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今月の一笑 週刊読売『玉手富』投稿

☆殿様からハタ本ヘ ーー 首相交代

淵 議 電 機 す 訓 脹

☆愛野ムチ?― ガ沢 τ良眠

★実質所得ヤバイ増計画

(横浜市/門口泰宣)☆投稿採用

読者の皆様からの封筒に花菖蒲の記念切手が目立つ季節になりました。

梅雨の合間にも蒸し暑い日々が続くようですが、昨年よりは暑い夏になってくれるのでしょう

力ゝ 天気は我々の努力の及ばぬ部分ではありますので、成り行きに身を任せるのみですが、夏ら

しく暑い日々に来て貰いたい、と思う人も
7い

のでは
|い

でしよう力

:。    N鮮
読者のお便りも来て貰いたいと思うもののひとつであります。

徐々にジョーク作品も入ってきていますので、披露させて頂く楽しみも出て来ました。

短く可笑しく明るくなるような手紙を待っています。

千代田区/河内幾久江

河内長野市/山下貞子

手になるかと思うのですが、ついて行けないナ・・、いつも楽しく読ませていただいています。あ

りがとう、ではお元気で ! (5/23)

お元気ですか? こんな言い訳をしながら生きています。もう55号で

すね。押しも押されぬスバラシイ会になりましたね。真似て少しは上

伝笑鳩 6月号楽しく拝見しました。大阪の「サイカク」の御紹介に少

し心動きましたがヽ私の住居は大阪も南のはし、千里中央までは遠く

て…などと言い乍ら月に一度位は上京しています。

上り東海道線の車中、女性グループが「草津、クサツ」と言っています。滋賀県のかな、群馬県

の草津温泉かなと思っている中、居眠りしてしまいました。     |
下り新幹線の車中では隣席の女性が「私、千葉のかも川から京都の実家へ母を迎えに来まして

ん」「御実家は京都ですか」と聞くと「はい甲副||です」。

関東と関西に住んだ者には、この他にも千葉の勝浦と和歌山の勝浦温泉を間違えて書くことがあ

ります。 (中略)2月から5月 までは大阪と東京を何度も往復しました。同巣会 (変集長注.ジ
ョークサロンの出身母体の会です)では「大阪の話」をしました。帝塚山学院大教授の大岩晃声

氏の「大阪学」の本をトラノマキにして、あまりよくは知らない大阪のことを、お話してしまい

ました8(6/3)

〔ジョークサロン設立時のメンバーの河内さんと故山下塾島の奥様から激励の手紙が届きまし

た。いつまでも見守って頂きたいと思います〕
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若註竜彙矢口来斤 ら、るい手紙に新しい発見がありました

杉            旅 の 思 い 日日 1993.11.‐ 26

PLAY ON WORD CORNER:HAWAII,Q&A
l.HAWAHでは健康優良児が多いと聞くが、なぜェ?

○歯は健康のもと、名は体を表す。みんな歯はいい !

2.HONOLULUってどんなとこォ?

&濡長「讐i撃:繁筋勢χttL薦お1:   璽
○ホント、みんなわァいきいきしてるゥ !

4.llULAダンス、踊ってきたァ?

○船の上でいきなり踊らされて忽ちフラフラ !

5.アロハはあのALA MOANAシ ョッピング・センターで買つたのォ?

○あそこじゃなんでもアラモアーな !

6.KALA KAUAア ベニューはオシャレ通りってわけェ?

○そォ、オシャレを知らぬとヤングもカラカウわ !

7.KUH10アベニューも散歩したのォ?

○モチロン、見逃せば悔いを千載に残すというからね?

8. HALEAKALA休火山は天候が悪いと見『青らしがきかぬってェ?

○いやあ、ついてたよ。晴れやから登ったんじゃよ !

9.LAHAINAで は滋賀県の列車が走ってるってほんとォ?

○それを言うなら、SUGAR CANE TRAINがチンタラ楽しく走ってたよ!   ぶ謁

(かつては砂糖キビの積出用、現在は観光用) アロハ
!

飛

能林さんは故山下塾鳥のお弟子さん。塾鳥仕込みのダジャレで楽しく旅されたようです〕

れL日日興虫ヨ藤  『笑いは人のためならず』

先日もテレビで放送しておりました力ヽ 笑いには免疫力を高め、病を癒す力があるようで

す。これは先生方の御高見を伺わずともなんとなく納得できる気がしますが、たとえ無理や

り作った笑いでも、ストレスを減らして血液の流れを良くする働きがあるという話は初耳で

した。私の友人にも何人か、時々笑うに笑えないダジャレを言う人がいますが、これにも本

当は笑うべきなのですね。「笑いは人のためならず」です。笑いによって、あるいは癌やエ

イズも克服できるかも知れないし、また実際、難病を笑いで克服した例もあるそうです。笑

いはヒトに与えられた天の恵みだと思います。私も、時にあまり笑えなくとも無理にでも笑

い、時には夢裏にも笑い、笑いにより勝厄し (厄に勝ち)、 益々健康な人生を送りたいと考

えております。笑いの効験を通してこれからも増す増す世にご貢献下さいますよう、そして

また多士済済の世の中、どうぞ他紙に負けないよう昼夜兼行でご活躍下さいますよう祈って

います。 |
意気軒昂でも息切れしないように、また健康を損なわないようどうかご自愛下さい。笑い

があれば画配ないでしょうけど。                   かしこ

紹 介する機会を逸しており、失礼しました。勝厄には笑薬が二番です〕
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毎月鶴首して待っている伝笑鳩ありがとう

ございました。またイラストを掲載してい

ただきまして感謝します。5月 30日 ミ び

〔笑いを運ぶ伝笑鳩の一家です〕

伝笑鳩6月号拝受しました。貴重な 1ページを害1いてサ

イカクご笑介いただき厚く御礼申し上げます。御礼代わ

りに伝笑鳩の題字下が少し淋しいのでマークを考えて見

ました。ちなみに考長は画家でもありますので…。

よろしければご利用下さい。今後ともどうかよろしく。

5月 29日  -1た ιナ お

変集長様ご‐同様 (キ ッテ欲しい方々様)

福岡より、しょうぶの咲く頃となりました。当地太宰府園の菖蒲は丁度同封しています

切手の絵のようにとても清楚で美しいものです。

さて、福岡=人
の会会員より、福岡の新名所百地 (ももち)浜のスケッチ (コ ピー)を進呈

申し上げます。

この絵はマリゾン (左スミの建物)から見た福岡 ドーム。ホークスの調子の良いのもこ

れでおわかりでしょう。そして建築中のシーホクホテルです。

では益々のご発展をお祈りしながらペンを置かせて頂きます3.ごす同様 ドニムヘお越し

をホ‐ク (遠ァく)よ リダジャレています。           一  : ‐
｀

平成 6年 5月 31日   福岡市 有に日日(かばた)皐亀笹雪
|      . (キ ッテ欲しくない下人の会員)よ り
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/Jヽメ:1義亀燿虫 『きょうひん情報 (L39)』 &「ジョーク発信情報 (阻 3)」 だよ

『き―ょうひん情報 CNa39)』

笑いは百薬の長、ジョァクをどう創るか

ジョーク創作方法。まず、その場に起こった出来事をあべこべに表現する、という訂1麟Lこ
の訂1陳を実際に行ったのは萩本欣一やポール牧といった連中だ。彼らは3年半近くその訓練を

積んだ。

具体的にどのような副1練をしたかというとt例えばテレビドラマの音だけを消して、自分た

ちがアドリブでせりふをつけていく。その状況とはあべこべのことを、画面の人物に合わせて

喋ってみることだ。これによってものすごく滑稽なシーンが生まれる。それをテープに録音し

て、後で面白いのを拾ってネタを作ったりした。

ジョニクのセンスというのは訂1陳によって磨かれる。そのヨ1練によって反射神経が鋭くなり

エスプリが目覚める。その場に起こった出来事を面白く表現する簡単な方法は、すべてをあべ

こべにしていくと良い。

意外性が笑いを生み出す

歩いている人が突然滑って転んだ場合、それを見ていた人は笑う。これも予期していなかっ

た出来事が目の前で起きたから、その意外性に人々は笑うのだ。転んだ本人でさえ、思わぬ展

開に自分自身で笑い出してしまう。

子供の勉強をみていた父親力ヽ

「お前はまだ宿題が出来ないのか、隣のケンちゃんなんか終わっちゃって、お父さんと庭で

キャッチボールをやっているぞ。お前だけだ、出来ないの1亀 まだこれしか出来ないのか。お

父さんに見せてみろ。ここ間違っているぞ、ほらこの動 ち 仕方がない、お父さんがみてやろ

う。出来の悪い子を持つと苦労するなあ」

これを次のように展開すると、どうなるだろう力ゝ

「お父さん、おれの宿題まだできねえの、隣のケンちゃんのお父さんなんかもう終わっちゃ

って、庭でキャッチボールをやっているよ。あっ、お父さん、この字間違っているよ、学校行

って叱られるのは俺じゃねえ力、 出来の悪い親を持つと苦労しちゃうよなあ」

とあべこべにしただけで、笑いは生まれる。

「 ジョーク発信情報 (NQ 3)」

あっというまにまた一ヵ月がたちました。

嚇     (古書センター)

智恵とチリの創庫なり

嚇 は安いよ ! 本を観る眼があればの話)

創造

☆午後の研修睡魔が襲う       (な にもしないと眠っているのと同じだが、質問

さかん―に質問、眠気ざまし    すると眠っているとは思えないものね。そして

:  どれだけいい質問ができましたか、かな?)

霰
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藤署フト』卜_巳月   コミックどどいつ (1994.5。 27)
1.弱い内閣人気の秘密 it市ち凍結目安箱

2.粗製乱造あわてた組閣 陸軍大臣紛れ込み

3.ま ともに見ていりゃ腹立つ政治 休み休みに見て笑う

4.旅の行き先安近短で 閣の行き先暗緊短

5。 東武西武の閉店時間 開いててよかった夜八時

6.希望峰からアパル トヘイト 消えてマンデラ踊り出る

7.Flレースで事故死のセナの 背なに英雄マーク貼り

8.夫婦月:腱蝉身赴任 不人気赴任のまま不妊  〔全日空〕

9.銀座タンボに早苗が育ち 銀シャリ銀惚れ銀ニシキ 〔銀座で田植え〕
10。 連体混み合うディズニーランド どこえも出ずに―乱読し

〔テレビ新聞寝ながら見ても 時間と腹はたつばかり〕

曽 田 夢軽ジに   狂歌NEW門

…◎‐度だけ新聞紙上華や力ヽこ 我が名載せたい長者番付

喚0 熙蒐

`:雹

まえ豊三7:`禦1臨犠翁た舞1鷹郭
⇔  鰤みそf了きヨ畢番晏3し

力
晏賽れまI赫詔ポ

つヾくり

%
R

〔ボタン散り打ち重なりぬ二三人 一― 今朝も電車通勤はラッシュで痛勤だった〕

塁だく3)〔.ごっそりと払った税金どこへ行く 長者嘲 が救わ期

匡口肩旨幸事庭
=   

名句換笑 夏の部 其之壱

(元)馬車追うてことづけものや麦の秋  比古
バシャ!落ちたこと漬物じゃあきらめよ

(元)牡丹散って打ち重なりぬ二三弁   蕪村

夢散って打ち捨てられし外れ券

(元)家を出て手を引かれたる祭かな   草田男
ムショを出てまた手を引かる祭かな

(元)五女ありて後の男や初峨     子規

五女生まれ後の一人で力尽き

(元)宇治に似て山なつかしき新茶かな  支考
ウジに似て味なつかしき地蜂かな

(元)高々と出来たる棚や苗瓢 (な泌さめ  千史

=     高々と出来たるビルや青吐息      ・
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E剛詐要L・ Jり |1義忠・曽田英夫・高木正明・野絆 ・エリ摺劉窒・門□泰宣

#1。 中国出張で暫く日本を離れていました門口さんが復帰。元気に帰国は何よりです。

#2.二次会に読売新聞の鳥居夫妻が参加して下さいました。奥様は以前当サロンを取材し

て下さいました斉藤晴美さんです。大いに盛り上がりました。

―― 例会FAXO垂躊 組作品 一―

7=チ■亮芸濁ドジこ  メ,セ員は笑う

動

加入お断りします

☆川柳  「薬」

◇慰めの 言葉こころに 効く薬

*大統領t富豪、来世は艶魔夫人

*共にガン仲良く墓にジャクリーヌ

一一 〇×生命

羽田内閣殿

◇■病の 旅は薬に 付き添われ

奥 村 篤 史

1.タ ワゴトロジー・ ショー ト・ トーク

1」認霧脚難
1主「
:轟郷懸馬習ワ̀衛裂勒  御

「カープが良かった ?」 「ストレートが良かったんです !」

*公共料金値上げ年内凍結 :春先の雪解けが心配です 一 国民

*おお毛が !■ 黒木香嬢  〔こちらも週刊読売『玉手宮』に掲載されました〕

2.ダジャレ川柳

〔例会には参加されず共、作品を送付しcJ貝 くと変集鳥も大助かりです〕

1.7月例会 7月 27日 (水)内神田社会教育館 7F小集会室

18時30分～
2.封筒の宛名の部分に (～ 94/つ とあるのは皆さんから送付して頂いている

切手が有効な年月を示しています。参考にして下さい。

3.お便り&切手の送付先 〒158世田谷区深沢7-5-13-305 野本宛

切手は一年分 80円×15枚です。離

*無いと出る、出ると無くなる 米の列

*手相見に本当の年を言いそびれ

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)

1994.‐ 5。 22.^‐ 1994.6。 15

東松山市/三宅早苗(札幌市/山田悌司・新田奈己

横浜市/天野秀雄■矢柴成雄、府中市/前田幸司

豊田市/川人俊二ヽ京都市/広川友雄

福岡市/椛田義富、結城市/斉藤弘

★現在の読者数 137名  ‐ ‐

劇 NQ5 7

新

嫉 鳥

現 力

1994.6.22

野本浩一

曽田英夫/門口泰宣

明

E口藤諄車之レ/′lゞ |1義議ま

同巣会ジョークサロン
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