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人生の 目的
イタ リア人 の 3つ :マ ンジャー レ 輸ぃ る)、
カンター レ (歌 う)、 アモー レ (恋 をする)
:

ワタシの 4つ :マ ンジャー レ、
カンター レ、アモー レ、ダジャー レ !!
所沢市//島 ￨1謙二

************************
スポーツの秋、読書の秋、食欲 の秋、行楽の気
さて、みなさんは、どんな秋を楽 しまれているで しょうか ? ジ ョー クサ ロンに集 う面々は、
ジ ョーク楽 しむ秋 とい うことで、例会で披露する作品作 りに、飽きることなく取 り組 んでお り
ます:松 山カオ リさんからは、初めての作品が送 られてきました。 8頁 に掲載で七
どうぞ、今月もたつぷ りお笑 し
濃 いま丸
永い間、愛読させて頂いておりますが、ユーモアの真意 が少しずつ
分かつて参りました。でも、才能のない悲しさでユーモアのコントが
浮かびません。まだ、勉強と労力が足りないのだと、思つております。末永く愛読させて頂きます 故、宜し
く、ご指導 の程、お願 い 申しあげます。
加須市/大畑道之助 さん

町田市/青 木孝 さん

名古屋市/加 藤大詰 さん

今月の一笑 09軒 日
夫さん)、 いい作品です。
オ リンピックの映像 を思い出 しま した 良い秋 をおす ごし下さい。
いつ も伝笑鳩あ りが とうござい ます。
先 日、スーパーで買い物。 レジの女 の子、ややヤ ンキーぽか

ったのですが、「領収証お願いしま丸 ̀気 晴亭 'で 、天気の気、晴れる晴、料亭の亭礼」 と申しま
すと、「気晴手」でごめんなさい両手でしたネ 「気晴手手」
。
「
私は思わず、 ありがとう」 と言つてしまつた。
悧為 、思わずニンマ リさせて頂きま した。料亭が両手に代る領収証・・・です淘
先 日、変集 鳥と通勤帰 りに遭遇 しま した折に、伝笑鳩を貰いま した
大田区/高 栄子 さん
ので、郵送 されてきた分は、 ジョー クの好 きな罠＼ にあげま した。
女性の参加者 も定着 してきているよ うですオ
亀 私は、暫 し 「ものは付け」 に投稿を続 けますD
門 口先生の金沢会には、年に一度は参加 しています。
・・・全くの自由文です力
山田二郎 さんの 「金魚 と日高」
亀 私も金魚を職場で飼ってます。
新入 金子由紀江さんの新家紋 (ユ ーモア初
は、これからもご披露あるのでしょうか?
ニホンダンジMON・ ・・すぐ、分かりましたよ。インパク トが強い作品で した。
信用亭駒公 (佐鵬忠船 様 『 青春 18切 符』禾J用 したいですオ
亀 年齢制限なしはいいですオ
亀

長野暴東卸摩郡/須 山ケサ子さん

澪
毎月「伝笑鳩」を送 つていただき有 り難 うございま丸
こちら信州は、収穫の秋 で、毎 日 tし く働 いてお りま
̀l・

す。疲れきって笑顔もなくなります。そんな時の特効薬が 「伝笑鳩」です。
皆様の益々のご活理をお祈 り申し上げま丸
ま撃詢 多い秋にしたいものですね
(お 互し
‐
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敬具

き貧事甫朝選

第 q2ロ

ものは付け

「やめてほしくなりものは」

おや凝 つてますネと揉まれた肩

齢 区 :植竹

団扇

そんなことありですか ウラヤマシーッ
評】
【

童謡づ くり
幕 内か ら転落 した贔贋力士
ライバル社のダメ社長
たつた一人の従業員
カ ミサ ンのダイエ ッ ト
田舎の病院
肩に頭をのせている美人の眠 り
優秀な課員 の寿退社
年金支給
女房 の家事
塾等 の生徒 さん
右肩上が りの景気
寝 たきりでも父の人生
株価 のテ コ入れ
嫁 と姑 の仲良 し
政治を病 めてほ しくない
ユーモアスピーチの会 の幹事
一年足 らず の首相
ちょいちょい代 る総理大臣
伝知 ;島 の 「ものは付け」 の欄
貰 つて嬉 しい図書券進呈
まとま りかけた縁談

(7=束 区

鯨 都市
(横 浜市
(中 央 区
(稲 城市

:量
:牟 趙
:阿 部
:松 山
:藤井

(松 戸市 :堀

好 )
丈夫 )
浩)
カオ リ)
敬 ̲l

秋人 )

:

(横 浜市 :織 田 元康)
(さ いたま市 :北 沢 正嗣
(佐 倉市 :笠 原 宏之)
館 市 :若 狭 芳生)
Gワ ￨1区 :藤 野 哲康)
鯨 都市 :久 保 三徊

)

(広 島市 :香 川

信子 )

(文 京 区 :稲 葉

浅治 )

(さ いたま市

:高 木 正明)
:武
(伊勢原市
井 美船
(横 浜市 :鈴 木 びん子)
(渋 谷区 :樋 口 七郎)
(船 橋市 :山 田 三郎 )
(千葉市 :岡 部 千代松)
(三 鷹市 :市井 雅敏
(富 士見市 :高 梨 富雄
)

)

次国の題 「長 いこと待た され るものは」
送付先 :〒 157‐ 0072 世 田谷 区祖師谷 5‑7‑5
神山 徹
〆切 :11月 10日 ハ ガキ又 は F思 03‐ 3484‐ 7123 秀逸・入選 に図書券進 呈
ジョー ク練習帳 :ど こかで、使 えそ うなジ ョー クです。
「あなたは、 コナン・ ドイル さん じゃあ りませんか ?」
「よく分かったオ
劉
「トランクに書いてあ りまカ
世界のジョーク事典
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(松 田道弘・編)p173

秋深 く 空は高 く さわやかに ジョークサ ロンで 大 しヽこ笑おう

樋 口七郎

世 の中

曽田英夫

これで いいの〜 ?

★新国語辞典 「総理大臣とは親 の七光 りでなつて、一年たらずで投げ出 して しま う
無責任な人のこと」
「
★ 福田無責任総理辞任」 まいったよ一―元祖無責任男 植木等
☆ヤスオ (康 夫)ヤ スヤス はン )と 政権を投げ出すなと父タケオ (赳 夫)が
タケダケ (赳 赳)し く言 つた。
ヘ
★ 「ノ
父 福 田赳夫
銘 は地球 よりも重い」
「総理大臣の座は蚊よりも軽 い」 子 福 田康夫
★安倍晋 三、福 田康夫は二世議員 ではなく、偽議員だつた。
「いろいろとあ りますよ」

堀 秋人
川柳 「男 と女」
つぶやき

妻の変化

赤い糸結婚 した ら黒い糸
定年後J性 と病気 の同級会
妻小言生返事後 に又小言
化けて出る昔女だ今男
「
妻 貴方は外で遊んでばか りいて家 の事は何 もや らない人ね !」
つぶや く夫 「それは僕 のセ リフだよ」
妻 「貴方は返事だけいいんだか ら」
つぶや く夫 「それは僕 のセ リフだよ」
結婚前 「貴方を心か ら愛 しているわ」
結婚後 「どうしてあんな言葉が出たのか ? 私、変だつたのオ
劉
結婚前 「死んでも天国で一緒 よ」
結婚後 「貴方・・・地獄で、私・・・天国の死に別れオ
劉

大娯解

物 ごつ/̲― ″ っ/̲― 留匿場へのごつ/̲―y

1.♪

お手手つ ないで 大麻を吸えば みんな気分 よく 天国気分
オ
タバ コを落 として 足がつ き パ ィプが見つかつた ガサ入れで (お ててつないで)
2.♪ オーイ関取君 チ ョイ ト待ちたまえ
刑事
3.♪ 年 の初めの頭突きあい
初場所
4. 「ハ ローマスター」 親方 と呼びなさい
5. ス ッチー、歌手、バ レリーナの転臓先 にどうぞ
おかみ さん
「ただいまの勝負、吸つた りで退場 とな りました」
6。
7. オウ ! ゴージャスなエプロンH
化粧まわ し
8 コンナ四股名イヤだ―
* 赤露山 共産主義なんてマ ッピラ
* 夕赤竜 夕焼けか、先はまっ くらダナ
* 老の鵬 年金大丈夫かな
* 網錦 廃業 した ら漁師だ
* 事欧州 ヨーロッパでナニが起きたノ?
‐3‐

一 ノ瀬善秋

「シャレクスピア」の聞き書き

*三年坂
大正 3年 、ある事件があつた

り勝太郎、 3人 が亡くなつた)
村 の若衆、信 さんは仕事が終わ り、荷 を背負 って家 に帰る とき、その峠 で転んa
顔 と手に騰我を して帰 り、隣のおばさんに 「あれ、三年坂で転ぶ と、命があと3年 だ と
知 ってい るで しょう」 村 の伝 えを知 つてい る信 さんは気が弱し、 す つか り気に して、
食 は細 り仕事 もダメ、風邪 のあと寝込んで しま う。
村の友達 の達ちゃんが心配 して見舞いに来る。「なんだ、転んで 3年 の命だつて、そ したら、
2回転べ ば 6年 じゃ、 3回転んで来い 。・・」 信 さん飛び起き、布団をはねのけ、三年坂ヘ
走 つた。
(プ ラス思考の親友
llTと

)

30年 経つた。道は広 く舗装 された。本材運搬業の靖 さんが トラックで三年坂に来 ると、猪が
15頭 横断中、「えい
と突 つ込む と、 5頭が頓死、車 に積 んで町 の肉屋へ売る。 いい値段 で
買つてくれた。 ニコニコ・・ 。それか ら3年 、牡丹鍋で酒をたっぷ り (し こたま)飲 んだ、翌朝
ころりと説
本すの衆は 「三年坂 のたた りだ: トン死だ、きの どくに」
!」

さレヽ
へ＼ は月ヽ
碑 を建てて、お祓 い を した。

(祖 母 の実家 の村 の調

*薇
隣の町に行 くのに近道があった。畑 と小社があつて 「臓 Lと 呼ばれていた。祖母 が 「学校
の帰 りが遅 くなった ら、村道を回つて来なさい よ、狐が 出るか らな・・・」
村 の医者が救急 で往診 に行 つたその帰 り、化か されて桑畑に入 つて転んだそ うだ。
「本当に狐が 出るぞ !」 と老医者が言 つた。理科の先生に聞 くと、「尻尾を振 ると、静電気が
起きて、光るの さ・・・」
ヘ
が毎月お一 日にお官の鳥居 の前に稲荷寿司を供 えてあつた。
、
(夜 道 は'怖 い)
村ノ

高木正明

『コ ミ ック 翼

nつ 項山亀 ll■ 間話を

コミック仕立 語る七七七五調》

捻 じれ戻 らず 嫌気が差 して 投げ出す総理 の 得手勝手
辞任騒 ぎを これ幸い と 五人囃子 の 総裁選
二代続 いた 投げ出 し総理 受けて続 くか 三代 目
生まれ ともかく 育ちがど うも 失言放言 麻生節
食 の危険を 五輪で隠 し メタミ ドホスやメラミン禍
=笠 フーズが 騒ぎの さなか 事故米売 り撒 く マジ ック商
=笠 フーズ と 農水省 は 持ちつ持たれつ 臭い仲
カ ビが生えても 腐 っていて も 米は天下の 回 りもの
東京見物 都 心にサルが ネ
申出鬼没 の 捕物帳
世間騒 がす 子殺 しショック 被害者顔 した 鬼 の母
大麻疑惑の ロシアの力士 吸 つていたのに スイマセ ン
同 じ辞任 も 王監督 の 重い業績 幕 となる

曽 田英夫
★ 動揺せずに

狂歌 N

EWF5

どんと構 えて

浮気バ レ 罵声 が飛んで 声黄色 動揺せず に どんと構えて
居酒屋で 看板です と いわれても 動揺せず に どんと構えて
上司か ら ミスをつかれて しかられ た 動揺せず に どんと構 えて
★ 世間は いつたい どないなつてまんねん
五人で も 誤認 もでない 選挙戦 やは り票取 り 麻生圧勝
久々に 20勝 挙げ その快挙 その名 も強い 「岩」に 「くま」では
離 じま サーバー切れ で サボつてた 全 日空は アナに入れば
=笠 とは ミカタでなくて 敵だつた メタミドホスは ミタメ ドクデス
老人が た くさんの国 接近 し 台風までも 長生き し去る
牛乳だ メラミン入 りだ 使 つただ クリームパンダ マル ダイな しだ
言葉 の研究

柴本和 夫

:○ ○なんですか ら〜〜

◆偉 いひ と (税 務署等 )の 指摘 に一言
ただいまの 《ご日閲 )は たいへ ん よく理解 で きま した。
で も、ただい まの 《ご指摘》では、解決は難 しいんです。
い まの 鮒朝動か は 傷矧動紛 だ つたんですか ら 〜
〜
◆元気ですか !の 掛 け声に怯 える
レジ係が元気 のいい店 では、《カー ド》は使 いづ らいんです。
いつ もアン トニオ猪木み たい に声 力ヽすされ るんです。 〜 《
元気 ですか ?》 って
?》
こえ
それが、観 金ですか
に聞
るんですか ら〜〜
◆事故 米 〜人の名前 ?
最近テ レビで 、す っか り有名 になつてい るけ ど、あなたは〜いったい ど うい う人 なの
ち ょっ と前は〜浅 田舞 とい うのが有名 だつたけ ど 。・ 倉木麻衣 もいた し〜
自民党 と公明党 の選挙 の踊 りの こと〜 《自公舞》 なんてオ
ヽ
わた しは―lに しくて〜 《てんて こまい》なんです か ら〜〜
野本浩一
9月 1日

(月

)

お洒落 日記 :【 さてもまた いろいろあ りし 九月かな】
たのは、国民ばか りではな く、当の 自民党の
福 田首相 の突然 の辞任表明に認 ヽ
ヽ
々
方 も議 た由。最後 に質問 した記者は、「貴方 とは違 うんです」と言われ、激
怒 したに違 いない。
テ レビでその発言を聞いていた人全員 が、静 ヽ
たに相違ない。
「
べ
い
の
首相 発言 新 し 布陣で出直 しする きと考えた」を聞いた とき、
ヽ・。
・
僕は「新 しい夫人 つて、
新たに嫁 さん貰 うのか、よ」としか聞 こえなか ったが 、
へ
★ 又 しても 総理 が辞任 する自民 党名変更 辞任党 と
★ 出来なけ りゃ 放 り出 してる ×ヽ見て 子供が育つ 訳はない国
☆ 殊勝には 成れ ぬ と言 つて 総理辞 め
☆ 又 しても アイ 。ム・ ソー リの 辞任劇
☆ 一年 は 任期 としては 長いのか
5…

簡 系 リズ ム &バ ロ デ ィ

門 口泰宣

1)♪ 理事長責任ないですか 日毎批判がつの ります
聞いてはもらえぬ弁明を 職責賭けて耐 えてます
親方 心の愛晴で しょか 弟子が可愛い 北の湖 ♪
(北
2)社 長の腹 害1り 裂きみれ ば 確かなる 三笠の米に つ きし毒かな
3)農 水相の命 は 短 くて ヘマすることのみ 多か りき
4)イ ンテ リ 入 つてる
ジ ョー クサ ロン
5)バ ンカメがメイル・ ピンチ証券 を買収
6)米 蜘府に ソンポ を向かれないでよかつた
AIG
の
い
7)世 中は 澄む と濁るで 大違 派遣 で稼ぎ 馬券で損する
8)世 の中は 澄む と濁 るで 大違い 予幸闘ま当らぬが 予防は当る
9)孫 にも首相
小渕優子
吉田茂
箔入 り娘
10)メ ークミラクルは古い、大原ん と云つてほしい 読売巨人軍
11)可 愛い子に永遠 の旅をさせ る親
12)心 の トキめきを感 じる
トキの茂 鳥

奮層宇 筋Z｀ 1世田谷
人 っつ あん
ご鵬
:

‥

J¶ 出&狂歌

『

の勧

3刈

J隠居 さんのことだか ら3Kっ て当然知ってますよ力乳

J卿 署
人っつ あん
:
郵話

なんだい藪から棒に、知つてるが、色々あるぞ、先ず 3Kと いや―アパー トじゃ―、3部
屋にキッチンってことで、 トイ レの場合なら「汚い、臭い、気持ち悪い」
、群馬県 じゃ―
「
「空つ風、雷、カカア」が名物、沖縄県だつた ら 基地、観光、公共事業」が主産業、賭
け事でいや― 「競輪、競馬、競艇」だ、そ うそ う80年 代の日本の財政赤字は 「国鉄、健
康保険、米」つて時代もあつたな―、さてどの 3Kだ い。
いや―随分あ りますね―、実は甥 つ子 の就職 のことで相談 されましてね、IT企 業 に
決まって本人喜 んでたんですが、今、IT企業 は仕事 がきつい、帰れない、給与 が低
い 3K職 場だつて奴の母親 がどこや らか ら聞き込んで来ま してね、考え直 した方が良
いん じゃないかって言てるそ―なんです よ。
そ うだな―、以前は現業系 。技能系職場が仕事がきつい、汚い、危険だつて 3K職 場とし
て敬遠 されてたのが、いまや IT産 業が 3K職 場の代表かな。それに最近 じゃ―、女性か
ら、48H段 が取れない、規則が厳 しい、イ
b随 が乗 らない、結ク
昏できないの 4Kで 7K賜
―
だつて言われ始めてるらしいな 。
それ じゃ― ご隠居 さんも考え直 したほ うが良いって思 うんですかい6
で、 どこの会社に決まったんだい。
一部上場のあの有名な A社 ですよ
あの有名な会社かい、それ じゃ―問題ない よ、確 力ヽこ仕事は厳 しいか も知れなし功ゞ
、

人っつ あん

この不景気な時代、良い所 に入れたつて感謝 しなけ りゃ―視
感謝ね ―、なるほど、3Kな らぬ、サ ンキュウーってことでやんすれ

八つつ あん

ご隠居

:

人 っつ あん

そこで狂歌を
『 3Kの
『3Kが

企業 婚期遅らす 娘の言い訳』
代表格は
いまや 7K
「 女性から 評判落とす 先端企業』
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奥村篤史

ア ッシー 君 のINIHK基礎 英 語 講 座 ○十 年

洒 落 に もな らぬ 洒 落 日記

ジョー クサ ロン会員には英語 ジ ョークを翻訳する人 もお りますが、人生○十年、未だに基礎英語講座
から卒業できない人 もい る、ジョー クでない本当のお話ご ・・・・・・
ここ十数年は布団の中でボンヤ リ聞き流す ズボラ学習。6時 15分 にラジオの基礎第2・ 第3講座が30
分流れます。 ヒヤ リングだけでも67歳 まで継続 しているとは感心・偉い と褒 めるで しょ うが ? 現実
はさにあらず。今は夜 中度 々 目が覚める。眠れない と次々 と考える。 ジ ョー クのネタ、大道芸 のセ リ
フ、かつぽれの羽 瞑、水泳指導 の方法等。や っとウ トウ トするとラジオが鳴 り基礎英語D思 考せずた
だ聞 くとスー と眠 りに入れる、自慢 じゃないが驚 くほど簡単に。子守唄代 りで最後 は眠て しま う確率、
自慢 じゃないが50%強 な り。アハハハ。「☆基礎講座授業のよ うに眠 くな り」「☆睡眠の役 に立ってる
基礎請理」「☆分 か らない方が]れ る基礎講座」「☆夢 の中ぺ らぺ ら英語を しゃべ ってる !・ ・眠る耳
元ラジオ講座 が」
。 で も間かない よりは良い らしく、最近長男の嫁 さん となったブ ラジル娘 と英語で
お話 しています。でも 「☆嫁 さん と英語 で話す と寝た くな り」
・ 。これは冗談 ! 海外旅行ではアジ
ア等非英語国の方が何 とか通 じた気分、イギリス英語はサ ッパ リわか らぬア ッシー君で した
♪ 耳元ラジオが鳴っている オイラはいびきをかいている 英基礎講座が始まった ネイティブ嚇 とおらスースー
つでも足んないものがね― アッシーのやる気と会話力 ただただ続ける〇十年
みんな去午と同じだよ レヽ
アッシーがイギリスに行つただよ けれども涙で光つただ 英語がちっとも通レmヽ 手振りと身振りで英会言
舌
けれ島 明 日も明後 日も続 すてイ
青 ます基礎講座 こ¨
基礎講座 会話は手振りとこの笑顔 (♪ もずが枯れ木)

シエイクス 三7島)ヽ■ l島■
■
l謙二)
日本語 (国 語)は 難 しい。たとえば鉛筆を数えるとき 「イチホン、ニホン、サンホン、シホン、 ゴホ
ンとは言いません。「イッポン、ニホン、サンボン、 ヨンホン、ゴホン」です。「ゴホンといえば龍角
散」ですЭ国語の基礎は文法であり、活用形は重要です。「出ろ、出ろ、出ろ、出る、出たぁ」
は『便秘の標準完了五段活用形』であり 「出ろ、出ろ、出ろ、出ろ、出る、出る、出たあ」は 『便
秘の重症完了変格活用形』 といいます。
6^― ∧∂
これは 「イ ンテ リ 入つてる」 で盛 り上がるジョークサ ロンで、インテ リゲッチ ャッチャ 。ジョ
ークをライフワークとする酷誤学者シェイクスビア・島川氏の発見です。金田一京助博士 も気がつ
かなかった活用形ですが、日
割t遅 れの国語学会ではまだ話題になっていないのが現実です。 (>̲<)
広川友雄
ともか く暑 い夏で した・・・・
連 日 (恋 日)の 暑 さの中、畑が燃 えています。何が燃 えているの力Ъそ うヒマ ワリが燃 えていま九
輝 いています。向
キラキラ輝 いていますЭきらめいています。夏 の花 の中で最 たる花 ヒマ ワ
リ。暇わ りとある。熱
"規い最中に余裕綽綽たるHe周 りにはヒマ ワリさんが、ぎっしり、ぎっ尻、 ヒ
ップア ップ、 ヒップホ ップ:し か し暑い。あま り熱 くて冷凍食品が解凍できたら力
乳 誰か さんは、
情熱で好きな方のハー トを焦が します。 この暑いのに、。… ・。灼熱 の恋。熱 いなぁ。 こ うい う時
は氷のよ うな恋。冷やや っ恋。火矢 々な
熱 い〜〜お暑 い仲。そ こへ物価高。キリンの よ うな物価高。物価高の 目白押 し。庶民の財布の温度
が下がること必至D冷 凍 されて困る。あの熱い夏よ戻 つてきて〜。恋 しい〜〜夏よ う〜。
逝 く夏を惜 しむ。
この夏を一番熱がったお方は ? 「篤夕
臼 (暑 悲鳴)
7‐

渡辺み ど り

ミドリのおきらく迷言日記

女心 と秋 の空
ちょっ と切なく、温 もりが恋 しい季節ですD
◆一 日三秋 (い ちじつ さん しゅう) 待ち遠 しいく
類 :一 日千秋〉
一 日三周 (い ちにちさん しゅう) 健康維持大原則 自宅周 りを最低三周。心 も身体 も元気に
◆秋風が吹 く (あ きかぜがふ く)厭 き風が吹 くく
類 :女 (男 )心 と秋 の多
秋風邪 1測 反 (あ きかぜはふ く)

!

まだまだ夏 の余韻が残 って、秋 フ ァッシ ョンにシフ ト出来ず、ま してや
上着 を持 ち歩か ずに半そでや索足にサ ンダルや ミュール (*)な どを
履 いて しま し、朝晩 の風邪 にや られて しまった様子。
*サ ンダル・ ミュール・…パ ンプスの踵が解放 されてい るもの。
ス トラップあ りがサンダル 、無 しが ミューノ
L

松山カオ リ

香 り川柳噺 :十 月で振 り込め詐欺 よ消 えて くれ

ψ瀦

私にも今話題 の振 り込め詐欺 の電話が掛かってきました。
「中央区の保険事務所ですが、松山さんに平成 17年 か ら
19年 までの医療費の還付金があ ります」 とい う前 日ム
この 3年 間、大 きな病気 も して ない し、偶然 に も前 日国保 の件 で区役所 ￨
に出向いていたので、おか しい、サギ電話 ? と気がついた。「つきましては・ ・・」話が続
いた所で、 ピンポーンと玄関のチャイムの音、同居する妹が 「ハイ、今開けます」 と返事をす
ると、同時にガシャンと先方の電話が切れた。
一人暮 らしでない と知 って、あっ さり撤退 とい う訳で しょう力、 70代 以上 の友人・知人よ
り、いろいろなパターンで電話が掛かって くる話は耳にしてお りました。 これか らは混み合っ
た銀行 のATMで モ タモ タしていた り、携帯を使 つていた りすると「あの人、振 り込め詐欺 に
や られているのでは」な どと思われそ う。 クワバ ラ クワバ ラ
男の天 国 と地獄

寝姿にほのかにのこるい とほしさ
うんざりはキンキン声の ぐちばなし
ね もや らず別れ話を工夫する
美 しき顔ゆがめれば夜叉の顔
ブスなりの心根い とし幼な妻
かえ りみて うそのなか りし夫婦仲
なにげな く夫の ウソをゆるす妻

男 女 男 女

ホタルノ日
出
:オ イ、夜道ひとりで大文夫 か ?
Jヽ

:大 丈丸 心配ナイ ト

:ぢ や、マタアイタイネ

女 男 女 男 女 男

何事 もなか りし顔 の賢夫人
一 日惚れ一寸の くせでいや気 さし
女にはわか らぬ男の嫉妬心
流 し目につい誘われて深入 りし
何やかや世話がすぎて もうるさがれ
とも自髪耐えたる日々の勲章か
飲みすぎて帰 りし夜 の海苔むすび
‐
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ア・イタイって、 どこが ?

*********
アラ、 トッテモ ウレシイ ヮ
え ? 何を取 つたって ?
アラ、ヤーネ

え ? 屋根に何かいるつて ?
ドウデモイイケ ドー
銅でなければ何がい―のサ。
￨

平井幸雄

NEWヒ

ライ信 飛来中 II

この本何 翁木、本になる末、元量になる木
いつのFB5に かしのびこんできた秋
の風・・・。あの暑かつた夏似 まと
ばりを冷ますように、ひそ創 こ周が
吹きわたる。いつしか装いを新たに
する周りは

実りの秋を誇らし

げ￨こ たわわに実がな気

黄色や

赤に鮮や胡こ、紅葉する木:は らは
らと枯葉を落し、裸になる木など、
樹木は自然の移ろいを敏感に感じ
て育つ。
本の 精
樹齢何年の大木から、気のせいa
何かエネルギーをいただき、元気が
出たような気がする。
そこで「元気になる木」を紙面に育

・ユ｀
嘲ゞ さゝ

ヽもご

ccみ た。樹木に習つてk深 い根と
根 は 大 く深 く

イ
高計｀
讐
轟

太い幹、のびのび と した枝に し
て・・・・・・・わ力齢 ヨ 申ばして
いきたい。

'い
山田三郎

正 しい手紙の書 き方 :な ん じゃもん じゃ

吾が家 の息子がアメ リカヘ留学 した時、息子 か ら手紙を貰 ったのも書 いた息子 も初め
てのことだった。 それは公文書みたいな文体だったので、私は失礼さに部 ヽ
た、 しか し
レポー ト用紙にぎっしりと学校 の雰囲気や生活文化 の違 いなど五 枚も書 いた誠意は読み
とれて、手紙文の書き方を知 らないのに気が付いたのだった。 それは今 から 25年 も前
のことで、今 は会社 の役付 きになっているが私信の文法を学んだろ う力、
昔は手紙 の書き方を小学校で教えられた し、常識だった。手紙 の書き方 とい う書物 が
あつた り漢和辞典の付録には手紙文の例が載 っていたものだ。手紙は時間を力ヽするだけ
に味わい とか いが籠 つてい るし読み返 しができるのだが。

「虫がいい」 こと考 か ら 特別に抜粋です
石井志津夫スペ シャル余禄
の
日本人 体の 中には、虫が棲 んでいる らしい。 しか し、 どんな虫なのか、誰 も見たものは
いない。正体不明なのだが、 とにかく身体の一定の場弗 こじっと潜んでいて、何 かのはずみに
「虫」に対 しては、不断の注意が必要である。・・・
・・ 。
不意に動き出す。
。
・・ 「虫がいい」 とは、体内の虫がいい気になっているのた 。・・虫の合 う仲間 と、 しつ
か り語 り合 うのが、 コミュニケーション不足の今 日には、無視 (… 。
)で きないこ とだ。
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【2008年 9月 例会出席者】 9月 24日 集創頃で九
。
野本浩一・堀 ￨1静雄 。武田圭一郎・樋 口七郎・佐藤忠恕 。高木正明・土渥り子・奥村篤史
。
阿部浩・門口泰宣・一ノ瀬善秋・柴本和夫・印南博之・副 ￨1謙二・松山カオリ・渡辺みどり
以上 18名
曽田英夫・藤井敬三
々
ロンを軸 ヽ
て頂きました。
で
サ
んのご
、興味津
田圭一郎さんは堀川さ
紹介
初参加】武
【
バラエティに富んだ作品群に少 しばかり感心して頂いたようです。

2008年 11月 例会案内
11月 26日 (水 ) 18:30〜 (受 付は 18:00頃 か ら
千代田区立スポーツセ ンター 7F第 2集会室

)

住所 :千 代田区内神 田 2‐ 1‐ 8

2L03‐ 3256‐ 8447

ア ドレスは下記の通 りですっ
ジョークサロンのホームページと変集鳥 Eメ リン
ー
11…10kesalon.com Eメ :knomoto922@Iwpe■ ∝n.nejp
U.R.L.:ht静・
*検索は 町oLsalon」 「ジョークサロンJど ちらも出来ます。お試 し下さい。
*ホ ームページには、「ジョークサロン」のブログも出来ましたよ。例会の雰囲気や二次会
でのショット等が披露されております。HPを 見ての感想や、ブログヘの感想もお寄せ
作成 。メンテ :河 罰棄博、渡辺みどり
下さしヽ 賑やかにしましょう。
賑やかなHPに したいものです。
lレ

「鰤
助 郵送希 望 の切手 (一年分 :80円 × 15枚 )、 お便 りは下記宛 に送付下 さい。
Ъ&角Ⅸ03‐ 3753‐ 7725
宛
〒146‐ 0085東京都大 田区久 が原 6‐ 20‑11 野絆
*faxは 午前 9時 〜午後 9時 の間に、お願 しヽ致 します。早朝、深夜は ご遠慮下 さい。

切手・カンパ受領一覧 (敬称略) 2008年 9月 16日 〜2008年 10月 20日
千葉県 :石 井志津夫 埼玉県 :大 畑道之助
東京都 :青 木孝、上田恭子、高栄子
神奈川県 :武 井美雄、長野県 :須 山ケサ子 京都府 :広川友雄
*み なさま、いつもありがとうございます。御礼申し上げます。

変集鳥・ … 野本浩一
伝笑鳩 No。 229発 行 2∞ 8.10.29
。
。
・
石井志津夫 一 ノ瀬善秋 印南博之 奥村篤史・佐藤忠恕・柴本和夫
変集協力
団】
曽田英夫・ 高木正明・平井幸雄・藤井敬三・ 門 口泰宣 。神山徹 ・渡辺みどり
【
笑畔
子 。松山カオ リ・樋 口七郎 ・山田三郎 ・脚 ￨1友 雄
脚
発行鳩舎 :同 巣会ジョークサ ロン
あたたカッ ト :天 野秀雄、平田 レイ子

10

