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じ伝 笑鳩
今月 の一笑
Ψ思 うようにはならぬ人生命
◆ 41ヽ 遣いは妻から貰 う紹劉科日
思 うようにはな らぬ人生
◆傑作だこれはうけると思 って も
思 うようにはならぬ人生
(所沢市/曽 田英夫)
石奎か 0こ 、 思 う よ う 0こ 0ま な ら な い のがノゝ」ヒなのです力ヽ 時 と
′よ い 驀事が 走亘 こ る の もノゝ」ヒです。
場合 によっては、歴 れ ヽくゝ cミ
ジョークサロンの第 1回 目の会合が発進
̀Ь
したのは、 1989年 7月 28日 (金 )で した。
「
ー
ビジ
の
は
スジョ
ク 会」と称 して、 ジョークを楽 しみつつ会食や懇談を しましょう
最初 、
ネ
という目的で した力ヽ その会 も、今年で満 10周 年を迎えました。
■ 0丼 ヨ盗Fl。
これほど長 く継続できたの も思い もよらない事ですが、新 しく参加する仲間を得て、元気 よく
楽 しく明るく継続できたの も思 い もよらない事で した。
第 1回 目の会合の模様を伝えた 「伝笑鳩」NQ lは 、葉書 1枚 で した。小さな活字ですので、今
では拡大 しないと読めない くらいです。
4頁 に全文を掲載 しましたので、3Rご 一読下さい。
サロン設立の精神が感 じられるので はない力、 と思 っております。
これか らも月票 しヽわヾιナ た■い よこう えェ多誕 Lい 出 髪当 い があることを期
待 しています。
今後ともよろしくお願 い申 し上げます。
8月 の例会 は、 10周 年を記念で きる楽 しい例会にしたいと思いますので、お近 くの読者の方
1爆 リト
ご参加下さい。詳 しくは、最後の変集 鳥だよりをご覧下さい。
先月号に掲載 しました取手市の塩塚賢輔 さんの 「若干、マンネ リでは」というヤンワリとした
お便 りに ヒンヤ リとしたのですが、 10年 の歴史の中で、幾分は変わ って きていることとか、変
集上の時間的制約等 も踏まえて、ある程度形式を決めている事については
のご理解を得て、
=層
で
ので
って
継続 きると助かる
おります。
すが、と思
基本は「楽 しく明るく生き生 きと」とか 「ネアカノビノビヘコタレズ」です。
田丁日日司日 ‐ 澤蒙ンに多電

『伝笑鳩』ありがとう。編集の苦労に頭が下がります。
会社の机がなくなるのではないかと′
とヽ
配 しつつ ?
ボリュームがあって、中味もあって、多 くの作品を投稿する
人がいて不思議な集まりです。 117回 もす ごい!!
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暑 い夏 もうす ぐそこにや って くる 大 いに笑お うジ ョークサ ロンで (曽 田英夫)
暑中御見舞い申 し上げます。
河内長野市//山下貞子 広川氏の今月の一笑 (NQl17)明 るく健康的で楽 しくなりました。
いつ も微笑みを′
色が けた く思いなが ら、私 こと、近頃、膝を痛めてつ
い苦虫をつぶ した様子顔を しているのではと反省致 しました。
先 日も杖をついて痛みをこらえなが ら歩いてお りますと「今日は」と声をかけて行き過 ぎた方
があり「ごめんさい気がつかな くて」と後を振 り返 って言 ったことがありました。
こぼれる様な観
いいですね。足の痛みも忘れる様です。

「伝笑鳩」NQl17観 ありがとうございました。
浦和市/郷 内末吉 「伝笑鳩」読者の川人は
加藤大證様に6/19,20お 会いしてきました。
で
では
おネLま 。
ス
十年振 りにお会いした読者の郷内末吉様から「名前 は変える。 ヒゲはは
名古屋市/加 藤大腱 やす。変化が激 しいネ」と言われました:
「ヘ ンかいな ?」 と口もとまで出てやめました。
腸 には葛がいいそ うです。店の女の子 に 「そこに置いてある葛粉取 って」と申しましたら暦籠 も
って来ました。 くす くす と笑 って しまいした。
艦 同志の久 し振 りの出会いについて、お便 りがあ りました。笑顔の醸成 に少 しは貢献 して
いるので しょうか ? であれば、嬉 しいですね〕
また一年 よろしくお願い します。最近パ ソコンを始めました。まだまだ機
越谷市/田 中邦子 械 に遊ばれている様で悔 しい思いをする事 も多 いのですが、伝笑鳩の中の
「ワァ ! プロの ミス」を実感 じニヤニヤ したりしています。
「これな ら自分で も作品が少 し位で きるのではないか ?」 と思 った りするこの頃です。
頑張 ってみます。皆様の御活躍をいつ も楽 しみにしています。
草々
障

を書いてみ る。作品を仕上げてみる。楽 しいことです、よね。頑張 りましょう〕

長 々とご無沙汰致 しています。
四徹 鏑 枷
皆 々様お元気の様子…安堵 しています。
太陽に誘われ、大手町の政府刊行サー ビスセンターに…。
あのり
騒 ビノ
眈 これが億をころが した高利貸 しの総元締の牙城かと感 己す るやら…真面 目な社員
の心 情を察すると心痛みます。人を魚 に例えると、魚 は頭から腐るので しょうかネ。
今後十年よろしく。
早いもので笑 っているうちに一年が過ぎ去 って しまいました。
横浜市/前 嶋昭夫 これか らの暑 さを吹き飛ばす笑 いをお願 いします。
夏バテにお気をつけ下さい。
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伝 供 撫 詢

f口

届 J‐ 七刀∃卜C)]要 劃所 FIこ D3し て ・ …

サロンの運営の中で、会費や印刷代金 はどうな っているのか、と思われる方 もあろうかと思い
ます。現在の方法で今後暫 くは継続出来 ると考えていますが、参考 にご案内致 します。
ご口解を得て継続できれ￨よ と思 っております。
毎月の例会 に関 して、会場代 とE聞 J代 が発生 していますが、 これは例会参加の
例会参加費用 方か ら受け取 っている参加費で賄 っています。
男性 1000円 、女性 500円 です。
参加者には、希望部数の伝笑鳩をお渡 ししています。
サロン運営は、例会参加の方か らの会費が主要な財源 になっています。

自

郵送希望の方から頂 く切手は、 1年間分として 80円 切手 × 15枚 を送 って もらうこと
としてお ります。封筒 に有効期限を書いており、期限が切れる月に、会からの送付のお
願いを同封 しています。

日

例会時或いは郵送にて切手等のカンパを頂 く場合 は,喜 んで受け取 っています。
又、現在は、某雑誌 にサロンとして作品掲載の頁があり、その謝礼金等を受け取るこ
とがあります。それは会の予算の中に組み入れています。
これは、動 嗜 からの実費徴収で毎回精算 し3ヽ ます。
ら
二次会・ 新年会 サロン会費に少 し余裕がある場合は、会からの援助 として拠出することもあ
ります。
ジョークサロンには入会金とか年会費とかは一切ありません。
継続・ 打切・ 中断等 伝笑鳩の送付 も、皆様のご都合に合わせて、継続 した り、中断 した りし
ています。事情が変わりましたら、変集島まで、お手紙或いはファック
スをお願 いします。申し入れに応 じて、対応 させていただきまず。

お詫びとお願い
先月、ある読者の方 に、切手期限切れの案内を出 した折 りの事ですが、以前送 りましたと連絡
を受けました。当方のチェックミスの可能性 もありますので、 「引き続き、継続致 します」とい
うご返事を送 りました所、 ご丁寧 に、あらためて切手を送付 して頂 いた次第です。我 々のサロン
は、営利団体ではな く、あ くまで各人の参加 しようという精神で集まっている素人のボランティ
ア的活動の団体の様な ものです。
間違 い等ある場合は、遠慮な くご脂簡下さい。十分 に注意 します力ヽ 更新の手違 い等がありま
したら、何へ 宜 しくご容赦下 さい。
今回、満 10年 を迎えましたので、改めて状況報告させて頂 く次第です。
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全対 戴 一
匡ヨ覚 ズL)一
衝 封
ビ ジ オヽ
ョ ー ク の 会
^tジ
笑 う角には福来たる。
同巣会 トークサロン「ビジネスジョークの会」発進 !
神 田ガゞ￨1町 の交差点 に立つ真新 しいビルの 7階 に発足 した 「同巣会」は、正に、交差点の角 に
あり、電話番号 も (295)5246(福 ここに寄る)と なっております。
南茶亭気楽師匠 こと山下廣蔵氏 (ラ イオン商事相談役)の 呼び掛けに応 じた数名 の若手 ビジネ
スマン達により、 「ビジネスジョー クの会」が発進 したのは、つい先日の 7月 28日 (金 )で あ
ります。
第一回目の参加者 は、 しじゅう6名 (当 日は、最初から最後まで、 しじゅう、 6名 で した)な
が ら、挨拶の時から、洒落の連発b山 下 さんに遅れること 7分の、野本浩ず氏 も、斉藤晴美嬢が
着 くなり、 「今夜 はサイ トウ」と発奮 し、続いて来会のコ ￨1潔 氏 と杉本恭之助氏 は、エ レベータ
ーの中から、笑い声が流れて くる始末。挨拶するなり「好きもっと ! です」では、す ぐに 「飲
もうとです」にな って しまいましたね。
斉藤嬢 は、若手 ジャーナ リス トであります。 ファッション関係 も扱 うとかで、キジにはいつ も
気 をつけていると話 しておりました。が、実は、普段 はジョークは殆んど使わない方なのです。
。 ・。皆 さん、全
男性 4人 は、彼女の気をほぐそうと、夕食は、スパゲ ッティにしたいなんて …・
員 メン食いだった訳です。そこへ、来会 したのが、島森香嬢で、 ほんの り楽 しい香 りに、燃
気楽師匠が 「ニヤ ミス、ですね」と。はて ?合点がいかぬ斉藤嬢に、 「ニヤ ミスとは、笑 うお嬢
さん、ニヤッとミスです」ぞ。
最初 は、 ミスの連発でも、結婚すれば ミスでな くなる訳で、楽 しく仕事 もしたい もの。 ビジネ
スの世界には、 これか らますます、 ジョークセンスが必要になるもの と思います。
石川氏 は、八色とんがらしの研究家 として も知 られているとかで、切 って返す会話が ピリッと
してました。杉本氏 はマジック (奇 術)も いけるとか、次回、まあ、 じっくり見ましょう。
気楽師匠曰 く、 「ジ ョークは、食事をおいしくし、人 と人との繋が りを明るくするものです。
そ して、訓練することによって、上手 になるものです」成程。好きこそ もののジョー クなり。
誰力ヽこ教えて貰 ったジョークを使 って も苦情 は無 し。たったひとつの専売特許で も、相手の気持
ちに溶け込みますね:
斉藤嬢は、仕事で米国へ行 ったばかりと力、 ミシガン。ニ ューヨーク。といった都市を廻 り、
ロスは無 し。気楽師匠の知人には、仕事で行 ったに もかかわ らず、骨休みにしか思われない旅を
した人がいたと力、
島森 「それで、どこへ行かれたのですか」
師匠 「セン トルイスヘ行 き、次 にニ ューヨークで、最後はフロリダ」
杉本 「確か、帰 って来て、す ぐトル コヘ行 った とか聞きましたが ?」
師匠 「そこまでは、無か ったので、泡てなか ったよ」
で会場は大爆笑Lあ っと言 う間の 2時 間で した。
夕食 に出前で頼んだスパゲ ッテ ィも、 ワイン共 々わいわい言 いつつ食べ ると、倍おいしい。
折角の食事をまず くするのだから。 この考
会食の場で、 ジョークを言わないのは、罰金です。た
えに、賛成 します。
という次第で、第一回は発進 しましたが、第二回以降、普段の会話で使える様なジョークを披
露 しなが ら、楽 しみましょうとなりま した。
出席 (山 下・ 野本・斉藤・石川・杉本・ 島森 以上 6名 )
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川柳ぞろぞろ
麻

昨

お 麺 巨ιゴ 川

Wロ

プライ ドの カラを破れば 出る値引き
一越の 包みに替えて 出す歳暮
地下売場 試食まわ って バ イキング
野球など わか らぬ妻が 待つバーゲン
ズロースの 普及に老舗 名を残 し
目ざましは 記憶にないが 切 ってある
配達 と 犬の足跡 雪の朝
朝帰 り 妻のいびきに 安堵する
目ざましも 失業 している 定年後
朝帰 り だけはやめてと 亭主言い
峙

虎 フアン 隠れ穴から 首を出 し
(隠 れ阪神、虎穴からようや く出てきて大はじゃめ
勝 った 日は ニ ュースのはしご 深夜 まで
(今 年は寝不足が続きます ように…)
の
ラジオを探す 延長戦
物置
(え えとこやのに、なんでテ レじ腕送終わるねん)
ノムさんの 指揮を肴 に 美酒を ノム
(あ んな上 司が我が社 に もほしい…)
バ ブルだと 知 りつつはじゃぐ 虎 フアン
(今 年は楽しみが長持ちしますなあ)

野

0▽

本

飲み屋さえ 使 い出 したよ Eメ ール
請求書 たまって遠の く 飲み屋かな
久 し振 り 行け1辞 肖えてる ボ トルかな
血圧が 上が って始める 休肝 日
手を挙げて 渡る子供が 減る世かな
七夕で 叶わぬ願いは クリスマス
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狂二瓢欠NE

曽 田 睾

WFヨ

距ヨ思 うようにはならぬ人生固田
◆仕事でき機転もきくが出世せず 思うようにはならぬ人生
◆きっかけをつかんだけれど定年で 思うようにはならぬ人生
割

間はどないなってまんねん頂〕

◆審議会バイアグラ先答申し ピルの解禁否認はできず
◆毛はえ薬大正製薬儲けると 薬の名前を 「利アップ」とする
◆野性化を環境庁が提案 し できるかどうか トキの問題
◆退場 し再度復帰の変装が バ レンタインと出場停止
高 木 正 明

7ミ

ッ
̀ク

ど ど い ― え)ヽ オつ

◇ベ ス トファーザータ
図 の人気 政治以外で稼 ぐ支持
ー 支援借 り得貰 い得
でヤッタ
◇債務返済免除
◇飛んで ぐるりと回 って見せて アクロバ ットの墜落 ショー
◇生保破綻で命の保護が 業務停止で反故にされ
◇都会暮 らしを夢見たサルに 都内鳴動サル騒動
◇佐渡へ佐渡へ と取材 もなびく 佐渡 は居良いと トキの声
◇巷騒がす発砲事件 真昼の決闘無法劇
◇壁に耳あり障子に日あり 電話線 には盗聴器
◇ ミッチもサッチもいかな くなって 尾ひれ広がる熟女戦
◇介護テス トで振 り落 とされて 開き直りの老いの意地
◇キシリトールで歯垢を トール イ ビキ トール も欲 しい夜
◇アッというま間に貯金力W肖 えて 騒ぎ疲れた虎 フアン

き ょ う

門 口 葬
党尭朋廷
党尭竜←
認駄轟署
セ努署等曲
孝女塞薯
儀努訓翻
擁耶旦巨
メ苺産

=党

VSキ

ヨ ウ

八百長なんてダメと紳士機毎ズこ
肇負壮L剤 を打 って立ち向かう
同病相哀れむメ苺参寺組合で も作るか
俺の耳には狂二馬蚤曲としか聞 こえないよ
自分で身につけるもの、肇簑妻暮はいかんよ
その必要性を受象言謝 しすぎることはない
思い出を月1幻豪塾にしっかり焼き付ける
今回は足立区民の機努委菱を得られなかった
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前

田 誠

ワ

ァ

!

プ

ロ の

[36]

ミ ス

*牡 3月 …ザ観罷款日は今や昔。生まれて くる子の性別 も事前に解 って しまう。 21世紀 には、き
っと産婦人科の先生は、 こうお っしゃるに違いない。 (お 墨付き)

*血色児童…子供達にとって学校での唯一の楽 しみが給食、 という力ヽ 家庭の状況 は、教壇から
生徒達を見れば一 目瞭然だ。 (欠 食)
*故祖母問題…葬儀が済んでから、意外な遺産があることが分か った。その途端、親戚と称する
連中による 《
骨肉の争 い》が始まったのである。 (コ ソボ)
*倒着時刻…渾身の力を振 り絞 って、ようや く最後のランナーが ゴールインすると、そのまま倒
れた。審判員 は構わず時計だけを見つめていた。 (到着)
*東北銃弾自動車道…高速道の道路案内板を標的代わりにして射撃の練習を行 っていた 「業界」
が新聞沙汰 になって…。 (縦 断)
*孵化価値…中国からやってきた朱鷺のカップルカリロを産んだ。周囲の努力のかいがあぅて、日
出た く雛がかえり順調 に育 っていることは喜ば しい。 (付加)
*蒸す こと 3分 …「父の 日」のことである。某デパー トの閉店セールに出掛けて しまった妻の置
き手紙に 「お昼は、 2人で冷蔵庫の肉鰻を 3分、チ ンしてね…」とあ った。
「成程、お互 いに、チン同志か〜」。 (息 子 と)
*倍 雨… この季節、 「日本とその周辺地域」に降る雨の量は多 い。世界の平均雨量の少な くとも
倍 は降るだろう。 (梅 雨)
石 井 志 津 夫

メ

☆時の記念日
来年から「 トキの記念日」
も創設 したい
一 総務庁
☆就職内定
内定 したら友達を全部失つた
二
報

の制
内癖
急遠、留
年部を新設 した
…

現

ッ セ 員

も 笑

う

☆景気回復策
松坂・ 高橋・ 松井・ ノム さんに
一任 しようや
一 月醐
堺屋長官殿
☆院内感染
慢性居眠 り病

― 両院議員

喘

☆マンガ学科新設
一 〇〇大学
子供が受験勉強 ばか りして困 つています
―

爛

錯

☆☆母が残 して くれたもの
5月 26日 、懸命の願い も空 しく、母は永遠の眠りについた。
何事 も露骨 に表面に出さす内に秘めて頑張るタイプだ った。きちんとしていて、日常その心掛
けは、清 く、正 しく、美 しく、生 きるにあったよ うに思 う。その証拠 に、母の悪口を誰か らも聞
いたことがなかった。私や家族、ひ孫 にまで、周 りの人を大切にするその心を諭 して くれたよう
に思 う。まだ、よ く理解できないひ孫達 に、その大切なものを伝承することが、母への供養 と信
じている。
ご冥福をお祈 り申し上げます〕
〔
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阿部浩・石井志津夫・ 曽田英夫・高木正明・ 辻恭子・ 波木博信・野本浩―・前田誠・ 門□
種
#1.出 張やら急用やら、場合 によっては休養や らで、参加者が少なかった様な印象 もあ
りまた し力ヽ 笑い声は大きか ったですね。
#2.週 刊読売で高木さん、門口さんが揃 って月間賞を取 ったという話題が沸騰で した。

ONE MORE

」 OKE
―
一― 亀サ ンマの世相小笑 一―
○ 「銃の乱劇事件、依然 として多発」
「流れ弾に当た った人 も対象 とします」 ⊂ 保会社の 「ノブ じ/―

)

蓼塞肇婆詩 たれよ り

8メ ヨfrJttι ま

■ 0周 年 記 念 例 会 で す 。
ー
賑 や か ￨こ 行 い 蓬ヒ 」
=。
参加者の言
魏
大懇談会。パ ーティゲーム (賞 品付き)等 々。
関東近郊に在住の方でまだ、例会の雰囲気を知 らない方は是非、 ご参加下さい。
会費は通常通りです。

8月

25日

(水 )■

8:30‑20:30

内神田社会教育会館第 2集会室 (千代田総合体育館 7階 です)
集会室は 40人 以上入れるくらい大きいので、UR多 数 ご参加下 さい。
待 っています。 ご予約 は不要ですが、事前に分かれば変集鳥宛て ご一報下 さい。

1.8月 例会 :8月 25日

離

鰤
節
媒
現

(水 ) 内神田社会教育館第 2集 会室 18:30‑20:30

臨
03‑3256‑8447
千代田区総合体育館の 7階です。神田駅・大手町駅徒歩 5分 程度です。
2.お 便り&切手の送付先 146‑0085 大田区久が原 6‑20‑11 野本宛
容&FAX 03‑3753‑7725 です。 (AM9:00〜 PM9:00)
郵送申込みの場合 :一年分は 80円 切手 15枚 です。

Ql
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1999.7.28

鳥
力

酬 の
カット
発行所

野本浩一
曽田英夫/石 井志津夫
門口泰宣/高 木正明
前田誠/波 木博信
峙
櫛
…
同巣会 ジョー クサ ロン
…

軍 電ょ
:雉
0前

.∫

姉99

横浜市/天 野秀雄
嶋昭夫
京都市/脚 ￨1友 雄、町田市/青 木孝
岡崎市/小 西祥二、三鷹市/高 木孝枝
河内長野市/山 下貞子、越谷市/田 中邦子
四街道市/瀧 本誠、茂原市/野 崎渉
国分寺市/山 中国雅、日黒区/亀 山光昭
仙台市/藤 沢浪子、八王子市/平 井幸雄
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