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今月 の一 笑

サラ リーマンことわざ笑辞典
笑 いはよき血を作る
→ 笑いはよき地位を作る
(所 沢市//曽 田英夫)

おめでとう、と言いたい様な 50号 記念特大号です。
よ く続けられたなあとい う気持 ちであります。
に参加 して くださる皆 さんのお蔭であることは
全国の読者の方のご支援や、毎月の例会 に熱 とヽ
間違 いありません。本当に、感謝申し上げます。 これか らも、宜 しくお願 い致 します。
沢山の激励のお便 りやカ ンパを賜 りました。
新入会員の方か らのお便 りも含めまして、順 に紹介させて頂 きます。

岩槻市//辻恭ヨDこ の度はさっそくに伝笑鳩 49号 ありがとうございます。また先日は、読者
を希望 しましたところ、す ぐに楽 しい楽 しい鳩をいっぱい送 って くださり、
応対が早 いのでび っくりしましたが、大感激で した。
習 うより慣れろと云いますが、いっぺんにこんなに沢山読みますとどれ もこれ も感心 して しま
い、気楽に笑 って られない気 になってカルチャーショックを受けて しまいました。
これは長⌒― く読者 して頭の柔 らかいのに慣れねばと思いましたので、今後共よろしくお願 い
か しこ
致 します。同巣会 ジョークサ ロンのご発展をねがいつつ

鳩 ヶ谷市//歓『内末吉D毎 月きちんと例会を実施。その上 「伝笑鳩Jを 発行、 130名 に郵送 さ
れているとの事、凡人の出来ることではあ りません。そ して、来月号は
50号、おめでとうございます。 「継続 は力。続けると本物 になる。本物は続 く」とい う言葉を
お祝 いに送 ります。

板橋区/渡辺保夫田毎月拝見 しなが ら思 います ことは、(1)本紙の印刷 と折 り込みと封筒入オ
ゝ
べ
さらには封筒の切手貼 りと宛名貼 りを変集 鳥が夜な 仕事のようにされて
・〈
いるので しょうか。
2)ワ ープロ打ち と編集がいつ もすばらしい出来 ばえであり、 これまた精魂 こ
めてされているので しょうね…など、ご尽力に敬服 しております。
**お 仕事の上で止むを得ず、事務局をされている方の悲哀 (半 分 は怒 り)の 川柳 **
☆事務局 じゃ ないんだ我は 「プロモータ」
☆事務局 に なるべ き時は ス ッとなり
☆ 「事務局 !Jと 言 った相手を にらみつけ
〔
暖かいお言葉 に感謝する変集 鳥です。封筒入れ は例会の最初 に参加者で行 っています。ゆ っ
くり来るとその仕事が終了 していまして、悔 しく思 う人が多いというのが、 ジョークサロンの良
き伝統とな っております。是非、早めに来場下 さい〕
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ф伝笑鳩 に対す る簡想ф
御貴紙 「伝笑鳩」を毎号 いただ き、農村風景をバ ックに、手弁当を食べ な
が ら田野敷 くヘ ビの集落地の田舎で摘 (注 .妻 ?)と 共 に拝毒 してお ります。
最初の頃は、どうも意味あるジョー クが理解できず何回も何回も読み直 し考えている時が多 く
ありましたが、最近 は読み馴れてきたのか笑 いの方 も早 く反応するようになりました。毎号楽 し
結城市//斉 藤引砂

みにお待 ち申 し上げます。乞う御活躍、御健闘、御発展、御多笑 H

以上

@
千葉市//石 井志津夫D

メッセ貝 こと石井
『伝笑鳩 50号 に寄せて』
50号 、五十号、五重 (互重)号 おめでとうございます。号 はさけびと
ノ
む方 々に、笑 いを号 々と着実 に届けてこられま‐
かあいずとい う意 もあり、全国のジョークに親 ヒ
オ
した。伝笑鳩の良 いところはヽ(1)読者の声、感動、よろこび、感謝のことばを惜 しみ もな く掲
していること、(2縫 って例会での作品 は控え 目に掲載 していることです。 この編集方針 に賛同す
る人が多 く、私 もそのひとりです。どうか、今後 も、笑い 。よろこび・感動を伝えて下 さい。
変集鳥のじ尽力に敬意を表 します。

栃木県/田 中孝JD 世の中不景気が続 くと明か りが少 しづつ暗 くな って行 くようで元気がで
ません。腹を抱えて笑 うことも少な く、ニ タリと腹の中で笑 ってすませる
ことになります。先日、マージャンで芽が出なかったの も不景気 と関係ありそうなので、挨拶 も
なにやら訳の分からないものになって しまいました。
イ ひ、
サラリーマンは東西南北の酉レヾ
事配転)の 中で東南西北 (ト ンナンシーペイ :マ ージャ
ン)を 楽 しみ、ダブ東 (役 )で ゴロヒ(ほ くほく)す るかと思えば、東 (と ん)と あがりのない日
は南 とも西南 (し ゃ―ない)思 いでメンツも捨 (す て)パ イであたまを酷使、無想 (国士無双)

します。
ジュンチャン Cll廊 周)に いっている時に肉まん力V受 まんがきたときはホンイチ平和 (ほ んとう
にピンフの)な 思いをするが、昼飯にターメンか リャンメンを待 っている時に頭 (頭 にしたいパ
十
イ)を ポン、カン、チーと一気通貫で トイメンにツモられた時はカー ッときて シュンツとなり
す。
39(残 苦3,900点 )な らまだ しも、裏 (ド ラ)の 親 となればマンズ夜の寝つ きが悪いもので
す。
人生にはしばり

ャンシバ)が 多 く清一色

ンイーソウ)と はいきませんが、モウダーめ

だ主
な
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説 もありますので 「伝笑鳩
横浜市//塚 田三郎帥 「人間欲がな くなったら終わりだ」という云方、
49(欲 )号 」意欲的に拝読 させて頂きました。毎月の皆様の作品感 己ヽ
するばかりです。変集鳥始め変集協力、支援の方 々の御健斗をお祈 りします。
ほどよ く欲す るとよいのかな。 よ― く、考えよう〕
〔
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ll訓 「伝笑鳩」 50号 の飛翔お目出度御座居 ます。 これ も変集 鳥ほかスタッフ
凱
含
護
泰
の皆様のご尽力の賜物 と感 じ入る次第であります。
さて、次なる 100号 が誕生する平成 9年 2月 には、どんな世の中になっており「伝笑鳩」 も
どんな成 鳥になっているのか楽 しみであります。益 々のご活躍 ご発展を祈念申し上げます。
今回は川柳を休んで、パ ロディで挑戦 します。
*小 笑・飛躍人一首
美空ひばり逝きて久 しくな りぬれど 歌 は流れて今 も聞 こゆる (陵 古 歌謡)
ひさかたの光のどけき小春 日は 亭主元気で留守がなにより (古 参 女房)
わが庵は都に遠き野 にあ りて うさ設 J涯 :と は人の言 うなり (房 総 暇人)
櫛

///1E〕

荒川区/奥 田博砂毎月、着実 に伝笑鳩をお届けいただ き、有難 うございます。

欠号することなく、回を重ねて 50号 、ご立派です。心からお祝い申し上げ

ます。これは、 100号 に行 く折 り返 し地点で、 100号 になれば 200号 のための折 り返 しと
・。 こうい うことが、ごく自然に思えるほど、伝笑鳩は着実な歩みを辿 っていることが
…・
なって。
感 じられます。今後のますますの発展をお祈 りいた します。

鍮
河内長野市//山 下貞子田伝笑鳩 49号 有難 うございました。次 は、 50号 おめで とうございま
す。今年は何彼 と上京の機会が多 くなり、石神井の家に住む次女の家
族と共 に過 ごす日も多 くなりました。
近 くの石神井公園は、夫 (注 .故 山下廣蔵塾 鳥)の 生前、二人でよく散歩 した自然の残る美 し
い公園なのですが、近頃ペ ットの捨て場所 に もなっているので しょうか、過 日は体長 7 0cmの鰐
が現れたとテ レビで話題 になりました。先日、次女の家 には黒 い小猫が迷 い込んで、猫好きの次
女は早速 「魔女の宅急便Jに ちなんで 「キキ」と名付けて、可愛が ってお りました。 ところが、
次 に行 ってみると名前が変わ っているのです。二人の孫の提案で 「ラモス」にな った とのこと。
」リーグなど知 らない御本猫 は、どう思 っているのか しらと少 々ッ
己洒己している次第です。

逗子市//筑鳥羽幸太郎D

ジョギ ングで も禁煙で も続けること
が大変です。いよいよ 50号 H 忍耐

と努力に敬意を表 します。
10月 28日 家内が近所の奥様合計 7名 と山登りに出掛け、殆ど下山
した所で転倒、現在家でギブス・松葉杖の生活となり、私は看護
夫兼家政夫として大忙 しです。
￨1柳
そこでり
●妻ギブス あるもの探 しに 大弱り
●いも煮付け こが した味が 乙なもの
●自動で も 洗剤忘れ 水洗い
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υ

福岡ヽ/鼈田義富 いつ も伝笑鳩ありがとうございます。
忘れた ころにや って来ますのでハ ットしますが、読んでいる内に体 も心 も
ポッポッとして来ますので、引き続きよろしくお願 いします。

いつ もながらの見事な添削、ありがとうございます。
ダジャ連発
んな所に置いたら、 しメリヤス。
スのシ
ツをこ
ャ
●メリヤ
●ザボンを水の中に、ザボンと落とす。
● 「アレッ、薬が 1錠多いよ。いつ もは 4錠 なのにJ
「1錠 はサービスです」
「ごじょうだんを」

京都市//広 川友雄

神戸市//山 本関西 久 し振 りにお便 りします。小生はある中小企業の採用担当を しています。
今年 は学生にとり非常 に厳 しい就職戦線で したが、やはりとぼけた学生 も
いるもので、楽 しい会話がありま したのでお知 らせ します。
「当社は大きな責任を負える人材を求めています」
私
「それなら私 は適任です。今まで大学祭が失敗 したの も、カンニ ングカヽぎれたの も、
牲 A
ゼミ
カレ
か ら追 い出されたの も、みんなお前の責任 だと言われてきましたJ
旅行でホ
「企業人 としての良心について、どのよ うに考えますか」
私
・
・」
牲 B 「はあ、両親は 5年前 に死にましたが・
「君 は留学経験はありますか」
私
戦 C 「いいえ、ありません。で も留年目験なら 2年 ありますが」
「君は今までに挫折感を味わ ったことがあ りますかJ
私
牲 D 「はい、大企業を落ちま して、この会社を受験するようにな ったことです」
「当社を希望す る理由はなんですか」
私
戦 E 「はい、得体の知れないところです」
:

:

:

ケ

:

:

これ らの学生 さんは丁重にお引き取 りいただいた。

横浜市//天 野秀雄D

50
これからもイラス トやマンガを
〔
期待 しています。よろしく〕
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サラ リーマンことわざ笑辞典
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98〜 100)

麒

鍮錦

六十の手習い → 六十で退職
▼定年の八割 は六十歳
論 に負けて、実に勝て ⇒ 社内では論に負けて も実績 に勝て
▼要は実績
わが家に休息せざる人は世上の地獄 にあ り
→ わが家 にてス トレス取れぬ人はこの世 の地獄にあり
▼サラリーマンにとって、家庭は大切である。
若 い時の苦労 は買 うてせよ → 若い時の苦労 は売 って しまえ
▼苦労することはない
我が物 と思えば軽 しかさの雪 → 我が物と思えど軽 し給与かな
▼振込 になってか ら―
軽重がわか らな くな っているが・…¨
割 った茶碗をついでみる → 破 った書類をついでみる
▼気 に食わぬ と思って破 った書類 に、いいことを書いていたのでついでみ る
笑 う門には福来る ⇔ 笑 う課 には福来る
▼笑えば福が来る。笑 うカー ドにはツケが来る、とも言 う力ヽ
悪い教えはす ぐ学ばれる → 悪知恵はす ぐばれる
▼わるいことは考えない。
悪い声 にはみそのぶ、
たをする → 悪い声には耳 のふたをする
▼悪 い声は聞かない
わわ しい女 は夫を食 う → わわ しいOLは 課長を食 う
▼口うるさいOLは 課長まで も食べて しまう

フ

シリーズがとりあえず完結。御苦労 さんで した。そ して、ありがとう〕
〔
Fヨ Eコ 嚢毒 肇載
中国 のジ ョーク

リ

☆自分 は将棋が強いことを自慢 している男がいた。ある日、三番勝負を したが連続 して負けて し
まった。翌 日、友達が来て尋ねた。
「=番勝負 して結果 はどうだったのかね」 「最初 は俺が勝てなかった」
「二局 目は」 「彼の方が負けて くれなか った」
「=局 目は」 「引き分けに しようともちかけたが、 ウンと言 って くれなか った」
☆御飯の炊き方を自慢 している娘がいた。ある日、炊けた御飯を父の食卓 に運んだ。 「この御飯
はおいしいねJと 父が言 うと、すかさず娘は 「私が炊 いたのよ」と答えた。
食べている最中にジャリとい う音が 国の中で した。 「石が入 っているぞ」と父が言 った。
娘は 「米を水でといたのはお母 さんよ」と答えた。父は今度 はコゲを見つけた。
娘 は 「火加減を見たのは妹 よJと 答えた。

‑5‑

＞
７
２
．
ｎ
ｕ

ヾ鮮
飢 ・為

氏
肇
ナ
ハ

訳

と
ッ
ァ

の

確 枷

聯

つ
い
ど

た

2.テ レビで告白悲痛な逸見 がんに挑戦頑張 って
3.私 がんよと妻か ら云われ ガー ンと頭 に血が登る
4.医 師にただすと肺がん一期 ビックリする間もない酷知
5.が んの疑い早期 に検査 子宮がんなら尚至色
6.が んはイヤだがおでんの季節 無けりゃ淋 しいがんもどき
7.所嫌わず出て来るがんに 早期開眼がん知識
8.皆 んなのおかげで峠を越 して 再 び戻 った台所
連作とい う趣向です。無事 に退院 されたとのことで、感動的作品に仕上がりま した〕
〔
甫有 E日

議支

短な・ 間近なマジカルフレーズ ‖

前回の首尾の程 はともか く、 もう一度 こだわってみました。柳の下 に土壌があることは確かで
す。 しか し同′
晴は禁物で しょう。

儡

ハ ノイ市の歯の医師がサイゴンまで面倒を見ないのは、歯科医師の仕返 しを警戒 してのこ
とである、と外電は伝えている。 (USO通 信)
モスクワの名物 として人気があ った レーニ ン廟の衛兵が、とうとう零人 になって しまった
とい う。減員の原因 は目下のところ不明である。 (タ ス=足 す特約電)
93年 は冷夏 にめげず、 ビール会社は競 って新製品を発売 した。慌 ただ しいとい うのか、泡
正 しいとい うのか、本格的なのはどっちだ ?
文部省 は音楽教育振興への予算措置の一環 として、女性管弦楽への助成還元額を検討 し始
めたとい う。
わ しの 自叙伝 には次女出ん。わ しには長女 しかお らんでの ぅ…。
署長の私が起 こした 「君津事故」は機密事項 とする。 (君 津警察署長)

fミ 芽■雀女

江戸 口東京博物館

(そ の 1)

両国駅をおりると国技館の横 に巨大な建物が見える。
「ワァー屋根だけの建物だ」 「キャー火星人みたい」前衛建築 は異星人に似ている。胴が無 く
て大きな頭 と長 い二本の足で圧倒す るような大きさで響えた っている。
「東京都 はどうしてこんなに高い建物を作 ったんだろう」
「や っぱり天の声を良 く聞 く為なんだろう」
・・・ 。 (後 略)・ ・・・
おとばけの味、ほのぼの と・・・・〕
〔
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奥 村 篤 史
1.タ ワゴ トロジー ロシ ョー トロトー ク :最近の話題か ら
*オ リンピックの夢 よチャイナ ら 一― 中国国民 10/17週 刊読売玉手箇掲載
*緊急輸入米をカ レーで試食 一一 ナイスカレー :米 国農民
ライス辛 い :日 本農民
*コ メ泥棒頻発 :捕 まえたら新米ばかりで した 一― 警視庁
今年 はコメ不作 :う らやま しい !我が家は下生の不作です ―― 亭主 。女房
*自 民党耐乏生活中 :米が不足の上、ガス・ 電気 も止め られそうで。 〔
広告停J
*年金案 に意見多発 :コ ウセイ年金 とアアセイ年金の 2本立てにしたい 一一 年金審議会
2.ダ ジャレ川柳
k中 身のない低俗な もの と
言葉遊 び、 ゴロ合わせで作 られた川柳は、狂句などとも呼ばオ
して軽蔑されているようです。で もこれまた結構楽 しくもあり、難 しくもあるもの。低俗
大好きなアッシー君 としてはダジャレ川柳 として敢えて挑戦6笑 われれば幸せです。
*コ メ泥棒捕 らえてみれば皆新米
*米 不作、一生不作の妻 と泣 く
*核投棄、グリーンピースがマメに追 い *放 射線汚染許せんロシア船
匡口肩旨十等だ

秋 の部 その参
(元 )舞 茸をひっばり出せば籠 は空
☆エ リツィンを引 っぱり出せばカバ ン空
(元 )木 曽川の今 こそ光れ渡 り鳥
☆基礎が出来今 こその日に不渡 り出
(元 )菊 の香や奈良 には古き仏達
☆異な香 りおならと知れて仏顔
(元 )枯 枝 に烏の止まりけり秋の暮
″白まりけり昼間か ら
☆華麗な宿 カップノ
(元 )が っ くりと抜け初る歯や秋の風
☆が っ くりとぬけ初る歯 と毛が競 い

=

名句換笑

ジョークの秋
芽キだ虫た障ノモ
☆味覚の秋・ 1
吸い物がうまいね ―― 前角川社長
ごった煮の生煮え ―一 連立与党
☆味覚の秋・ 2

リスと トラ ーー 中
☆最近特に嫌いになった動物
温泉が熱 くて入 りそびれていたら、友人
☆効能
「大丈夫、ヤケ ドに効 くと書いてあるだろ」
いいた くは ないがと言いつつ 長話
★川柳
千鳥足 美人にあたリ ドブはよけ

虚子

O

芭蕉
芭蕉
杉風

暴離

Zゴ

みづ ほ

〔10月 27日 の諸作品は如何で したで しょうか。今後 も作品の レベルアップを 目指 した活動
を続けて行 きたいと思 います。では、 ご期待下 さい〕
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石井志津夫 印南博之・奥村篤史 曽田英夫 高木正明・堤淳一 。長井敏・野本浩一
*下 線の方 は初参加です。
前田誠・門□泰宣

#1.堤 さんは奥村さんの会社の顧問弁護士の方、肩のこらない話 し方で した。

『如是我聞』 復刊第 1号 (平 成 5年 10月 27日 )
ネ申 LL届 旨 車珂
皆さんお変わりありませんか。
世の中不況で大変ですが、 ジョー クを武器に頑張 りましょう。
では、相 い も変わらぬ駄作をひとつ。
1.ブ ライン ドタッチ
ものす ごいスピー ドでパ ソコンを操作 しているF君 の ところでK部 長
「なかなか鮮やかな手付きだな」
「部長出来ますか。 これブライン ドタッチ って言 うんです よ」
「ウーン、 これは不得手だが、ハ ンコな らね」
2,馬酔木
俳誌 「馬酔木」 ― あ しび ― を中′
酬 こした俳句の結社があり、各地 に支部がある。世田谷
馬酔木会に所属 しているKさ んは、第二 日曜日になるといそいそとして句会 に出かけるが、
ある日
「じゃ、馬酔木に行 って くるよ」と言 うと、奥さんが
「あなた馬酔木だなんて言 って、女馬酔木 じゃないで しょうね」
・・・ 実際は女性が圧倒的に多 いんだそ うです。
ちなみに、秀句 ? をご紹介 しましょう。
あ、ぐ鍋や 男無 口と言 うは嘘
百合子
ボロ市や 連れ立ちて来 し妻何処
果 泉
〔
色持 ちにしておりました。是非、又来会下さい〕
復刊を′

ほ

日時
12月 15日 (水 )18:30〜 20:50
会場
内神田社会教育館小集会室です
お便 り&カ ンパ切手の送付先
〒158世 田谷区深沢7513‑305 野本宛

12月 例会

云夢」鳴NQ 5
イ
発行
変集鳥
変集協力
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(言 蒔

切手・ カンパ受領一覧 (敬称略)
1993.10。 19ハ ψ
1993.11.20

)

1993.11.26

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//長井敏
印南博之/前 田誠
同巣会 ジョークサロン

板橋区//復 保夫、岩槻市//̀辻恭子、
神奈川県/前 田誠、京都市//広 川友雄・ 牟礼丈夫
結城市//斉 藤弘、栃木県/田 中孝一、
横浜市//天 野秀雄・塚田三郎 。赤石敏春・ガ灌
・藤巻和博、荒 ￨1区 /奥 田博
逗子市//筑鳥羽幸太郎、河内長野市//山 下貞子
★ 現在の郵送読者 0会 員数 130名 ★
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