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今月の一笑  所変われば■ .1 ■

日本 :「柔」よく「剛」を制す

米国 :・「銃」よく「岡1」 を制す

(中央区/西井正)

今月の一笑はある意味で重いテーマとも言えますが、これからの課題を含んでいるとも言える
ものであります。                            | ■ :

必ずしも同じように考える人ばかりではないからこそ、議論を重ねる必要があり、又、ちよら

とした捉え方の違いから笑いが生じたりするものなのだと思います。
サロンでも参加者がテーマに据えたものですが、笑いつつも考えて行かなければならないのか

も知れないな、と思っています。
ワ  そういう観点からすると、先般無事に執り行われた『結婚の儀』についても、素直に祝う気持

ちの人が多い中で、二寸やり過ぎでは、と言う人もあったようだし、多くのマスコミが覗き見を
するような過剰報道に対して外国の人達の中に眉をしかめる人もいたとかでttヽろんな摩擦の種
は多くあるのでは、ないでしょう力ヽ

さて、真面目な導入の後は、真面目な伝笑鳩の、真面目なお便り笑介です。梅雨に入ってから
は、マ、ジメ、ジメしますので、すこしくだけて行きましょう。

越谷市/田中邦子

封 素

福岡ヽ/ 田ヽ義富

切手の欲しい「伝笑鳩」

ジョークサロンご一同様へ

高石市/芝原健夫

毎月伝笑鳩が飛んで来るのを楽しみにしています。皆様のユーモアにいつ

も感Ёヽしています。また今年十年よろしくお願いします。

拝啓 梅雨入りとなりましたが、日に青葉が美しい頃となりました。いつ

も「伝笑鳩」ありがとうございます。 (カバもハ トを待ち望んでいます)

さて、小生東京在住時代に石井さん (イ ーさまとも、カミさまとも呼んで
Vま すが)か ら、ご紹介頂き、女房ともども「伝笑鳩」の飛んで来るのを楽しみにしています。

先日、久し振りにイーさまが来福されたので記念切手を若干枚お預け致しました。これからも
「伝笑鳩」との縁を続けさせて頂きたいのに切ってとは 一― 。

本日は、より深くご縁を、との祈念を込めた記念切手をお届け致します。どうしようかいと言
わず同巣会の一人としてよろしくお願い申し上げます。今後のご発展をお祈り申し上げます。

キッテ欲しくない博多のかばた

(メ ンタイコもよろしく)

伝笑鳩N“4拝受しました。ユ‐モア笑学校レ群卜と今月の二笑ご笑介賜り厚く御
礼申し上げます。今月の一笑にはすばらしいラォローを頂きありがとうご

ざいました。毎月のご変集まことにご苦労様です。そのうち笑学生の作品もお送りします。
〔ありがたく一言二言頂戴し――― ともかく、便りが嬉しい変集鳥です〕
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初参加の方からは、

横浜市/天野秀雄

その感想や印象を伺っております。そのお便りを笑介致します。

拝啓 さわやかな麦秋の好季節を迎えました。先日伺いました折、初めは

迷ったのですが皆さんのユーモアや面白い話を吸収しお互いに笑い合う楽

しい時を過ごしました。帰ってからも楽しさの

ひびきがありました。

今後ともよろしくお引き回し下さいますよう

お願い申し上げます。 敬具

〔引き回すのもよろしいかも知れませんが、

加わって頂くのがもっとよろしいようで・・〕

赫

河内長野市/山下貞子 伝笑鳩 6月号を有り難うございました。さわやかな水色の活字、むし

暑い季節に涼感を運んで下さる御親切と推察致しました。「6月から
~

毎月の「伝笑鳩」ご恵送誠に有り難う御座居ます。隅から隅まで詳読させ

て頂いております。皆様の卓越したユーモアセンスには本当に敬服致して

「伝笑鳩」を刺激剤にして、趣味の川柳を磨いてゆきたいと考えておりま

例会は水曜」とのこと、6月 にはスイトピーの花が美しく西瓜も美味しくなる季節、雨水が多く

なって水鳥もスイスイ泳ぐことでしょう。たまには酔なおネu犬をと思いますが、むずかしいです

ね。例会には多くの参加者が吸いよせられ水道水のようにお口からジョークがほとばしりますよ

うに。取り急ぎ御礼申し上げます。

〔7月 も水曜に例会を行いますが、会場の部屋が変わります。 8Fの和室になっています。他

のサークルも水曜開催が多いようで、これからも部屋の変更があるかと思います。例会参加の折

には、何卒お間違えのないよう皆さんもご留意して下さい。待っています〕

櫛 /`i圧用廟蘇禾J

おります。これからも
す。今回は梅雨の季節にちなん

=鷺
雨」をテ

I昌祇写鰭

た。
 4奥

川柳「雨」

硼躍勒 あヾりましたら、近藤さんにも例会に参加して頂き、本格的川柳の味わい方について、

講義して頂けたら、と思います。誌上にてお願い申し上げます〕
一

一 ― ― ― 一 一 一 一 一 一 一

例 会 作 品 は み だ し 披 露

道草をしたばっかりに雨に遭い

ストレスが充満雨の幼稚園 |‖野

曽田英夫 サラリーマンことわざ笑辞典(88,89)

*よ うじけずりも材木屋

→ 経費けずりも経理屋

*容姿の美なるものは外套を要せず

→ 容姿の美なるOLIゴ雛 を要せず

*よき射手も失策する

→ よきコンサルタントも失策する

野本浩一

一 連体りII柳 ―

・連体に読む本どんどん薄くなり

・連体にあ、だん読まない本読めない

・七連休終われば欲しい八連休
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アッシー君の教養講座 翻耕ザ琴リピ家
ジョークサロンの中にあって、挑戦する領域の広さで他を圧倒し、またその深さで畏怖させる

ことでファンも不安も多いアッシー君こと奥村篤史さんのスペシャルコーナーです。サロンでは

別名「下ネタの奥村さん」とも言われておりますが、それとて熱ら、さはとても好評です。

鯨あれこれタワゴトロジー 国際捕鯨委員会 (IWC)を契機とした鯨論争に寄せて

ユ

レ

*鯨 (ゲイ)の会

*鯨NO会

*鯨術家

*鯨バー

くしらしゃく

*駅

むデいたいしょく

*無鯨替食

*鯨とボール

*大洋捕鯨ルズ

*雌鯨をたてる

鯨 (ゲイ)を愛せ !をスローガンにしているホモの会。 塁

奥
あ読め

距T理鷲ifTttζ :菫ξ}す
ぎる、

l皿
0と反対し‐ヽ稔

鱚ソ

*鯨シャガール

捕鯨技術を誇る専門家。優秀な人は捕鯨奴だと呼ばれる。彼等の格言は「捕

鯨に入らずんば鯨を得ず」。捕鯨禁上に対し捕鯨の乱を起こす恐れもある。

鯨で作った様々な製品や捕鯨用品で室内装飾し、海の男達の集まるバー。鯨
の鰭 (ひれ)酒が珍味b捕鯨禁止以来、かなり女性化された男が多く集まる鯨バ

ーでもある。開店時間はもちろん 9時だ。

雄鯨への鯨サービスで餌を貰っている雌鯨Lしかし鯨の道は険しく、最近老

齢化の道を辿っている。昔、シャガールという名の鯨が、××で絵を描き人

気を博し、特別芸を持つ鯨全体を鯨シャガールと呼ぶようになったという。

昔、鯨を捕る時、ズボンの裾が邪魔に成らないよう巻き付けたもの。
このスタイルで歌を歌い、人気を博したイギリスのグループがゲートルズ。

鯨の大きさを計った物差し。着物の採寸にも使われ、時々奥様方が療だ猪だ

畠重EF嘉膳曇h[r:畠 翼?術貨懸禽雪害生畠量′

°

   A
昔、老人達は海で鯨とボール遊びをしたものだと語る。昔を偲び、名前のみ

生かしたボール遊びを陸上で復活している。

捕鯨会社が持つ野球球団であったが、捕鯨反対 !の声に今年から|ま胸浜鯨ス

ターズと改名した。

*鯨 トノ

常に雌の鯨をたてる最近の女性上位の鯨社会の様子。

と使われ、雄鯨への愛戯行為を指した。

昔は「雌鯨がたてる」

2.漢字遊び  よく使う言葉ですが、漢字で書くと難しい。下線の字、さ ます力ゝ

(1斤てより  (2χ余に言った  (3膚し黙考   (4)回復が捗々しくない (5潜として

(6態と    (7脚 大変で   18脚人生とは  総凛逆そんなこと   aOlk浮世は

側縦令そんなことω只管謝る   09かんがえ
=入 aめ吃驚した      固熟く思った

鯛連も     α船 異なる   側遍に君のお蔭 側所謂ひとつの    例気も漫ろ

答 (1》ねて  (2おもむろに(3)しばし (4油ばかしく (5ようとして(6》ざと(7)さぞ (8たもそも (9はさか  alllと かく

0)とえ G跡たすら COひとしお uOびっくりした 0励り〈づく 00とてもa碑や a船とぇに 0》 tゆる 2Ⅸ錫
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貴方に優しく、麟 は11嚢:ヒノい ・  ・  °
  5月例鉢 品

環境問題力洋旨摘される中、健康で優しい生き方が求められている。

一週間を野菜を中心とした優しい献立で・・・生きる

月曜日 やさいを多く、旬のものを考えてたべる。

火曜日 さやえんどう、そら豆でチョイ トー杯。

水曜日 しゅんぎくのお吸い物で英気を養う。

木曜曰 くろまめ、納豆でタンパク質をとる。

金曜日 いんげん、オニオンスライスはサラダ風味で。

土曜日 きゅうり、茄子は漬物で頂こう。

日曜日 るんるん気分で残り物は炒めて食べよう。

〔一寸、大袈裟に過ぎません?ラ ーメンですよ。久し振りに参加されたので、一寸笑介〕

回
替 え 歌 笑 歌

ノ ⑤
′

や・さ・し・く・い・き・る一一 かくし味は如何でしょうか。

久し振りだと興奮するかも 0・ ・男女の会話

女 ねえ、あなた、もういいでしょう?

男 だめだよ、もう少し待って、いい子だから。

女 ううん。もうあたし我慢できないわ。ちょっだけ見せて、見るだけよ。

男 ああ、さわっちゃだめ、だめだったら。

女  いやっ、 もうだめ、待てないわ !(パクッ、 ズルズルー‐、 アァ)   6
男 あ―あ。何てこった。 3分間も待てないなんで。まだ、固いよインスタントラーメン。

母さん お肩をたたきましょ たんとんたんとん たんとんと (肩たたき)

→課長さん お肩をたたきましょ 短刀直入 淡々と

花摘む野辺に 日は落ちて みんなで肩を組みながら 歌を歌った帰り道

幼なじみの あの山この川 あ―あ―  〔誰か故郷を思わざる〕

→鼻つまむ野辺に 日は落ちて 皆で隊伍を組みながら 廃棄物を捨てた帰り道

幼なじみの あの山この川 あ―あ― 誰も公共を思わざる 溶′
諭

今日は赤ちゃん あなたの笑顔 初めまして 私がママよ (今日は赤ちゃん)

→今日は 明石さん あなたの渋顔 初めまして 私がポト派よ
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最近都会に流行るもの・・・ 5月例会作品

若者や外人に大道芸が人気とか、講習会が開かれたりしています。

大 道 芸 講 習 会 その 1「 南 京 玉 す だ 乳 」 製
# 会場が新江戸川公園の事務所で場所が悪く迷った人が多かった。最高一時間掛かった人
は着いた時には疲れてぐったり…「ああ芸の道は厳しい」

# 講師の老人「なん」と言って喉がつかえて■端きり、後は一気に「きん玉すだれ」と言
ってしまった。

# 講師の講習中は「眼高低手」、講習終わって道具の注文取り、予約して一ヵ月半かかりV  12、 000円と力、 受講者は思わず「品高低価」でお願いします。

世相を鋭くえぐる、『コミックどどいつ』も人気上昇中。

では、コミックどどいつ (' 93.5.28)

PKO問題 平和憲法かざして派遣兵は剣砲迎え撃ち

文民死亡に動転政府ヤッパリ妻子が泣かされる

くんずほぐれつ二派とポト派ホトホト手を焼く暗立苦 (あ航っく)

選挙の準備は外国まかせ北京で昼寝のシアヌーク

その他   政治改革腐敗の防止先ずは議員に防腐剤

銃に苦渋のアメリカ社会射殺に無罪の非常識

〔日本の常識とアメリカの常識は違うのでしょうが、それにしても・・・・〕

v   [li:i:::] 
『/jヽ言舌で、 ウ、 シッシッ』

G梯交り

「最近、この乳牛の出が良くないな」
「ギュー、と絞ってみたら」

◎さあ大変     敬⊃
「牛舎が火事で大変だったって、本当 ?」

「煙はモウモウで・・・」
「消火出来なかったの ?」

「焼けウシに水だったよ・・・」

〔ウマの話はしてもウシの話は滅多に・・〕

回  
ひとコマ 『友朋てUFO)が来た』

ク ノ

Φ
―_
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5月 28日節

野本浩二・門□泰宣・横山朝夫 *下線の方は初参加です。

#1.投稿のマンガで楽しませて頂いておりました天野さんは初登校です。

#2.例会の後の二次会も盛り上がり、その勢いでカラオケボックスヘ行こうとなりまし

たが、花金で満室。次国からは水曜なので、何とかなるかも、と思った次第です。

今月の秀作 :石井志津夫 「感性を磨こう十ヶ条論」

感性を飛躍的に高める十ヶ条

(1)自然に素直になる

(2良い環境の中で感動を味わう

8床端、現場を知る

14決、不快の印象を大切にする

(5)自分と違う立場の人の存在を

知り、認める

“

旅をする

17歴史を振り返る

鰺店典を学ぶ

(9瞬郭卜な財 、関亡、 女蓄錦いを

持つ

00清婁力ヽ こ自分を見つめ直す

機会化、システム化が驚くべき速さで進展する現代にお

いて我々に求められるのは、自発的、創造的に頭を働かせ

ることである。創造的に、より楽しく仕事をするために、

頭をプラス指向で回転させるにはどうしたら良いか?

感性を高め、自分の求めるものを知ることも必要になっ

て

喜曇爵危暑Ъ十ヶ条を始めてみては如何。 日

実行してみなければ、永遠に何も起こらない。人生とは

そういうものではないだろうか。

どれからでもいいが、実行して行くうちに、自然の偉大

さや不思議さ、そして人間の尊大さや不思議さが分かって

くるようになるだろう。

感性を高めるとは、子供のフ己|こ返ること、自然な′己ヾこ戻

ることに繋がっているようにも思えるのだが。

一― 『サロン的「差論」シリーズ NQ2 3』 より

伝笑鳩M45
発行

変集鳥

変集協力

鰈 蛾

発行所

1993.6.23

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

小日明子/豊田洋代

同巣会ジョークサロン

」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

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)

1993.5。 23 ハν1993.6.16

世田谷区/大山孝太郎・港区/田中澄枝

京都府//1却 |1友雄・越谷市/田中邦子

川越市//岩城元・福岡市/椛田義富

横浜市/麦島龍夫、天野秀雄

★ 現在の郵送読者・会員数 126名★
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7月例会   日時・会場は下記

7月 28日 (水)18140へ
′20150

会場 内神田社会教育館 8F不日宣菫です

お便り&カ ンパ切手の送付先

〒158世田谷区深沢7-513-305 野本宛
(交通機関〕


