
～～伝笑鳩～～～～第 13号～～～～～～～～～～～～～

回文 (飲兵衛)

イツキカケツケサンバイマイバンサケツケ

カキツイ

《下気駆け付け二杯毎晩酒漬けがきつい》

師 サll市・曽田一詢

今月の一笑の作者の名前はジョークサロンの仲間曽田英夫さんのペンネームです。
読み方は『粗大ゴミ』だそうです。朝日新聞千葉版の『千葉笑い』 (毎週土曜掲動 に

投稿して採用されたそうですが、その後は中 難々しいようです。『千葉笑い』のレベルは
高いと泣いています。今後の健闘を期待します。頑張れ曽田さん。そ―だ。そ―だ。

さて、突然ですが、先月『伝笑鳩』の色替えを実施したのに続き、今月から4頁に増量
し、皆様からの作品を沢山掲載することにします。先 月々から切手のカンパをお願いしま
したが、多数の方から1年分12枚 (それ以上の方もありました)が、送られて来ました。
例会に参加する方からのカンパで印刷費を捻出し、切手を送って頂いた方に郵送するとい
う方法で、新生『伝笑鳩』を飛ばすことにします。という訳で、これまで十回近く飛ばし
たのに、郵送希望の返事すらなかった方には、矧 から郵送を取り止めました。軌道に乗
るまでには、これからも幾多の試練があるやも知れんので応援して下さい。

最初のお便りはレディ・ファーストで茨木市//まあ鈍な小門留美子さんです。
9第 12号に花博の花の数が出てました。私も遅まきながら数えてみました。
花 8× 9=72 72では少ないと数え直すと 8789(ハナハク)で した。

本当に数えたそうです。どうもありがとうございました。これも正解でした。

冒頭の『粗大ゴミ』及び『8789(ハナナク)』 と、数の文字を読んだのですが、これを
使って、短歌・都 逸々・川柳等を詠む遊びもあります。例えば、こうです。

ф十三八七九 二一二三
=四九 一一七四 七八一九三二 二/L八八九五一

富は無く  財布さみしく  遺産無し 質屋行く身に 福早く来い   野本

実は、『千葉笑い』の選者を担当の小島貞二氏が13年前から始めた有遊会の 8月の例会
に参加して、上記の歌を披露しまして上位入選しました。ほっとしましたね。
同巣会の電話は03295-5246で すが、そう言えばこれを、福ここに寄ると読むのも同じ

数の文字を読むことですね。

電話番号にもよくありますので、いろいろと集めておいて、それを寄せ集め面白い作品
が出来ましたら、送って下さい。ジョークサロンでは喜んで掲載します。千葉県の方は、
『千葉笑い』にも送ってみるとよいと思います。

同巣会ジョークサロンの他にも沢山ある会との交流も考え、腕を磨きながら、進みたい
とおもいます。四六四九 (よ ろしく)。 それは、五九六三 (ごくろうさん)。

1990 今月の一笑

10月
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では、 4頁を記念しまして、 ドッと行きましょう。

群馬県山田群/秋葉肇さんから、左記の詩が送られて来まし

た。「特に韻をふんでいません。古詩にちなんで、思いのま

まをズバリ並べただけです」とのことすが、大意は

鳥が都に笑いを播くべく■声挙げました

塾に集う同志の漫談は賑やかである

下泉 (亡き人)せし師匠は承継を願ってる

山あり谷ありの人生、交流を楽しもう

ということです。亡き山下塾鳥も喜んでることでしょう。

藤井寺市/吉森賢二さんからは切手のカンパと共に一言頂きました。

「伝笑鳩も羽根を腕に例えれば、手 (切手)がなければ飛んで来れませんなあ」

もう一言は、最近の政治状況から

「急力ヽぎ回れとか、朝鮮半島の38度線、いっそのことコンクリート壁を巡らしたら如何

でしょう」

磐田市/幡鎌安代さんからは真面目なお便りが届きました。

「早速会報お送り下さりありがとうございました。楽しく拝見致しました。石のように

硬くなった頭が少しはやわらかくなったような気が致しました。今後が楽しみです。

切手お送り致しますのでよろしくお願いします」

幡鎌さんは8月 の日経新聞の記事を読まれて、問い合わせして来られたのですが、 8月

の伝笑鳩が好評のようです。石のように硬くなっていた頭がやわらかくなったとのことで

すが、今月から4頁ですから、やわらかくなった頭がグニャグニャになるのではないかと

とてもフ己酒己です。

先月から登場の新シリーズ神山楠朝作『如是我聞』から

ф禁煙中の友人N氏と夕食を共にした時のこと。

帰り際にも、と漏らした独言を聞いてしまった。

「さあ今日も一日禁煙に成功したぞ。帰ったらご褒美に一本吸おう」

ф今は昔。ボーナスが現金で支給されていた頃のこと。

若手社員は山上憶良の貧窮問答歌を地で行くような生活を強いられていた。

久し振りにボーナスが出たので、H氏をさそって一杯飲みに行こうと思って声を掛け

ると、H氏は悲しそうな顔をしてこう言った。

「冗談じゃないよ、次のボーナスまであと何日あると思っているの」

ф代 木々上原駅で小田急線から千代田線に乗り換える時、乗客に向かって駅員が声高に

「お早うございま―す」と挨拶を繰り返していた。改札口ではよく聞くが、こんな所

まで気配りするようになったのか、感い々 々と思って尚も聞いているうちに、実は、
「お早くお願いしま―す」と言っているのだと判った。
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『伝笑鴫』4頁増量記念・・・ こばなしつくば Po E.K 大潜集・・・

つくば市/加藤栄一さん (筑波大教授なので筑波の賢人と呼んでます)からです。

ф「現代の三大難」を歌に詠めと注文されて、狂歌を作る。

①塾や家庭教師やと苦労して大学に入ったことを

◇大変なかねがかかった東大寺 鐘つき堂へ親のゴオンで

②自慢の息子の結婚難を嘆く夫人に

◇身長も学歴給与も高けれど 母鼻高く来る娘なし

③家が建つ歌をと求められて

◇秋されば家が竜田の山紅葉 鹿ぞ鳴くなる奥に来つれば

ф「パピプペポの入った歌は詠みにくかろう」といわれて、狂歌師、「そんなの何で

もない」と、

◇ピストルのプロットなかなか書けなくて ペンを投げすてポンとパイ打つ

_    ついでに「パイJの歌 ―一

バーの美人に

◇パイ作り失敗しても泣かないで 君のオッパイめでて一杯

万年文学青年

◇乾杯の味は甘いかすっぱいか 友直木賞われパイプ噛む

第二次世界大戦

◇イギリスの伝統海賊パイレーツ スパイあなどリドイツ惨敗

平

―◇ぬるま湯の公務員たち目覚めよと スパイスきかす給与欠配

モダニスト

◇「獅 の拍膠薔」叫
`サ

宦義の 一翻 きなパイはパイパン

家族七人

◇公平にパインアップル切るために 円周率のΠ (パイ)の計算

фぼくの理想のパピプペポ ーー

◇パイ焼いてピアノひく妻プールあリ ペット飼う家ポルシェに乗って

_   ф現代の百バカ ーー

◇医者にもらった薬をのまず、だんだん薬を増やされているバカ

◇他人が医者にもらった薬をもらってのんでいるバカ

◇乗せてもらっている車の運転手とケンカして助手席でどなるバカ

◇余生が短いのに長いアンケートに一生懸命答えているバカ

◇リュウとした服装で税務署へ行くバカ

ф中国で、今食べた料理は何だったのか聞くと、「コウモリです」という返事。仰天

して、あなたがたは何を食べるのですか、と叫ぶと、「私たちは、四本足のものは

机以外何でも食べます。飛ぶものは飛行機以外何でも食べます」

фN＼が日本の漢字を勉強して悲鳴をあげて、いわく、「神田神保町というのは、カ

ンダカンボチョウか、ジンダジンボチョウと読んでもらいたい」

(神田神保町はカンダジンボウチョウ)

如何でしたか。タップリ楽しんで頂けました力、今後もお楽しみに、どうぞ。
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本当に新聞の効果は絶大でした。お蔭様で 9月の例会は久し振りに賑やかなものになり

ました。新人5名が参加し、常連組と合わせ8名でした。気分一新を狙って、色色悩んで

色まで変えた『伝笑鳩』を抱え、少 遅々刻した私が見たものは、にこや力ヽ こ談笑する面々

でして、とてもあり難い気分になりました。感謝、感謝、拙者は達者。

当日は、新人歓迎対策その一ということで、皆さんの自己笑介を中心に行いました。予

想どうりというか、事故笑介の方もあり、時間が経つのが早かったですね。

初参加の方に例会の印象や感想を書いて頂きましたので披露させて頂きます。

長井敏さん (男 l格 :汝我善砂糖至)からは、辛口な所もあります。

●伝笑鳩庁非常に面白い。盛沢山に詰めて、余白が少なく、少 読々みにくい面もありま

す。例会に参加させて頂き非常に楽しかった。シャベリと同時多発的にダジャレが飛

ぶかと思いましたが、散発で トラガリでした。

先月登場の薩摩人の桑畑隆征さんからも頼もしい便りです。

●大変なごやかな会で安いしましたが、ただ笑いは無理しないで自然にまかせる方がよ

りいいのかなとちょっと感じました。出来たらおでんでもかこみながら熱爛でなんて

雰囲気だと笑中枢がどんどん刺激されるのですが・・・

金を支払う段階になって、決して感情的 (勘定的)になったり打算的 (出さん的)に
しませんから、ご秦己ヽを。

もう一人は主婦代表の平田礼子さんです。映画ファンらしくまとめたそうです。

9同巣会に参加させていただける “ロッキー"と喜んだものの、ジョーク “ジョーズ '

な野本氏のジョークまじりの質問に “となりの 卜、 トロ"い私は、返す言葉も “あら

しがF'で本当に途方に “クレイマー" 毬、つかつ"酔いの頭で “E.T。 エート"

見上|ガる空の月も “かさぶらんが'やっと、ひ “とっつぃ"tヽ考えがうかんだ頃は、

回りはだれも “いなむらジェーン" “シェーン"と静かな秋の夜。

ビールのんだら? と主人の声に `べっ! ドライ !"と喜んで、もう来月が楽しみ

です。

楽しんで頂けまして、光栄です。連絡です。11月 は22日 (木)に例会を行います。

同巣会の月例会には以下のようなものがあり

ます。興味がある方は、こちらの会にもご参

加Tさい。
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野本浩一

曽田英夫

豊田洋代

神田同巣会

バイブルサークル  第二火曜 18:00-

ウクレレスクール  第二火曜 18:00-

ゲームサークル  第二木 0第四火曜 18:30-

カウンセリング   第二 ,.第四木曜 10:00
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