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「伝笑鳩」N“1拝受、ありがとうございました。回転寿司の店で外まで

客が温れていたとの事、創作でなく事実ですか? 金欠病にかかって切

今月の一笑 短な、間近なマジカ′}フ レーズ

「キ印」のキジの記事、

いつの時期に記事に?

じきですよ。

(神刻 |1県/前田誠)

早いもので、「伝笑鳩」が飛び始めてから丸五年以上が過ぎました。

印刷部数は250部を越え、郵送や手渡しでほぼ無くなってしまう程になりました。

ジョークサロンに集う仲間があって、そこで笑いが生まれる。その雰囲気を全国に届けて、又

それに続く笑いを呼び込もうというのが「イ云笑鳩」の使命です。

平日の夕方は出掛けるのが面倒かも知れませんが、す度例会にも足を運んで貰えたら、と思っ

ています。どんな顔をした人が、作品を披露しているか、会って !かも知れません。

12月の例会は一週間早い、 21日 (水)です。忘年会だと思って参加しませんか?

では、お便りから始めます。

0▽

江東区/沼田卓一 毎回楽しく拝見しております。今後共増々の発展をご祈念申し上げます。

神戸市東灘区/山本敏雄 いつもお世話になり有り難うございます。不景気で四苦八苦してい

ます。いっそ牧師にでもなるか、と思っています。

何故なら、不況 (布教)に強そうだから。

鳩ヶ谷市/郷内末吉

手お送り出来ないのでアイデアだけ提案します。八十円から六十円に二十円値下げの伝笑鳩送付

方法です。郵便書簡を使う事です。栗鼠寅な―んていっちゃって。

〔回転寿司の件は事実です。今増えているのが、コンビニと回転寿司であるのは、事実です。

郵便書簡は、通常の手紙かわりに使えるようですね。伝笑鳩を小さく折り畳んで入れるのに時間

がかかるようなので、当分は現行の方法で送付します。貴重なご意見を有り難うございます〕

もこ隼型早し/2暑研」瞬郵召 毎月「伝笑鳩」の送付ありがとうございます。

月は～'94.12月 となっています。都合により、

ところで、私の切手有効年

一応、この12月 で中断した

いと思いますので、よろしくお願いします。

〔長い間のご愛読ありがとうございました。いつか、又のご縁がありますように・・〕
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読 者 の コ
ー ナ ー

大和郡山市//`谷野英雄

千葉市/近藤創吾

かねてより「伝笑鳩」を毎号送って頂き有難く雀「礼申し上げます。

ここに勝手ながら80円切手12枚 (1年分)同封させて頂きました。

いずれお送り致したく考えています。

人の心を重くし暗くする世の中になっているような気もします。こんな時

期こそ、おおいにジョークを飛ばし明るく愉快に過ごしたいものです。

「伝笑鳩」が読者の心の鍵を開けてくれることを切願して止みません。

中三の担当で、今、子どもたちは初めての進路選択に悩んでいます。でも

殆どは高校選びですが。勤務校の近くは田舎で、高校の数も少ないし、ち

ケ

3枚足らぬようですが、

〔ともかく、切手送付ありがとうございます。楽しく読んで貰えれば、光栄です。身の回りの

楽しく笑えるような話もありましたら、是非送って下さい。最後の「考えています」というオ

チが気に入りました〕

京都市/イ広川友雄 ダジャ連発

★都会から離れた辺部な村里では人々を結ぶ絆が堅いという。

これを俗に「方田舎 (堅い仲)」 現象と呼方ヽ

★A「 うがいをする蛇は何という蛇か ?」 B「そんなのいるの ?」 A「ガラガラ蛇さ

〔毎月ダジャレを送って貰っていまして、最新の作はN“85です。有りがたく、活用させて頂

いております。継続は力なり、の証明みたいなものです〕

Ｏ

Ｊ

川柳   乾杯をジュースで済ます免許証

塾へ行く力ヽぎんの中にママが居る

バランスを取る根回しに酒が要り

際 の帰り、相当遅い時間に塾の帰りのような小学生を雖 μナたりすることがあります。朝

の電車の中で寝過ごしている中学生を見掛けることもあります。子供同士の競争も大変なのだ

なあ、と感じ入る次第です〕

蜘 見/`J洒権

ょっと離れると通学費用がかさみます。できるだけ近い高校に行きたい子どもばかり。遠い将来

より、ちょっと先の将来ばかりで、

生徒A 先生になりたいから普通科の高校へ。

生徒B 牛を世話したいから農業科の高校へ。

生徒C 僕はよく分からないから、オヤコウコウヘ

生徒D そこはどこ?

ちゃんと分かっているのでしょうか・・・?

〔全国どこに行っても悩みは尽きないようですね〕
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E日離
『 7蓄争Dりに,顧二言lK詈早二』

― ヨーロッパ出張の旅を終えて 一―

〈フランス齢

・マドモアゼル長いあんよでまどわせる。

・パンツはあそこと指差す先に「男スリップ」とある看板
´
             *SLIP D'HCIME

0プランド品買ってさびしき動

〈イギリス編〉

・よれよれの服装で入国すればことの外審査きびしく

,過激派と吾が名呼ばれむ旅姿

・ロンドンのピカデリニサーカスに立つ

サーカスと云えどテントは見当たらずソニー東芝ネオンまたたく
0ホテルにてボヤ騒ぎに会い

マンチ■スター観光サービス火事体験

〈ドイツ編〉

・ヴィスバーデンにて温泉に入る

水着きて温泉に入るをかしさよあまりの寒さにチンコちじまる

・ベルリンの壁の破片を商うを見て

連なりて人の自由を奪ひしにかけらとなりて一つ2マルク
0ポツダム会談場へ行けども0・ ・

ポツダムで会談場が見当たらず見しは階段帰って慨嘆

・ルフトハンザ航空で トランクが行方不明になり

これがほんまのルフト犯罪

〈あがり〉
0時差ボケや夢遊病者となる如し

⑬

トランクは後日見つかったとのこと。サービスに定評のあるルフトハンザですから、

これもほんとのルフトバンザイかな。

ジョニクサロン年末スペシャル

⑬

彫恣

⑬
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右 井 志 津 夫    メ ッ セ 員 で っ せ

実りの秋になりました。冷夏、長雨で凶作だった昨年とは打って変わって豊作となったお

米、米不足の,と 配`がなくなり、輸入米で大騒ぎをしたことがウソのような気がします。とも

かく庶民にとっては、ありがたいことです。そこで一句。

「稲穂より 米屋が頭を 下げる秋」

皆さんのことしの成果、実りはいかがでしょうか。

☆良い天気、悪い天気

差別用語はやめよう

一 雨

御 、わたくしの日が羅罫ばれたでしょう

☆」T株売繊 り

一月反にやられた

ひ

、

☆罰金3万円の英じ鋪 な 例 宴
☆役員会で話題

うちの会社にイチ

フ ン |

ローはいないか

個性派、磨けば光る原石と]―チ、本人の努力がいる         ~不
心得飼い主

☆秋の行楽

千葉県御宿町条例化

☆気象予報士試験不合格

あてのない旅をしています 青天の´

女子大生        
き`れきです

曽 田 芸 リ ヒ               ~森

田]眺

狂 歌 N IE WF I可

'8撃

諒翼賛晶燿守:Z嘉彎鶴獣喚・
◆金正日が姿を表す

◎病気では死んだの噂をかき消して国白に出たがまた声が無し

◎出る出ない出ない出ると騒がれて出て来た画面は静止画像

◆ダイエー王監督就任

◎ダイエーに王監督が就任し背番号89は四苦八苦かも

◆朝日新聞のヘリが墜落

◎「まいどり」は接触の後墜落す飛行機能を「毎」に「取ら」れる

◎朝日社の今度のヘリは改名す縁起かついで「まいもどり」とし

桜 疑 LI耳郵日」夫ミ      7酉、  どゝ ιゴト、  デリトジシー

時々、仕事で出掛けた先で軽く一杯飲んだりするが、酒落た名前の店で飲んだりする。
「愛飲酒多飲」は「アインシュタイン」だ。
「民酒党」というのがあったが、民衆の酒を飲む雰囲気がある。

豪華な店で飲むのも少なくなった様で、銀座も閑古鳥が泣いているとか。

ガード下で飲む人も又増えた。

赤提灯強者共がバブル後

〔曽田さんはある中日ファンだが、アル中日不安ではありません。なんじゃ、それ〕
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高 木 正 明  コ ミ ッ ク ど ど い つ (10.26)

スポーツ

髄

アジア大会政渦に聖火 揉めて巻かれた式で開け

巨人のエンジン最後にやっと かかり円陣ビールかけ

ノーベル文学賞には大江 大えにお祝いノーメルショー

朝日毎日タンカー事故に飛んだ取材の空中戦

会社    テロにやられる社員の命 よりも大事な企業エゴ

火付き悪くて売れ行き不振 煙に霞んだタバコ株

社会    人も大事な産前産後 海も大事なサンゴ礁

外国    種の尽きない王室消えりゃ ネタが無くなる週刊誌
コール首相の五選は苦戦 辛勝コールにアンコール

島は乗っ取り漁船は拿捕し 地震津波で助け船

フツとツチ族互いに賊に なってルワンダ国つぶし

橋が抜け落ち遊覧船が 燃えて韓国ど肝抜き

湘南ナンバー/育言 E日 議父  短な、間近な、マジカルフレーズ Ⅳ

冬の訪れ間近なり。秋の夜長に飽きもせず、身近なところで手短なフレーズ探しに脇目も
遮、らず。はた目には果たしてマジか ?と思われて、そのヴィオロンの溜息が、わが身にしみ

る、ひたぶるにうら悲しきぞ、短き日々は。

北朝鮮の挑戦 核問題が各問題の中核である。エネルギーの非核化より、衣服の皮革化

をとの説があるが比較の問題ではない。

タイ産が退散 内地米、タイ米のブレンドで飯がまずいと子供達も「泣いちまいたいの

はわたしだよ」とおっかさん。

宮内庁っぼくれ ?ヽ空 き地の飲み園 へ 秋篠の宮に似た劾 ■b極秘である。セゞ

江戸城開城異聞 西郷隆盛は勝安房守海舟に、薩摩の黒豚を使い当時評判の高いカツレ

ツを供する手筈だった。それが、勝は菜食主義者と分かり、急遠、食

膳からの「カツ回収」となった。

無ジャッキで、無邪気に車を持ち上げる。こ壕蒻∈に」Eチ上げよう。 1賢

懐かしの夏菓子を愛す…アイスキャンデー。

〔例会で高木さんのコミックどどいつを渡されると、その月の主要なニュースが分かると好評
です。前田さんの作品は同音意義語の多い日本語が直面する課題が浮き彫りにされると話題を

呼んでいます。というのが、今月の変集烏独自となります〕

一△
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0月 26日定期例会出席者

石井志津夫 0印南博之・小日明子・甲谷茂登子・曽田英夫・高木正明・長井敏 0野本浩一・

前田誠・横山朝夫                 *下 線の方は初参加です。

#1.久々に女性も2名の参加があり、和やかな笑いが溢れていました。

#2.是メR例会会場を覗いて下さい。新人様歓迎中です。作品は無くてもOKですよ。

ξ廻」ミ1醤彗壁
ジヨ~ク      つ

1.タ ワゴトロジー 0シ ョート・ トーク&だじゃれ川柳

*ミ スター “勘と苦"賞 一 長嶋茂雄  “長山島にあげたい今年の「勘と苦」賞"

*“ 301(サン■レイチ)商人道にはないルート"

*述ベーる文書く賞受賞 T大江健三郎

*帰れんソ連島ヘ ー 色丹島住民

♪帰れんソー連 ソー連 ソー連 帰れんソー連 ハイハイ。

地震来たかと色丹に聞けば、わたしゃ立ってれん、おお津波も来たよ (ソ ーラん節で)

動
」リーグ人気

12月例会 12月 21日 (水)です。一週間早くなります。

内神田社会教育館 7F小集会室    18時 30分～

封筒の宛名の部分に (～'95/6)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。

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。

イ云多く九島NQ6 2

発行

数 鳥

現 力

2.折り込みどどいつ “こ・だ・い・ ら"

今年の巨人は     高校時代や    こんな私が

打撃が不振      大学時代     ダンスを習う

イチローいれば    いつも赤点    下度あなたと

楽だろな       落第生      ラストまで

F可 匡コ者辞
=三

   」T株は 買えま紫煙

一乱性双生児 りえ母子

マンネリ元年のフットボール

1.

灘

今年も年末

第九を歌う

祈る良き年

新 を

切手 0カ ンパ受領一覧 (敬称略)

1994。 10.20ハツ1994。 11。 17

京都市/劇 |1友雄、横浜市/天野秀雄

江東区/沼田卓一、神戸市東灘区/山本敏雄

大和郡山市//谷野英雄

愛知馬 ∠小唯

1994。 11.25

野本浩一

曽田英夫/石井志津夫

野 轄 ん /E隋舵

高木正明//節田誠

同巣会ジョークサロン
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