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今月の一笑 タワゴトロジー・ショートトーク

*女子ソフトボづレ、オリンピック出場紀
「おじいさんとの練習のお蔭です」

―一 祖父とボール

(小平市///奥村篤史)

春の椿事か、はたまた花の乱か、東京・大阪の知事選では、与党連合の押す候補を押し退け、

青島幸男 0横山ノック氏が当選。談合政治に対する無党派層からの警鐘といわれました。

警鐘を受けた方の傷は、実は、重症だった、ということかも知れません。

神戸大震災にしろ、サリン事件にしろ、あるいは今回の知事選にしろ、日本人に一番欠けてい

るのは、起こるべき事或いは最悪の事態に対する想像力だと、言われているそうです。

何が起こるか分からない世の中になっていくのは不安ですが、準備 0対策はどれだけしてもし

たりないことはないでしょう。

想像力を蓄えよう一― この春、そんな事を思う人が多くなることを期待しています。

伝笑鳩ますますご発展、まことにおめでとうございます。4月号では病

院ジョークなど取り上げていただき感激しています。入院中はDr.もナ

大阪のおしゃれユーモア笑学校の考長・芝原たけお先生、入院中も病

院の方々に笑いをふりまかれ、無事退院、御復活とのこと、誠におめ

西に天災、東に人災。それに加えて円高の旋風が吹き荒れる1995亀
まさに激動の渦中といえそうな現況であります。

大阪市/芝原たけお

―スも私のジョークを楽しみにしてくれ、病室 (4人部屋)が明るくなりました。ついでにガン

の笑い療法にも挑戦しています。まだ回復は阪神大震災並みですが、心から感謝申し上げます。

〔お元気な写真入りの会報サイカクも発展中です。東西揃っての発展を期したいと思います〕

河内長野市/山下貞子

でとうございます。4月 11日 はイースター、胃潰瘍を治療中の私も、その頃には、胃のいいス

タ=卜を復活したいとおもっております。

刊 鏑 //`通鵬 悟

そんな中、東京と大阪に生まれたタレント新知事のニュースには微笑を感じます。都民、府民

が選んで良かったと実感する行政を願ってやみません。

時事川柳    春うらら心の鍵を盗まれる

オウム真理の波紋さかなに花見酒

円高の最短距離に生きる父

逆らったツケが異動の時期にくる

〔変集長狂歌 一 青に横二大都市知事投票日花九日に愛でられるかな〕
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目黒区/亀山光昭

地下鉄 毒ガス |

事件発生後  |
乗客の会話  |

仙台市//平山千賀子

微少女隊 (裏若き乙女たち)の元気な活躍ぶりを拝読、 47才の「もと美

少年」もじっとしちゃあいらんなくなりました。 10年振りに、慎重に

新調したワープロで、かつては「星の王子さま」と騒がれた「千しの往時さま」こと目黒のカメ

サンマ健在をここにお伝えします。団塊のオバサン・オジサン達は、段階的にいつの時代もどん

な場面でもがんばっている、ということでしょうか?

いつまでも、あの世でも、お互いにがんばりましょう。今後ともよろしく…。

目黒の亀サンマ改め目黒の範さんま

これより、作品です。

その①「車内で毒ガスに遇ったらどうする?」

「すぐ逃げる !」

「どうして?」

「風と共に去りん」

その②「カナリヤ捜索隊は、
「いや、だめだった」
「なぜだ?」

「捜索隊もかなりやられた」 (ち ょっと苦しい)

過日のFaxで『ライバルになったるわ―っ』と吠えてしまいましたが・̈

蔵王に車でしかでかけたことのないひら山がエベレストに登ると言いだ

ヨi― / コィ_/
メニ

rナ
tを ね」

/1密 rネ
ィ、な り、小くをて

〔変集長注 他の人の作品にもあります〕

オウム真理教の捜索に成功したか ?」

す様なもので…スイミングスクールでクロニル二十五mやっとこのひら山が ドーバー海峡を泳ぐ

一っと言いだす様なもので…、微少女隊が平成のキャンディーズをめざす―っと言いだす様なもので
。̈
etc。 とにかくものすごいこと吠えて “しまった"と思いながらも、どっかメラメラチロチロム

キになったりなんかして…自己確認不能分 “夢"みることができて…ひら山、とても幸せです。
ハイ⇔Ψボツばかりの作貧ですが、どんどん投稿していきます。よろしくお願いします。

京都市//`広川友雄

ダジャ連発

★カレンダー横読み
「いつ美代子むせぶん ?」

「野球とイレブン (サ ッカー)」

「自由はいいさ、いい良い恋むむむいいな自由や」

19はたちにいい夫婦。

兄さん志津子「風呂に何奴」久美を見入る

〔1日から31日 まで、よく続いたものです〕

洋 t疲 ねマうたに~ろ

」

汗鞠lλ督脱T理杯F
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一 流 コ 薙 ヨ 制 IIオプロ①

■ 2月、3月 と例会に参加頂いた林勝行さんが初作品披露で、川柳にチャレンジしました。

■ 4月号の伝笑鳩の中で仙台の微少女隊の作品として笑介した川柳 (作者は平山さんではなく

本間良子さんでした、お詫びして訂正します)もありました。

■例会会員が作品を投稿する月間雑誌「蘇る !」 のお酒潟 |1柳講座というのもあります。

■新聞 0雑誌でも川柳の欄があります。楽しんでる方も多いし、作るのも楽しい。

■では、どっと皆さんの作品を披露しましょう。解説を付けるのも最近の流行です。

●小平クリエーター 林勝行
ロッキード19年の利息なし  ☆95年 2月 22日、ロッキード事件最高裁終決bそ

の時の5億円は、その後どうなったかな～。

ダイエーは見切リビールで身を削り ☆直輸入ビールを1缶 100円で処分。

名が悪いバーゲンブロー大安売り  ☆担当責任者は既に配転とか。

百円の身 (見)切リビールは酔い易 (安)し
年の差は才色兼備あればこそ  ☆横綱の婚約発表で。
スギ祷際γ義罫鬱  (飛散)年
植樹祭植えた本人花粉症

お帰りといびきで迎える古女房

●微少女隊 2号 本間良子

宴会と言ってただ酒エーンカイ ☆それでも、公務員かと、怒ってしまう。

結婚もしばらく続けば陪構に
「おめでとう」言われてきづく誕生日 ☆女性の年はミステリーだから。

●花小金井アッシー君こと奥村篤史

ジョーダンで行った?戻った?元の籠 ☆マイケル・ジョーダンカシヾ スケットに復帰。

貴乃花ケイコー筋綱と嫁 大リーグのストはジョーダンじゃない。
ヘアヌードマルで違うわペアヌード

不眠症会議中にはよく眠れ

寝付き良い奴が一番大いびき

絞られて冷汗かいてダイエット
ついてない人でもってる宝くじ

● “メッセ貝"でっせ石井志津夫

,サ3:T笙チ詈套雷真員億種につき    ばら
●門口泰宣

乱脈も小振りすぎては見捨てられ   ☆蘇る!5月号掲載

●野本浩一

官僚の子は弁解がうまくなり     ☆蘇る!5月号掲載
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わ た し ゃ  
「

―′ ミ ッ ク′ど ど い ― ①」 で  高木正明

■皆さんが川柳に挑戦する中で、独自の境地を開こうとしています。

■今回の作品は、急速サリン事件に因んで、怒りをぶつけました。

●コミックどどいつ「サリンガス事件特集」

何が起きるかイノシシ年は地震雷火事サリン

クシャミ鼻水花粉のせいかとんでもなかったサリンのセイ

ガレキ粉塵神戸でマスク花粉とサリンで又マスク

雲か霞か霞ヶ関がサリンでガスミガセキになり

棚に載せるな床にも置くなサリン対策新聞紙

静止画像は不信な男不審な男が撒くサリン 〔世の中フシンな男が多すぎる〕
走るガス室今度はあったマルコポーロが勇み立つ  〔地道な報道が必要なのだ〕

野 寸黎彗Jヒ   花4j耕アッシー君のタワゴトロジーショートトーク
*フ ジの貴ね !― 元フジTVアナ 河野恵子  *私はケイコ好きです ― 貴乃花
*汚れた水が溜まっています ― 下水道談合
*在庫のダイエーットです ― ダイエー100円ビール広告

酒恨みを解きました ― サントリ=0ダイエー和解
*セ ンバツ、甲子園で開催 :球場を揺るがす歓声は禁止します ― 主催者
*私ピンクのサウスポー :明大′ヽ―ラー選手

明大野球部に女子選手入団 :セ クハラにならないタッチの方法を研究中です ― 五大学
*オウム真理教を大捜査 :オウム曰く― 何の真似だ

夢康蟹起F妻ンJヽ不「J署曇 (ひ らいたかお) IⅢ伺出露

☆和製英語辞典

ライフライン   生命線 命綱 電気ガス水道頼不来ん  Life Line
ヘアヌード    毛▼や脱度  ペアヌード ニ人裸  Hair Nude
ポケベル     歩計鈴 Pocket Bell

シノレ ―ヾシート  知婆席 死留場席 親切席      Silver Seat
パトカー    ′ヾ 卜 夏

=ヵ
―-Oo   Patr01 Car

ビデオ      美電絵音 Video

ファックス    不話句数 美写文 〔宣伝だね〕    Fax
マルチメディア  丸 (ち知智血痴治値千)目出屋    Multimedia
リストラ    離職取られ 栗鼠虎
コンビニ     近備に店

Restructuring

Convenience StOre

☆どうしま笑状 こんな症状は虫します。医者も笑って鳥あわないでしょう。

塚黎
々  悦

¬再目拒も圧童Ⅲ2)食ミ ‐虫t‐ 主主

千 鳥 足 の 百 足

lttll麗麗[Ittlttllllttllllll骨[麗[[[[[骨職 [[[II
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門 口 泰 宣  古 今 東 西 名 作 集

」睡の 舎

―

   こんな田舎道まで舗装路になった

務裁酉己塵茎薩妻言己   企業の浮き沈みは世の慣い

議撃列Kの た月     アレッ! 白鳥力浩1れ目に落っこちた

メ ぎ 亡 邪 刹 中      忙しさも峠を越えた

J巨た基達室い ざ
｀
子載い 週堕ιブ   弥次喜多無賃道中

副匡えバ蒙も 0こ釜 ゴ ま アよ く な る  みんな高橋さんがつまんだから

宅罫導妻Fヨ       サリン精製の犯人

Zゴメキ亮雲洋巨ノに   “メッセ貝でっせ"

阪神大震災に次いで円相場の急騰、株安という “トリプルパンチ"で、穏やかな回復基調に

あった日本経済の先行きが、不透明になってきた。

こういう時こそ、 “鵬己戦 "の大切さを感じるが、凡人には中々できないこと。ジョーク

サロンとしては、明るく、元気のでる笑いをお届けし、笑いから得られるエネルギーで社会

貢献できればと、思いを馳せています。

☆モットー  「人様に笑われるな」が世間一般    さわやかな笑いを

「人様を笑わせろ」が当サロン      お届け出来れば最高 !

☆救援活動  率先炊飯  一 奉仕団        炊飯のありがたさを報道に見る

☆粉飾決算  たしざん、ひきざん、ずさん   一 東京協和信組

一 安全信組

☆信組倒産騒ぎ 今日は安全 (東京協和・安全)なんて信用できない  一 都民

☆マーケテイング新思想

勝ちの競争から

価値の共創ヘ

☆レトロジョークより (日 本)

「タダはこわい !」

毎晩、帰宅が午前様の夫に女房が言った。

「あなた、どうしてこんなに遅く帰ってくるの !」

「この時間、タダで入れるところといえば、ここしかないんだょ」

ヨ降LII F~4月藤 (微少女隊NQ 3)

○「春とともにきになるのは…やはり」

スデニエル夫人   大 yet
イマニエス夫人   餌捨て で Shine

O「自信」

スデニエル夫人、美容室で「安田成美ちゃんのようなショートカットにしてちようだい」

言われた美容師は「お客様たいへん申し訳ございません。橋田寿賀子さんの生立主Iでした

らカットできますが・・・」「まっ…いいわ。お願いするわ」すると美容師はニッコリ微笑みな

がら「自信もありますので、おまかせ下さい」「・・・・・r」

市場競争に変化が起きている

価値とは、お互いに認め合えるもの
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阿部涼子 。石井志津夫 0奥村篤史・高木正明・波木博信・野本浩一・林勝行・疋田丸子

門口泰宣 。 (小日明子・豊田洋代・横山朝夫)*下線の方は初参加。 ( )は二次会から。

#1.新人女性が二人も参加して,一気に若返ったサロンです。

#2.阿部涼子さん、疋田丸子さんは公募ガイド誌を読んでの参加です。

お 便 り で す 、 こ ん 0こ ち ιま

疋田丸子 桜の便りも届き、若い方々にはピカピカの 4月 がやってまいりました。

お元気でいらっしゃいますか。 3月 の例会に参加させていただいた「感想を」とのことでした

が、何もうまく書けなくて、遅くなりました。すみません。

大変なごやかで楽しい雰囲気の会でした。でも、皆さん、ユーモアの中にもピリリと辛い社会

時評など、おりこまれた作品をお作りで、さすがと思いました。昔、学生時代、ある教授が「作

品は時代を反映する。何故なら、人は時代と共に生きているのだから」とおっしゃったことなど

思い出しました。

と、こんな感想でいいでしょうか?

〔いいです。楽しんで貰えて、とても嬉しい、というのが、今の正直な感想です〕

小川義忠 平成 5年 2月 19日 に久々に東京に出てきて 2年たちました。東京単身大学の 2

年を終了し、今年 3年に進級できるものと思っていましたが、人生はままならぬもの

で急遊広島へ帰ることになりました。

東京の 2年間の生活の中で “ひと ざいさん"できました。

(“ひと ざいさん"と は、『人財産』のことです。)

葬 彰 垂【Eヨ  今度は広島からの便り、披露しましょう。では、又。

同巣会ジョークサロンからのお知らせですから、注意してお読み下さい。

1.5月例会 5月 24日 (水) 18:30頃 から

内神田社会教育館 8F和室です

2.封筒の宛名部分に (～'99/9)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。切れる前に切手下さい。

3.お便り&切手の送付先 〒158世田谷区深沢75-13305 野本宛

切手は一年分 80円 ×15枚です。

化氏多く九烏NQ6 7

発行

数 鳥

現 力

1995.4.26

野本浩一

石井志津夫/奥村篤史

門口泰宣/高木正明

小田明子//豊田洋代

同巣会ジョークサロン

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)

1995。 3。 15 -1995.4。 19

横浜市//天野秀雄

京都市/広り|1友雄

豊中市//森峰代

外粂弁集集粂集集集集発行所
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