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今月の一笑

新作映画紹介
ホーム・あ―・ ローン
(横浜市/門 口泰宣)

新装開店。 リフレッシュ・ オープン。 リニ ューアノ
%
6月 28日 は神田同巣会サロンで、 『同巣会 ビジネスジョー クの会』サ ヨナラパ ーティーを開
催 しました。 これまで参加 して頂いた方や、当日初めての方を合わせ 17名 が集まりました。
ジョークも交えて一気笑介。
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神山徹 (南 朝)
曽田英夫

今後 はジョークサ ロンとして楽 しく続けます。乾杯
そ―だ。そ―だ。 カンパ リソーダ。 (頑 張 りそうだなあ)

拠
堀江勲

やあ、やあ、 しば らく。 これか らも寄 ります。楽 しく行きま しょう。
一年ぶ りか もしれません力ヽ みなさんお変わ りな くなによりです。
会場が閉鎖 になると聞いて、残念至極お居て も立 って もお られずす っ飛んで
来ました。
伝笑鳩 に通信を託 します。ハ ットしてハー トに も来るものを。
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竜頭虎尾。今年のプロ野球セ・ リーグの最終予視
今か ら用意 しておいて、決まった ら新聞 に投稿 します。
焦 らず じっくり取 り組んで参 りましょう。
一 日も早 く自作のジョー クを持 って来 るようにしたい。 (し ましょう)
歩 く (WALK)こ との大切 さを痛感する昨今。熟年夫婦が楽 しげに歩 く様
子 は素敵です。歩 くなら (W)二 人で (ALK)歩 くのがいいですね。
新作略字を検討中。電段 (エ スカレータ)。 なかなか電のです。
これか らは女性陣 も張 り切 っていきますから、お楽 しみに。
これか らもサ ロンを明るくさせる役 に徹 します。

以下 は初参加の四人の皆様です。
Fヨ ロ麺
映画の題酒落にも挑戦中です。 「仮免 故郷へ帰る」 CFい けどいい)
―バです。伊語で85は・……
印離
外国語を研究 しています。露語でおばあさん ￨シ ヾ
山下貞子
主人 もこの盛況ぶ りにきっと満足 しているで しょう。有難 うございます。
高橋一
山下さんとの会話を思い出 しました。 とある墓地の近 くを通 る時に、山下さ
んが 「最近 は、はかばか しくありませんなあ」と言われたので、つ られて、
「ボチボチ行きま しょう」と言 ったのです力ヽ 大受けで した。
野本浩一

会うは刺激の始まり。で も、ボチボチ行きましょう。
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ジョー クサ ロンで知 り合 い、刺激を受けて作
品を作る。投稿すると意外 に好評 とい う話。

会 うは刺激の始 まり

門口泰宣さんは 6月 28日 が例会初参加で したが、この所大活躍の様子。お便 りが来ま した。
「去る7月 1日 (木 )の 朝日新聞 かたえ くば"に 、小生の下記作品が掲載 されました。何十通 と
いうチャレンジの末の悲願達成が成就 し、皆様方か ら大 いなる刺激を受けた賜物 と、感謝 している次
第です。以上御報告まで」
ヒえく
『ジーパ ン議員力W雅譲』
それ くらい、 いい じゃないの
一 チチ ョリーナ
(横浜・ 常夏男)
今月の一笑の作品 も実は7月 28日 付 「週間読売」の『玉手宮』欄 に採用 されました同氏の作
品です。 6月 のパ ーテ ィーで披露 した映画題名 シリーズを、只今上映中の作品で挑戦 したとのこ
とです。例会で披露 された作品には、 1頁 の 「仮免 故郷へ帰る」の他 に
「傘 降ランカ」 「OK牧 場の血統」 「マイ・ ヘアー・ レディ」
ー
「ウエス トサイズ物語」 「夫 ファーザー」 「 ドライビング・ ミス・ 大 (デ ェ
)事 故」
「男 は面 いいよ」 「聞け したづみの声」
門口泰宣 さんの登場で新 しい門 口が開かれました。今後 も楽 しみです。
かたえ くば"と 言えば当サ ロンには先輩 にな ります奥村篤史 さんがいますが、住友生命保険
が募集 した創作四字熟語の優秀作品に刺激 され新作披露がありました。
優秀作品には 異旗統合 山死水迷 単身不妊 容姿鍛練 二世風靡 離妻苦留 等あり。
花ィ
l耕 のア ッシー君 こと奥村篤史 さんの苦=酢は以下の通 り。 〔 〕内は元の熟語です。
こ
竜頭虎尾 (り ゅ
とう
う
の 〔
竜頭蛇尾〕中日が一位にな った。 この まま行 くか ?。 ビリは紀
っ
こ
普賢実行 (ふ 嚇じ う
)〔 不言実行〕雲仙普賢岳がついに噴火を実行 した。
ご) は 行錯誤〕 ゴノ
四島錯誤 (し とう
レヾ
さ〈
チ ョフの来日で北方四島が返ると錯覚 した日本首脳。
k〈 )〔 自給自足〕人手不足 の今、高 い時給でないと人は集まらない。
時給不足(じ きゅ
う
たtう
塵芥―帯 (あ いっ
三位一体〕 ゴ ミがあたり二面に。まさに大間匙
〔
ごり
ん) 〔
騰貴五輪 (と う
き
冬季五輪〕 16億 円かけ、金で誘致の長野 オ リンピック。
ふ
ょ
不良不死 (ふ り
うし
) 厖 不死〕悪 い奴 ほど生 き残るたとえ。
ん) 〔
ちし
雲古知身 (う んこ
温故知新〕雲古で 自分の健康状態を知る、そんな本 もありま した。
いろんな所から刺激を受けている様子がよ く分か ります。
さて朝日新聞『ウィー クエ ン ド経済』元編集長岩城元さんか ら励ま しのお便 りがありました。
「神田の会場が閉鎖 とのこと まことに残念です じ 今後が大変 と思いますが ジョー クの会
が末永 く続きます よ う祈 っております」
岩城 (tゆ き
)さ んのように岩城 (筋 じょう)な サロンにしていきましょう。
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会わぬ は便 りの始 まり

ジョー クサ ロンに参加出来な くて も、手紙が
届け￨よ 皆 さんが読んで感動するとい う話。

平田 レイ子さんから6月 28日 の例会 に参加出来ませんとい う葉書が届 きました。
「28日 力Ⅵヽ￨1町 最終 日とあれば、何 としてで も歓談の輪 に加わりたいのに、私は 2週 間ばか
り検査入院 しなければならな くな り、遺憾 なが ら、あかんようにな って しまいました。一 日も早
くとい う医師の勧告ですので患者の立場 としては観念 して甘受せざるを得ませんね。で も日頃の
習慣から離れ、す転有閑マダムなり、変わ った環境で周囲を観察 し、 ジョークの感覚を換気 して
も憾 だか らム リです って ?)
来 ようと、今は歓迎 してます。同感で しょ? (え っ ! 動
無事生還の暁には、どうぞ又お仲間に加えて下さい。継続は力。同巣会 に乾杯 !」
カー ン ! 平田 レイ子 さんの作品が ヒットを飛ば した音で した。
‐

「益 々の御活躍を祈 ります」

/片 野博司 さんか らも葉書が届きま した)

(日 本経済新聞

「幹事島様を始め皆 々様のご努力に敬意を表する次第です。さよな らパーティには欠席致 しま
すが、立派な会場でな くて も存続出来た らと思 っております。皆 々様 によろしくご伝声お願 い申
し上げますと共に、皆 々様のご健康を祈 り上げます」 (逗 子市/大 鳥羽幸太郎さん)
「先日送 っていただいた伝笑鳩で『同巣会サロン』が閉鎖されることを知 り、 ポロ リと涙 しま
した。長い人生 には数え切れない出会 いや別れがあります。『同巣会 ジョークサ ロン』の新たな
るはばたきと、会員の皆様に幸多 くあることを祈 ります」 (横 浜市/西 森梢 さん)
恐 らく読者の皆 さん も祈 って下 さったで しょうか ら、便 りのあ った方やなかったけど祈 って下
さった方の分を合わせると 4〜 6年 は大丈夫で しょう。
会わぬは便 りの始まり。それ も又楽 しみです。

v =NEWS COMIC=

by

西井正
かつて、その 栄華 "を 誇 ったNHKの 「 ドン」は、放送衛星打 ち上げ失敗・ 女性問題・ 国会
での虚偽答弁 と 3ツ の 濁点 "を 加えて、ついに 「 ドン」か ら「 ドジ」となって『シマ』った。
当人は、さぞや この件が
N(な んで)H(は っか くしたのか)K(け んとうつかザ)と 言 った心境か。
か くて、彼の強靭な 鋭我"も これでお『シマ』い。
公共放送がある時好況放送になるや も知れぬ、そ う思 ったのか も知れません。
残 って『シマ』つをつける方 も大変です。
「ニ ュースです。 NHKの 会長が辞任 しました」 「ほう、そうか」
社会風刺 も大切な ことです。笑 いの精神を忘れず、実践 してい くことに『シマ』 しょう。
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大荒れの大相撲 7月 場所 はジョー ク好きの琴富士が 14勝 1敗で優勝。人気の貴花田も11勝 4敗
の大活躍。満員御礼以外 は無いような人気が続 きます。
長井敏さんの作品は相撲に見立てた 「女性に勧 め る対男性対応一覧表」です。
男性 に攻められることの多 くな った女性 は様 々な手を使 って対応するようです。
『ウッチャリ型』 ― 一 主人と相談 してか ら、お返事 します。
『イナシ型』 一― Z¥R男 を絶てば来年は家が建つ との卦が出ているの ヨ。あなたが家を買
って くれるなら、す ぐお付き合 い します。
『シキ リナオシ型』 ―― 今 日は予約済 ヨ、また今度声掛けてネ。
『ガ ップ リ型』 一 ― お付き合 いは下度と言わず、三度三度、一週間に十 日で もイイワヨ。
『ハ リテ型』 一― 私強いのヨ、ア ンタ最後まで頑張 る自信有 る?
『タオ レコ ミ型』 琳 チ ョッ ト疲れたているの、一緒 に休んでいきましょう。
´
この他 に も、『ハ タキ コ ミ型』 『オシタオシ型』 『ツキダシ型』 『ヒキオ トシ型』等 々。
為になる 「傾聴論」 by
石井志津夫
人から話 しかけられて、きちんと聴 くことは易 しいようで難 しいものだ。最近は忙 しい世相
なのか、話 しかける人の 目を見て心か ら話を聴 いている人は少ないように思われる。ひどい時
は、相手が仕事をやりなが ら適当な相槌を打 って はいるが誠意を持 って聴 いていないことがあ
ったりして腹立た しくなって しまう。
その点、アメリカ人は聴き上手な人が多 い。イヽ
さい時か ら、家庭で学校で、質問すること・
感 じ良 く聴 くこと・ 要領良 く答えること (同 意す ること)の 大切 さを体で覚える仕組みが見事
に出来ている。売上が飛び抜けて優れたセールスマンの多 くは、雄弁家ではな く、傾聴家であ
ったとい う有名な分析がある。
傾聴 こそ相手 に満足を与え信頼を得る大事なスキル (技 術)で はないかと思 う。

作品募集 しています。 どんどん送 って下 さい。
送 り先
『伝笑鳩』変集鳥の野本浩一氏の 自宅です。
〒 154｀ 東京都世田谷区駒沢 1‑22‑24
●
(03)3424‑5927

F302

次回は 8月 30日 開催。会場は内神田社会教育会館。
第 5週 です。間違えの無いようにお願 いします。
内神田社会教育会館は
住所 :〒 101千 代田区内神田 2‑1‑8
電話 :(03)3256‑‑8447
」R神 田駅及び地下鉄大手町駅か ら徒歩 7〜 8分 です。
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