どうしょう。 (こ の先生、エイッチ !)

うしたのですか?

静脈注射ですよ。 (腕を見ながら)なかなか血管が出てきませんね。

(ま じめに)これが僕のけっかんです。

どれが ?(す ぐ気がついて)今のは良かったね。

どうして (肘を指しながら)こ こには注射しないのですか。

もちろんよ。曲がり角は、注射禁止ですよ。

患者 :あ

医師 :ど

その 2 看護婦

患 者

看護婦

その 3 患 者

看護婦

ダジャ連発   京都市/広川友雄

その 1 店長「あれっ、今日はマネキン嬢はこないのかな ?」

店員「ええ、今日はマネキンませんでした」

その 2 生徒「先生、相手チームは強敵ですか ?」

先生 「今日は敵でも、明日は友達さ」

車内放送    大田区/松本八重子 京浜急行卜戸部という駅があります。    ヾ湯

車内放送 「次は、戸部～。とべ～」 ややあって 坊や「お母さん、この電車飛ばないの ?」

子供って、最高に楽しいですね。
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あ い う 絵 お 、

平 日日 レ 」′
子 談

①

お、お

「体の一部が入ってることわざを絵にしました」

ll

①猫舌 ②肘鉄を食らわす ③お尻の

平田「出来はどうかしら?」 一同「ええ

かきくけ鯉、恋、来し

天 野 秀 雄 作

「何が釣れますか ?」

「恋 (鯉)です」

〔サロン常連の平田さんや

投稿常連の天野さんの

ヒトコマはそうナイスよ〕

る滑カロ④
畑

雛
・です
い

え

軽
　
ヽ

…
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ハヒフヘホ、ホ、ホ 4月 Jll会作品アラ 1カール ト

程賓ばゴ草月ジを 隣の席に座るとたん、眠りにつき寄り掛かる太めの美人6

自分も彼女に合わせて、隣にもたれ力功 るヽ。シアワセ。

匡日肩訂幸事夏二 「裕子の相手はまだ決まらんのか ?」

「エー、なかなか良い人が居なくて」

「もう誰でもいいじゃろ、ホレ、広告に出ていた

行って見たらどうじゃ」

コミックどどいつ

*野球開幕優勝予想必ずはずれる評論家 ヽ一

*偽の諭吉が笑って抜けた敗テク疑術の慌て様

*魚が変身偽装の漁船密入国者の大量旗

*日米首脳は黒字と赤字俺は意固地な痔で悩む

“男のバーゲン"へでも

高 琳 こ r卜 明

J亀本寸作言 Jヒ   タヮゴトロジー 0シ ョー ト,ト ーク    ・

*4/12納 果の儀 NO妻の儀 ? 納果の品は、「来ぬ、1避けたい」 (絹、

酒、鯛)嫌がるのを無理に嫁さんにする儀式 ?
*大量偽札発見‐真実巾こ作りました 一一― 偽造団

*‐万刷って又一万 ―一一 大量偽一万円札

Fヨ EI者琴集蒙   玉手箇 〔週刊読売〕投稿作品

*NO才能の技 一一―一 ボッ常連者  〔93.■ 2掲載〕

*人間到るところ青山商事あり

*ロ シアより謝意をこめて 一―一― 工大統領

塵蒙日ヨ夢奎ジモ   サラリーマンことわざ笑辞典 (86.87)

往く者は追わず 来る者は拒まず → 仕事は追わず 遊びは拒まず

▼「仕事は追わず 給料は拒まず」とも。

湯屋と床屋はうわさのはきよせ → トィレと給湯室はうわさのはきよせ
:   ▼うわさが飛び交う。人事千里を走る、とか。

よい考えは夜越しに来る|→ よい考えは頭越しに来る

▼誰が考えるのか、よい考え|ま 自分からは生まれない。

7=チ■亮藁濁肇ジモ  ☆一人相撲     ′ |
某名門私立大学、相撲部の話。 5人の部員のうち4人が卒業した。残ったひとりが

新入生の入部勧誘に努めたが、ままならず結局一人相撲を取らざるをえなかった。
「伝統も 3Kに勝てず 一人相撲」

・６

―

わ

一

‥
‥
Ｉ
Ｆ
Ｌ
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石井志津夫・印南博之・宇多重義・奥村篤史・小田明子・聖代京子・曽田英夫・高木正明

野本浩一・平田レイ子・門口泰宣・横山朝夫 *下線の方は初参加です。

#1.先月の少数精鋭から12名に盛り返しまして、和来復活です。

#2.宇多さんは門口さんが推進中の・かながわ生涯現役の会'からの参加です。

#3.神代さんは伝笑鳩読者の目黒区/亀山さんの馬術仲間とのこと。ウマが合う訳だ。

投稿作品も徐々に増えてきましたが、例会にも新 しい方が参加してくれます。

来月からは、開催を水曜日に代えますので、これまで都合のつかなかった方にも参加 して頂け

るのではないかと、期待しています。

最後に、さすがに例会には参加が難 しい方で最近読者になられた方からのお便り笑介です。

先日は月刊「伝笑鳩」を送っていただきまして本当に有り難うございまし

た。すばらしいユーモアに家内ともども感動しております。今後ともよろ

しくお願い申し上げますと共に、会の発展を心から祈念いたしております。

Jヒ海道では山へ行きますとまだまだスキーが滑れます。今年はニセコや手稲オリンピアに10回

程出かけて参りました。冬山スキーの後は、バスの中でウイスキーをいただきながらウォークマ

ンでチャイコフスキーを聴くのも「おつ」なのです。

札幌の 6月 は皇太子の結婚で トウキビ以上に売れるのは「プリン」です。結婚適齢期の若者は

「プリン」をひとつではなく複数買うことになるでしょう。男子はプリンを食べて 「プリンス」

になります。女子はプリンを食べて「プリンセス」になるからです。

札幌市/石垣喜芳

伝笑鳩No4 4

発行

変集.鳥

変集協力

変集支援

発行所

1993.5.28

野本浩一

曽田英夫/石井志津夫

門口泰宣/奥村篤史

高木正明/印南博之

小田明子/横山朝夫

同巣会ジョークサロン

∪

〔交鵬 関〕                 
∨

」R神田駅西□より徒歩5分

営団地下鉄大手町駅A4出□より徒歩 6分

大変失ネLしました。今後ともよろしくお願い申し上げま

「 私〕
|コi[__□∫[」

=」
〔丁寧なお手紙なので、知らんプリンも出来ませんでした、

Ｘ
Ｉ

切手 。カンパ受領一覧 (敬称略)

1993.4.18 -1993.5.22

大田区/松本八重子、札幌市/石垣喜芳

横浜市/天野秀雄・月JII景也・中村豊秀

練馬区/井沢誼子、京都府/広川友雄

福井市/井上幸彦、国分寺市/池田忠子

★ 現在の郵送読者・会員数 126名★

ゝ

6月 例会   日時・会場は下記

6月 23日 (水)18:40～ 20:50

内神田社会教育館 7F小集会室  地図→

お便り&カ ンパ切手の送付先

〒158世由谷区深沢7-5-13-305 野本宛
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