--

2 O O WZ fr -N---*-No.

1 $ $ -ru++&&&&&&&&,*tu&&&!&&

今月の一笑
「〜が濁れば」

υ 伝笑鳩υ

日が濁れば 愚痴 とな り
意志が濁れば 意地 とな り
徳が濁れば 毒 となる
(新潟県

佐藤 1憲 雄)

皆様方から頂いた年賀状の一部をご披露 します
千葉市/石井志津夫

八王子市/平井幸雄
今年も笑売繁昌す るように
大も歩けば希望に当る年に
なりますように

京都市/牟 礼丈夫

二人三脚のあくせく自適 3V(Ⅵ 就,VilL
v01unt∞ D 生活が六年目に入 りました。ⅥIh
(茶 論亭主・週末家庭菜園での 自給 ごっこ
(餅 つ き・ ラッキヨウ作 り他)を 近くの仲間 と
楽 しんでいます。

さいたま市/辻 恭子

「犬」とかけて 常備薬 と解 く
その心は ケンケンフクヨウ

オンリーフンのフンダフル
たくさんありますように

京都市/久 保 三徳

昨年 8月 に北海道 の雌阿寒岳、斜里
岳、羊蹄山をもって、妻 と2人が 20
年かけた「日本百名山」の登頂を完了
しました。毎月来る雑誌でス ミズミま
で目を通すのは 「伝笑鳩」が一番、読

町田市/青 木 孝

体力、気力 そ して想像力 揃えば鬼に金棒
ですが・・・良き年でありますように

まないのは仕事の本g

さいたま市/高 木 正明
イヌのイの字は イロハの始め
年の初めに 立てる計
鳥のインフルエンザに注意

松戸市/岡 野 殷子
昨年夏、故郷の我が家の縁の下で迷い
大が子大を 5匹産み、一ヶ月程で元気
に巣立ちました、多産系な犬のように

明けて成年 嗅ぎ分 ける
偽装建築 確認ず さん
吠えて噛みつ く 戌の年

ワン (woDだ フル は選)で ありた
い、と思 う日本の新年です。
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第 ∞ 回 も の ￨ま 付

け
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「言 いた くない けれ ど知 ってほ しい ものは」
高知市 高橋 満子
銹趣〕 あの方へつのる恋心
直す る
く評>「 もしかしたらオ レのことかも」 と皆に思わせるところが賞にイ
入選 カアちゃんのイ ビキ
入選 お金をかけずにダイエ ッ トにはげむ女心
入選 わが子 の }生 教育

さいたま市 高木 正明
広島市 香川 信子
京都市 牟礼 丈夫
横浜市
佐倉市
文京区
̀ス 都市

佳作 先祖 のす ばらしさ
佳作 能ある鷹 の爪
佳作 フタシの年齢
佳作 賢 さ
佳作 実はバ ツイチ

田和 久美
笠原 宏之
稲葉
久保

浅治
三徳

大田区 高 栄子
岩手県 片山 :敦 夫
横浜市 鈴木 びん子

佳作 カ ミさんに対する不満
佳作 へ そくりの額
佳作 この ビルの鉄筋の数
佳作 亭主の胸 の内
佳作 実 は笑 い上戸
佳作 服を脱 ぐとスーパーマン

横浜市 阿部 浩
伊勢原市 武井 美雄
稲城市 藤井 敬 三
世田谷 区 奥苑 順子

次回の題 「つ らい け ど嬉 しい ものは」
送付先 :〒 157‐ 0071世 田谷区千歳台 1‐ 3014神 山 徹
〆切 :2月 10日 ハガキ又は Fax 03‐ 鈍M‐ 7123で 。秀逸・入選に図書券贈呈

印南博 之

大

解

娯

オータンネンバウム 樅の木

お、おれは平気だ 検査を して も やることやつたぜ ナアマ リア (処 女懐胎)
潜は出来ていなかった
2。 わしがこの世に生まれただつて 知ってい るのは馬と親 (ま た
3.星 を頼 りに歩いていた ら 馬房で出産 こりゃなんじゃ (東方の 3人 の博士)
4.荒 地に樅の本生えているもんか ヨールカ祭 りを知らぬのけ (北 欧の祭 り)
5。
よくも取ったなわしらの祭 り 憎き耶蘇の坊主ども (ド ル ドイ僧)
6.ト ルコ生まれでオランダ育ち 宣伝 したのはアメリカ人 (聖 ニコラス)
7.ソ リに乗るなら赤服着ろって おせつかいだよアメリカ人
8.昔 と同じプ レゼン トはいいな 金貨だったら大歓i堕
はベイ ビー 離れているんだ年の差が (エ ンゼルは青年の
9。 天使はイケ面クピ ド
姿で武装 しているものもいる)
10。 イル ミネーションもっとやつて頂戴 発光ダイオー ド大儲け
1。

)

2

いぬ年は ナンバーワンを めざす年 大いに突おう ジヨークサロンで (曽 口美夫)

J軽本寸窯等」ヒ

水協

30で ア ッシー は 39

,,

スイ ムスイム"の 大合唱で小平水泳協会 30周 年記念パーテ ィーの幕
が降 りた。やれやれ。実はアッシー君 ごの 1年 、30周 年の記念誌委員、式典委員 そ して従来の広
パ
報部 を頼まれ 二重苦。 しかも水協 ソング作成、記 念バス旅行計画、そ して ーテ ィー では何か芸
12月 10日

(土

)夜 9時

をと大車瑞通 「◎ 大車輪 プールの中は泳げない」
「◎ 水協の 30周 年会合 を泳ぎ溺れた この 1年」 「◎ 酔狂でなけ りゃ水協務 ま らず」
30年誌では小平市長や 日本水泳連盟会長などの原稿集め、30年 の歴史・記録掲載、各部会の
写真紹介。後世 に残 るので公正な構成 をと、ああせい !こ うせい !の 大攻勢。 そ して校正校正校
正。 30年 のあゆみ"は カラフルに更正 し完成 しま した。参考に した 20年 誌に、指導員合格 !奥
「
村篤史氏の 10年前 の記事見つ けニヤ リ。「◎ ア ッシー も水泳歴史に名を残す」 ◎ 後世に残
る雑誌だ公正に構成校正ああせ いこ うせい」
30周 年を記念 して協会 ソングを作る企画。作曲は音大出身 の新指導員 と毎年忘年会で生バン
ドを担当 して くれ る 2名 の方。元学生指揮者エヘ ン !合唱経験豊富なのア ッシー君にも期待が。

途中1却 宣喧譜譜だ ったがなん とか スイ ムスイ ム"完 成,歌 い易 く楽 しい と大評半 1番 は水泳
ニ ゴスペ
教室、2番 水泳大会、3番 遠泳 を歌 う。発表は急遠編成の コー ラス隊 スイ ムハーモ
ルに も挑戦、でも練習はテ ンデ ンバ ラバ ラ。「◎ 20名 で 20部 合唱大混声」。でも本番は大成
1上

''。

功。「◎ 本番 に強き加齢な合唱団 スイムハーモニ"」
「◎ 口
自宣i鍔 譜 とテ ンデ ンバ ラバ ラでハーモニー」 「◎ 水協の歌にも溺れたこの 1年 」
指導員 88名 を乗せたバス 2台 が昇仙峡 に向か う。
11月 27日 '1知 青秋晴れの下、水泳教室会員 。
この 日からバス代 が安 くなるとい うので決めた 日程 で したが、遅い紅葉の結果、正に真 っ盛 り。
ほ うとうを食べ、 にごリワインを試飲 し、影絵美術館、クリス タル ミュージアムを楽 しみ、笑顔
いっぱいこれまた大成功
「◎ 1知 青紅葉来た甲斐の旅 笑顔笑顔 の笑仙峡」
「◎ 甲州でほ うとう作 りの講習会 公衆電話で予約交渉」
己念式典当 日。委員 は 1時 集合 し120名 の受付 と会場づ くり。そ して合唱練習、
さていよいよ、言
!

ショーの打ち合わせ 、あっ とい う間に 3時半。市長・ 水協体協関係者 ら来賓 Ю 名 を迎える。実
はアッシー君来賓用 のバ ラの胸章調達係で意外 な苦労。何処で売 ってるの ? 後伸 ば ししていた
が 「◎ 胸章の花は何処 いった何処にある」
「◎ 探 し物明 日ダメ胸章今 日しよう」
「◎ 胸飾 り何処にあるのか胸つかえ」
100円 ショップ、花屋あたるが無 し。5‐ 6軒 目よ うや く見つ けた ところは老舗の文房具や。でも 1
個千円、小 さいのでも 500円 。結局体協か ら借 りることにしま した。
式典、表彰、祝辞 の後は講演会。金メダ リス ト北島選手の記録達成秘話、国体 水泳 の東京 31
べ
連勝秘話な どが紹介 され中々終 らず、20分 遅れでパーテ イー 1亀 ア ツシー君、飲み食 る閑も無
く?水 協 ソング発表・ ゴスペル合唱団 。そ して裁着袴に着替 え南京玉すだれ と本領発揮:フ ィナ
ー レは前 々 日や っ と考え付いた 絶対受けると確信 の祝小平水協三十周年 のたれ幕 と五色の投げ
テープ。やんややんや沢山の喝采 との投げ銭 にご満 脱 !ご満悦
!

「◎ 講演は短 く簡単言いなが ら延 々伸びて聞き手 も伸び る」
「◎ 垂れ幕 と五色テープで大 スター」 「◎投げ銭は断 ったけど銭 の山」
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藤 月罐女 三ニ

ユ

モ ア川柳「 ああ、雪が降る」

雪道の 差 し伸べた手で つかむ恋

雪含戦 好きな人には そつと投げ
溶け始め 妻に似てきた 雪だるま
降る雪も 湯気に溶け込む 露天風呂
積雪の 道は封鎖で ユキ止まり
雪の朝 大手を降って する遅刻
サプちゃんの 鼻に貼りつ< 紙吹雪
エンジンの 機嫌うかがう 雪の朝
雪予報 聞いて始める 雪見酒
雪景色 日の丸似含う 冬五輪
蓬象E日 要 ≡
ジそ

狂 認 uヽ

:EWF可

Ω こんなはずでは なかったはずだ Ω
◆人生は 終わ りが近く あとわずか こんなはずでは なかったはずだ
◆ついてきた 美女の方が 酒強 く こんなはずでは なかったはずだ
◆もう銀婚 妻の尻に ひかれてる こんなはずでは なかったはずだ
◆検診に いったら医者が 脅迫 し こんなはずでは なかったはずだ
Ω いい と思 えば

いいではないか

Ω

◆居酒屋で ぐちの間き役″酒はただ いい^と 思えば いいではないか

◆給料は 半分 となり 仕事倍 いい と思えば いいではないか
◆マンションに 比べ中古 戸建てでも いいと思えば いいではないか
◆笑いなし 今年も狂歌 一筋で いいと思えば いいではないか
一

ノ 瀬

善 秋

シ ャ

レ ク ス

ピ ア の 聞 き 書

)

き

マンションの売れ行き停滞
*妻 の偽造 趣味の会の司会者だと言って出掛ける、厚化粧、派手 ドレス
*姉 の偽造 姉は虫歯が一本もない し、きれいな歯だと言われる
実は全部入れ歯 (義 歯)で これが 「姉歯」と最近呼ばれる
(2)小 泉劇場 「いや小泉オペラと呼んでよ」小泉チル ドレン忘年会に 50人 ドレスや着物姿

(1)偽 造事f牛

(耐 震強度構造計算書

客」だつた
で華やか。劇場は円形ですか ?四 角ですか ?疎 」

!
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平井幸雄

璃劇

7摯舞瓢熊辞

12月 12日 は漢字の日。平成 17年 の世相をあらわす漢字が「愛」に決ま つた。愛 とい う漢字の
部首は「心」です。心の部首の漢字は「知・情・意」を表 している。心の漢字はどんな感じ?
‐ 暉 口饉

懸 秋

｀く財r

JI出 ￨ヽ

愛・地球博、卓球 の愛ち 昔は、糸 し糸 しと言 う心
ゃん、 ゴル フの藍 ちゃ 今は変な心、亦の下心
に変心
ん、皇室の愛子様、紀宮
恋心が
様の愛が結ばれた。明る
いろいろに
い話題 を反映 して選 ば
変化する
れた。一方、女児の刺殺
ように
事件力淋目次ぎ「愛ある世
の中」を望む。

rllJIヽ

春の心は、心が壼く
ウキウキうれ しい。
シュンと読む】
憲は 【
乱れる、動揺するの意
秋の心は、心が悲しく
シクシクうれえる。
シユウと読む】
愁は 【
うれえるの意

志悪セッ トで使われる。
志悪 【
タン トクと読む】
心が上下するの意から、
心がむな しい。おそれ
る。
びくび くする。どきどき
する。

E面日■

薔
ゴLュ 麗
ヽ
″
″白 ヽ 瞳」
I―

爾

髄

εl喧 襲ト
オiE´ヅ1延ンヽ
わたしも、愛・地球博に
2度 行 った。そ して、市
民パ ビリオ ンで小咄 を
披露 した。
愛 と汗の精神の社会教
育団体「修養団」 100
周年記念大会 で感謝状
をいただいた。

ジン・ニ
心が 2つ で 【
忙 しいと忘れる。
果けるのを忘れ る くら ンと読む】親 じむ、い
い忙 しくしていますが、 つ くしむの意。心が3
サ ,ス イと読む】
心を亡 くす ことの無い つで 【
疑う、惑うの意
ようにしたい。
ゴと読む】
最近、固有名詞をど忘れ 心が5つで 【
「悟」の古字
する。自分の名前を忘れ
ないようにしたい。 』 麟 悟る、理解するの意
通田曖

屈巌 鷹

鳳鳳藤

音義不詳
■藤 ■塵

盟 M電

心 を真 ん中に、まごこ
ろ・忠義・忠愛を尽 くし
たのに裏切 られた ら悲
しい。
中心がひ つ くりかえ つ
て心中 した くなる心は、
心中察するに余 りある。

■1コ F
I ELメ

今年 7月 に患 って 10 でもお医者 さんの優 し
い心に触れ、幸い大 した
日間の緊急入院。
ことなく退院。
ケツから下血 した。
血が出て心がちぢに乱 入院は、心も体も休める
れ 、心 に ぐさっと串刺 いい機会でした。同じ病
し。
室の知人も出来ま した。

5

鳳哺

口鵬ぼ

'祖

ぽ 彊
入院の原因は大腸 の憩
室 か らの出血で した。
多忙 が原因 で した。ゆ
っくり休憩 しろと天の
啓示で した。ポ ープ
もあ ったのでついでに
とってもらつた。
:リ

心 ここに あらずもこま
るが、下心のある人はも
つと困る。
人の心は、上下左右、裏
表 にコロコロ変わるか
らココロ

燿 障月 二覆笈 三 ニ

ユ

モ

ア川柳「 ああ、雪 が降 る」

雪道の 差 し伸べた手で つかむ恋
雪含戦 好きな人 には そ つと投げ
溶け始め 妻に似てきた 雪だるま
降る雪 も )易 気に溶け込む 露天風呂
積雪の 道は封鎖で ユキ止まり
雪の朝 大手を降 って する遅刻
サプち ゃんの 鼻 に貼りつ< 紙吹雪
エ ンジンの 機嫌 うかがう 雪の朝
雪予報 聞いて始める 雪見酒
雪景色 日の丸似含う 冬五輪
墓蒙 Eヨ 夢誓ジ モ

五五 疑豚こN:EWF冒

Ω こんなはずでは なかったはずだ Ω
◆人生は 終わりが近く あとわずか こんなはずでは なかったはずだ
◆ついてきた 美女の方が 酒強く こんなはずでは なかったはずだ
◆もう銀婚 妻の尻に ひかれてる こんなはずでは なかったはずだ
◆検診に いつたら医者が 脅迫 し こんなはずでは なかったはずだ
Ω いい と思えば

いいではないか

Ω

◆居酒屋で ぐちの間き気、酒はただ、
いい.と 思えば いいではないな
◆給料 は 半分 とな り 仕事倍 いい と思えば いいで はないか
◆マンシ ョンに 比べ 中古 戸建 てで も いい と思えば いいではないか
◆笑 いな し 今年 も狂歌 一筋 で いい と思えば いいではないか
一

ノ 瀬

善 秋

(1)偽 造事件

シ ャ

)

(耐 震強度構造計算書

レ ク ス

ピ ア の 間 き 書

き

マンションの売れ行き停滞

*妻 の偽造 趣味の会の司会者だ と言 って出掛ける、厚化粧、派手 ドレス
*姉 の偽造 姉は虫歯が一本 もない し、きれいな歯だ と言われる
実は全部入れ歯 (義 歯)で これが 「姉歯」 と最近呼ばれる
(2)小 泉劇場 「いや小泉オペラと呼んでよ」小泉チル ドレン忘年会に 50人 ドレスや着物姿
客」だ った
で華やか。劇場 は円形です か ?四 角ですか ?味 」
!
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瞬可異予月:登 輌←

身

の

体

あ

ち

こ ち

あいつ は足が地について いない
手が早 い
問 く耳をもたない
人 の心が読 めない
場 の空気 を嗅 ぐこ とができない

(マ ンシ ョン住 まいだか ら)

腹 が下がる

(郊 外住 まい なので帰路 は下

(難聴なんだな)
(文 字は良 く読 めるが)

(鼻炎 なんだ って)

ッ セ 員

メ

石 井 志 津 夫

(手話 ので きる人 だか ら)

も 笑

う

☆党大会
立党 50年 一 自民党
立冬元年 一 造反組

☆不信人物
建築士・代議士・弁護士

☆彼 の絶対条件
戸建 て

☆隠 し味゛
―クル ト
ヨ‐

泥棒

合 コン

ちゃん こ鍋

☆V甲 府 Jl昇 格
応援 した甲斐があった
サポーター

☆着 ふ くれ ラッシ ュ
ウオーム ビズが拍車 をかけた
通勤電車

☆ ピール税増税
やけ酒 もやめた
のん兵衛

☆ リンゴ泥ヘ
DNA登 録済み
建て看板

Fヨ ロ 燿寒 堡三

:3可

舅

=リ

ン ごら 、通しパ

ロ ラ ゴイ

1.マ ンション創疾の居住者

2,バ ック・ ツーザ・ ヒューザー

責任の所在追及

3,拙 いことした電機の温風機

4.い つでもどこで もこどもが危ない

イ ビツなユ ビキタス社会

5.塾 慮 して教室を選びましょう
6.イ チロー も奥義マジックに育てられた
7.「 そば打ちが上手ですね」「麺許皆伝です」

8.圧 力釜で調理 して下さい。

米国産牛肉

9.銃 後は しっか り守るか ら頑張つて !
10。

この本が売れるのは装丁内です

浅田真央
著者

‑ 7 ‑

り)

12月

<12月 例会出席者>‐

21日 開催
・
・
安藤晴康・ 阿部 浩・ 石井志津夫・一 ノ瀬善秋・ 印南博之 岡野段子・ 岡見宏道 奥村篤史
高 栄子・佐藤忠恕・ 曽田英夫・ 高本正明・藤井敬三・ 門 口泰宣
岡見さんは石井さんの紹介による初参加です。常連の平井さんは、お座敷がかかつて
欠席でしたが、作品だけは律儀に作っておられました。

<角 三づ
君>
翼夢この ご 務芝ξ
横浜市/阿部 浩
笑顔 か ら 語れ る人 が 増 える幸

東京都 /稲 葉浅治

*年賀状 来るは元気で いる証拠
*年賀状 :表 も裏も 活字だけ
*出せば来ず 出さねば来たる 年賀状

東京都/一 ノ瀬善秋
今年は成年、渋谷 の忠大ハチ公、上野の西郷
さんの愛犬 ツン、南総里見人犬伝 の人房、南
極を生き抜いた樺太大な ど、忠実・勇気・忍

小平市/奥村篤史
相変わらず週三日勤務、4日 道楽三味 DOG
りで、あちこちを 「お回り I」 落ち着いて家
に 「お座 り !」 す ることなく、今 日もイヌイ

耐 と人間に親 しみのある動物です 今年は因
んで誠実・進取でありたい と思 います。
1。

二の官市/前 田 誠

ヌ明 日もイヌ。飼 い主の女房殿 も、食事は
時々 「お預け !」 で 「お手 !」 も空き、この

Jサ ロンも敷居が高 くな りま したが、一読者

忠大 ?に きっと喜んでいるので 本年はワ
'丸ワンフン
ン歳とって〇〇歳の老大1亀 カヽ
な
。

として大いに楽 しませて頂 いてお ります。

#3.「 伝笑鳩」郵送希望者の切手 (1年分 80円 X ∴A枚凛議 は下記の住所にお送 り下さい。
門百 泰宣 Ъil『ax 045‐ 7738074
〒236‐ 0052 横浜市金沢区富岡西 5‑34‑26
ー
U.RL.:L埜 ://ho聾⊆盪 ≧
生id壁 . /Eメ ール :mt血 頑ほ轟iOnne.jp
塁」 匹2塑 夏 1曇 S理 ≧
1誕

t塁

1堕

=」

̀基

発行

伝笑鳩NO.1%
2(Ю al.21

:

変集鳥: 門 日泰宣
変集協力: 曽田英夫/石 井志津夫
高木正明/藤井敬三
平井幸雄/佐藤忠恕
奥村篤史/印 南博之
一ノ瀬善秋/岡 野殷子
の
ヵット
発行所

lla」

:

:

9

天野秀雄
同巣会 ジョークサ ロン

‑ 8 ‑

切手・カンパ受領一覧

(敬 称略)

2(X)5.12.12〜 2006.1.10

印

新潟県/佐藤憲雄 仙台市/藤 沢浪子
茂原市/野 崎 渉 四街道市/桜 井 レイ
燃公
千葉市/宮 崎正子・森 目順子・ 岡部千イ
草加市/本書公一雄 船橋市/栗 田 勉
町田市/青 木 孝 三鷹市/市井雅敏
横浜市/天 野秀雄・平田レイ子
東京都/柏 谷達雄 。鳥居清美・小野初雄
。酒井 登 さいたま市/岡 見宏道
浦安市/信 太わか 横須賀市/山 中静代
京都市/広川友雄 佐賀県/野 田ふみお
青森県/7召 宮内春雄 香川県/弥永孝一

