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今月の一笑

どっちがなが一い?

(横浜市/天野秀雄)

クリスマスカー ドや年賀状が飛び交うシーズンに『伝笑鳩』も飛び交います。

例年 12月 の例会は普段よリー週間早めに行いますので、会報もそれに合わせて早めにお手元

に飛び立つことになっています。        ヽ

1993年 1月 の例会は会場の都合で、逆に一週間遅くなりましたので、年明けの会報はかな

り遅めに飛び立つことになっております。待ち遠 しく思って頂ければ光栄ですが、如何でしょう

か。今後とも、例会に集う方々やお便りをお寄せ頂く皆様のご協力によりまして、楽 しく、そし

て永く続けていきたいと考えております。どうぞ、宜しくお願い致します。

先月の『伝笑鳩』 (No38)に て実施 しました「今月の一笑」年間投票には、多数のご返事

を頂きました。無事決定 しましたので、 3頁にて大々的に発表させて頂きます。

投票と同時に、多数の皆様から、お便りを頂いておりますので、今月はそのお便りを中心に据

えてじっくりと『伝笑鳩』の今後を考えてみたいと思います。 (敬称略)

毎月『伝笑鳩』が我が家に飛来するのを楽しみにしております。

私も早く伝笑鳩に私の手作り料理を食べて頂けるようにしたいと、心

ひそかに願っています。

これからもどうぞよろしくお願いします。

宇都宮市/辺見幸恵

河内長野市/山下貞子

伊勢原市/佐藤浩治

上にしろい鉢植えのアジアンタムを置いておりますが、ホワイ トにグリーンよく似合います。

楽しい内容と共に、紙や活字の色までのお心くばり感謝いたします。今年も、はや師走となり

まし4。 変集鳥様には、どうぞお体をお大切に良いお年をお迎え下さいませ。

〔白と緑の組合せは好評でした。いつか又、活用したいと思います。〕

いつも伝笑鳩をありがとうございます。

今月号は白い用紙に緑の活字、何となくハッとしました。私の机の

師走に入りあわただしい日々が続きます。今年は大変お世話になりま

した。

“来年は又一つ年をとるな…"そばにいた孫が聴いて、 “おじいちゃん、年をとられたらどう

なるの?"むつかしい質問に年を感 じました。 “若くなりたい"又来年もよろしくお願い致しま

す。

〔素直に感動 し感じることが若さの大事な要素です。佐藤さんもまだ若いですよ〕
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9月 から勤務先が (神 田→海老名)に変わりました。

このため、サロン月例会の出席もままなりません。通勤に往復 3時間もか

かってしまうので、この時間を利用 して何かオモシロイ作品を作ろうと思うのですが、いつのま

にか居眠りしてしまうのです。

今月号、この通勤途上の車中、夢中で読んで一人笑ったり感心したり。このため、珍しく居眠り

もせず、乗り越 しもせず、無事到着。ひさしぶりに、頭スッキリ、楽しい気分になれました。

有り難うございました。

〔車中の回し読みも禁上ではありません。よろしくPRも して下さい〕

いつも伝笑鳩をお送りくださいまして有り難うございます。

以前にも勝る面白いジョークを期待しています。

本年も愈々最終月へと突入 しました。いつも楽しく拝読させて頂いて居り

ます。変集鳥様始め同人の各位様に厚く御礼申し上げます。

切手は (切)っ て (手)御 (手)許へ御届け申し上げるべき所、 (手)抜きして (切)らずにシ

ー トで同封、御送りしましたので御 (手)数でも (切)っ (手)御利用下さい。御 (手)(切 )

りと言わず嫌 (切)らわず御付合い願います。 「ミナ トヨコハマ」大正生まれの微笑年より

吹く風に冬の訪れが、身に滲みます今日この頃です。

毎月の『伝笑鳩』送って頂きまして有り難うございます。楽しく、感

心 しながら読まして頂いております。「今月の一笑」コンテスト投票用紙と切手同封いたします。

年の瀬を控えまして何かと御多忙な日々と存じますが、御自愛の程、お祈り申し上げます。

横浜市/赤石敏春

って深夜一人で机に向かっていますが、良いジョークが浮かびません。又々浪人です。合格は一

笑無理でしょう、私の頭では? 1992年 も猿る年になりました。

同巣会皆様方の御健勝と御多幸を祈り大いなる伝笑鳩の羽ばたき益々の御活躍を期待しています。

今年のXマスは不況のせいで景気を止めてラーメンにします。

川崎市/藤野有樹

神戸市/山本敏雄

横浜市/塚田七郎

東久留米市/横浜通雄

=:|

甲1存市/市川きよみ

日本農業新聞/前田誠

私は下町の一笑人、仲々皆様のように笑売人になりきれません。それでも

毎月飛来する伝笑鳩に目を通 して私なりに一笑懸命、受験生の気持ちにな

オヤ呆念かい? 寒波の季節だよ !

(忘年会) (カ ンパ)

感謝を込めて、きよみこの夜、を歌ってしまいました〕

&
〔今年もカンパあり。

仲間に入れて頂きながら、忙 しさに紛れ、一度出席 したのみで開店休

業とは、郵心入る|ゴかりです。

新聞稼業の身で何かと周辺が気ぜわしく、日程と思惑が向こうからつぶれてまいります。とり

わけ農業問題では難問奇間が海の向こうからやってくる始末。当分目が離せません。
“売る具合"ラ ウンド続くガットかな (誠 )
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決定 ! 992年の下笑

変集鳥の楽しみの一つでもあります年間投票には、今年も多数の方に参加して頂きまして大接

戦でしたが、最後はチュウリップが開きっ放 しのパチンコ台に投票が集まりました。

石井志津夫さんは昨年に続いての年間賞の獲得です。

投票して頂いた方を代表して、前田誠さんの一言を紹介します。

「どれも捨て難い作品ですが、単純さ (素直さ)を愛したい気持ちです」

今年の特徴は、各月の一笑とも票を集めたということで、いろんなパターンの笑いのネタが生

まれたということです。

各月別獲得票数

1月 :2、 2月 :7、 3月 :11、 4月 :5、 5月 :4、 6月 :4

7月 :5、 8月 :19、  9月 :31、 10月 :16、 11月 :19、 12月 :3

という次第で 2位は同数でした。

2位  8月  神山徹

「お父さん、私の彼ってHなのよ」 上位 4人はジョークサロンの常連になって

しまいました。

夏以降の作品に票が集中したのは、作品の

質が向上 した頃の作品だからかも知れない

と思います。

変集鳥一言

1位 出血と輸血で決まりました。

2位 (8月 ) HIJ・ ・隠れた愛 (I)

が見つかった。

2位 (H月 )今 流行の川柳ですから。

4位 今の所替え歌は門口さんのモンだ。

ら心配するな、Hの次は愛 (I)になるよ」

2位  11月 奥村篤史

娘

父

パチンコ店

「毎日、出血サービスでよくつぶれないな」

「あなたみたいな人が輸血に通うからよ」

運動川柳

*通勤時座れぬ分は社で休み

*覗き見の方が堂々読んでいる

*迄 ミニの出会い無念の降り階段

替え歌笑歌

**石丸 石丸 石丸電気は秋葉原

デッカイワ** →

金丸 金丸 金丸献金は

陣中見舞い デッカイワ
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お 便 リ ス ペ シ ャ ル  読者のお便りの中から作品を笑介します。

:|[言葉あ|ぞび,2年の重大ニユ■ス」::

おしゃれユーモア笑学校考長   芝原たけお

今年のニュースから言葉あそびでユーモアを探 しますと、例えば ―

3県』;λ毅[せ[禁『讐彎][1峯 il彗格事
`策

:これた金丸さん、    9
③公明と自民が合併してコウ民党を作る迷案、

④お上がたった一人の女将に負けた東洋信金解体事件、

⑤

ラ119[侶 E』員:元「
き
ず

した」とコメントし

F国

民を驚かした

      。       、
⑥「俺だって婚約中なんだ」と仕切り直した久島海、

⑦もらい得だけで出し損の方は誰も言わない東京佐川とリクルート、

319誓l辱「倉:集〔t脅層t量手::見 1半軍更唇姜王、        ふ⑩
」房握余:Fiふ[婁だ言稽tEL畠量真蔀Fち

こばれ力
l政

治家にな
       辱

など、まことに愉快な事例バいくらでも転がっています。つまり日本人は

マジメ人間ですが、日本国はユーモア作りの名人だと言えるでしょう。

ジョークサロンのメンバーの石井志津夫氏が居られまして、その機関誌を見せて頂いているから

です。今般、石井氏の奨めもあって、切手を送らせて頂きます。宜しくお願いします。

ジョークサロンの中で、特に門口様の替え歌シリーズは我が家で大いに受けております。また

スナックで女の子に喜ばれている次第です。

私たちの職場も、石井氏が居られるせいもあって、駄じゃれの連発で、明るい職場作りに貢献

されております。

我 の々職場での、今年の傑作選の中から一つご紹介させて頂きます。

*東京名物の一つである “言間団子"を買ってきて、皆で食べた時の会話・・・

その 1 千葉の I氏 :「 この “げんもん団子"どこで買ってきたんでしたっけ ?」

板橋区/渡辺保夫

買ってきた人

その2 川回のS嬢

買ってきたA

いつも、いつも “ジョークサロン"の機関誌を楽しく読まさせていただ

いており、ありがとうございます。と、申しますのも、職場の目の前に

「??? げんもん通りの向島ですヨ」

「ごちそうさま。あの “おととい団子"いつ買われたのですか ?」

「おとといじゃなく、きのうですヨJ
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目黒区/亀山光昭

お イ更 り MORE少 し

『伝笑鳩』ありがとうございました。いよいよ今年も残り少なくなりまし

た。我が家の近隣大鳥神社では三の酉も終わり、街のあちらこちらにクリ

スマス トリーが目につきます。通り (ト ーリ)を行き交う人々も忙しそう。私は年内最後の出張

で、取手 (ト リデ)へ向かう途上。 トリノや トリニダードトバコあたりべ行けたらいいのに、な

どと考えながら、車中で取材の準備中。

『伝笑鳩』も来年は大きく羽ばたく年。「巣友」を沢山 トリ込んでうんと盛りあがりましょう。

みなさん、忘年カラオケ大会で歌う準備もお忘れなく。 トリトメのない文章でスミマセン。この

時期、類似作が多数投稿あると思われますが、 トリこぼしのないようよろしくお願いします。

トリあえず御礼と近況ご報告まで。

みなさん、よいお トリを (いや、お年を)お迎え下さい。

目黒のカメサンマ (取手への車中にて :こ れ、事実です)

国立市/金丸永子

しょう。お体をご大切に。

W
ありがとうございました。紙もかわってグレー ドアップですね。

今年もあと一ヵ月となりました。早いものですね。色々とお忙しいことで

カンパのお便りと一緒に、作品も届いています。

お二人の作品を披露させて頂きます。

逗子市/大鳥羽幸太郎 永田調 (町)怪 (解 )釈 シリーズ

● 公明党 委員長 :石田幸四郎  俺の意志だ (石田) こうしろ (幸四郎)

という公明党

● 民社党 委員長 :大内啓伍   PKO審 議で賛成した民社党に対する督護 (啓伍)が

特に厳 しくなったのは大内に住んでいたから?

昼都市/広川友雄 ダジャ連発シリーズ

●妹 「姉ちゃん、この字はなんて読むの ?」

姉「辞書があるでしょ、引いてみなさい」

妹「そんなこと言わないで、ネエ、ちゃんと教えてよ!」    彫

:」ηttL辱父劣翁君藉:喜甫TなFい

よ」「キ~つかんかった」
     〕

女 「あら、生きてるじゃない?J

男 「僕は君に悩殺されたんだ」

〔さり気なく言う洒落は、時々笑ってもらえるものです〕
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1月 例会参加

小田明子・曽田英夫・高木正明・豊田洋代 。野本浩一 。平井幸雄・宮本惇夫・門口泰宣・

*下線の人は初参加

#1.宮本さんはフリーのライターの方です。取材できたのかは、疑間ですが…。

」OKE BAR で ワン・ショット・ジョーク を どうぞ
今月はお便りの紹介を主に変集しましたので、例会参加の方の作品はワン・ ショットで…

替え歌笑歌 門口泰宣

サ:ラ :り ■|マ ンことわざ笑辞典

曽田英夫

みちた腹はよき相談相手

→ みちた腹はよき居眠り相手

タウゴ:ト ロジ■ 奥村篤史

,11柳ひ:とつ
―
 石井志津夫 ☆冷凍ずし輸入禁止 :

藤島部屋ちゃんこも自然と甘くなり 空回りしました 一 回転ずし

~~:■ ミ|ツ 71:●こ :こ &lツ ~~~

高木正明

☆イギリス王室噂の火種

ウィンザー城から出る煙

☆不況対策エイズの予防

現物支給でコンドーム

☆釘が出てくりゃ叩いてつぶし

ヘアが見えれば塗りつぶし

ヽヽ1ヽ力帥成弄郡余:(■ |■ IX:■ )―
:セ ■マ:1/J日り臥ヨ可岡ミ :ヽ T'=|へ :=ブ :

嫌臭亭ノl■1幸 こと ひらいたかお

十a クリントン十キ=ク リキントン=甘い政治

■:0 人生一酒=0  ∵人生=酒

車一人=事故   人一車二人力車

■α 」Rが運転資格のない新入社員に新幹線を

運転させた。

(川柳) JR若 い社員はまだ」r.

」R東海=JR後悔

**運転手は君だ 車掌は僕だ

→♪運転手は新人だ 資格はなしだ

**(く ちなしの花)→
♪今では首も廻らないほど

借金でやつれた あなたのうわさ

一
御 コーナー

新年 1月 の例会は会場の都合で 29日 (金)に実施 します。内神田社会教育館 8Fです。

お便り&カ ンパ切手の送付先 〒158世田谷区深沢7513-305 野本宅です。
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発行

変集鳥

変集協力

変集支援

発行所

1992.12.18

野本浩一

曽田英夫/奥村篤史

門口泰宣/石井志津夫

平井幸雄/高木正明

豊田洋代/横山朝夫

同巣会ジョークサロン

暫訂11.・r繹、8称
囃

神戸市/山本敏雄、河内長野市/山下貞子、日黒区/
亀山光昭、板橋区/渡辺保夫、横浜市/塚田七郎・

赤石敏春・藤巻和博、逗子市/大鳥羽幸太郎、甲府市

/市川きよみ、東久留米市/横浜通雄、京都市/広川

友雄、八尾市/飯田祐子、高石市/芝原健夫

★現在の郵送読者・会員数  124名 ★
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