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ユ :        今月の一笑    川柳～「時計」～

G正確な時計が時に嫌になり
' G運動をしないタンジン方、とり気味

C出勤をトイレでせかす時計音
(ノl平市/奥村篤史)

通勤時に見掛ける桜も例年になく長い期間咲き誇り、花見を楽しむ機会も多かったようですが

読者の皆様は如何だったでしょう。

かなり日が経ってしまいましたが、ジョークサロンのメンバーも4月 1日、やや肌寒いなか神
田明神にて少人数ながら、花見の宴を楽しみました。都 心の穴場といった感じですが、雨上がり
だったので、何とか座れたのかも知れません。天気が良かったりすると、結構早い時間から陣地

を取りに来る人もいるんでしょう。

今年は新年会を実施しまして、花見も行ってと、企画が盛り沢山になってきましたが、楽しい

気分にさせてくれる時の流れを大事にして行きたいと思っております。

さて、ここ3ヶ月続きましたニュースも今月はお休みです。会員個々の方々の、新聞・雑誌等
への投稿は以前にもまして活発になってきましたようで、方ヽと手にした新聞等でお互いの名前を

見つけたりすることが多くなったなあ、とぃう報告でニュースに代えます。

久し振りにお便りを笑介させて頂きます。 (敬称略)

多摩市/片野博司 不況の真っ暗やみの中を泳いでいますが、明るい「伝笑鳩」の笑いがせ

めてもの慰めです。どぅか、益々お元気で、傑作をものして下さい。

朝夕まだつめたぃ毎日ですが、お元気でお過ごしの事と思います。
さて、4月 号をお送りいただきありがとうございました。毎号毎号たの

〔激励のお便りですが、多摩の便りが嬉しいものです〕

多忙をきわめる職場で一服のジョークは心をいやしてくれます。

ミッチー (渡辺前外相)の健康状態に一喜一憂、仮想国会機能移

転情報で地価が上がったり、下がったりの西那須野で毎月の伝笑鳩を楽しみにしております。
〔勝手に地価が上がったり下がったりというのも、困りますね。手の打ちようがないのでしょ

うか? 那須がまま、なんて笑ってられない〕

翻

島田市/曽根一壽

しみにしているわけですが、作品を読ませていただき、よ―し自分もこれからという、意欲がわ

いてきます。これからも是非よろしくお願いします。

栃木県那須郡/田中孝一
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先月号で披露しましな二っの雑誌につき、さくら総合研究所発行の『さくらあい』4月 号には

高木正明さんの川柳が早速に掲載され、編集部の古沢さんはジョークサロンの花見にも参加し

て下さいました。1古沢さんが気に入ったのは「ポイ捨てはガムと煙草と管理職」という句だっ

たそうです。 5月 、6月 と今後もサロン同人の作品が続けて載るようなので、楽しみです。

又、『月刊わらび』 4月号では「特集・お父さん、文化してますかⅡ」という中で、サロンの

生い立ちから同人の作品が 3‐頁にわたつて紹介されました。編集のノト田島さ,んの手紙を披露さ

せて頂きます。

秋田県/小田島清朗 先だってはどうも、ありがとうございました。原稿の出来はともかく

あのときの語らいを思い返しながらの原稿書きは、なかなか楽しいも

のでした。今後の更なる発展、期待しております。こちらの方へおいでの節は、どうぞお立ち寄

り下さい。温泉や宿泊施設も
マ

lま

す。でtま、皆さんにも
す
ろしく。

  嘔ミ

〔さくらあい・わらびに登場のジョークサロンですが、花も実もある今日この頃です〕

[三三三曇∃

さあ、今月も読者の作品をご抜露 しようじゃないの。

♪でるてる坊主

てる坊主

あした天気

にしてお(れ

↓

♪あした元気

にしておくれ

横浜市・

天野秀雄

千葉市/近藤森利

最近の話題と言えば、ロシアの政情・金丸脱税事件・不況など暗いことばかりで胃の重

い毎日でありますが、こんな時期に木漏れ陽の様にホッと安息を授けて呉れるのが「伝笑

鳩」ですよね。あり難いこ,と です。

変集の皆様の優れた技術もさることながら、投稿の会員の皆さんの柔軟な脳細胞には最

敬ネLし ます。遅ればせながら私も錆び付いた鈍刀を研ぎ直して皆様にあやかります。

一 川柳 一一 株式欄値上がりを待つ老眼鏡 ――

カレンダー

京都市・

広川友雄

′
″
，
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投稿スペシャル・ 1 横浜市/矢柴成雄     |

作者からのメッセージ :

いつも伝笑鳩楽しみにしています。

急にホテルの仕事で大阪べ行くことになりました。単身赴任で行ってきます。大阪へお出か

けの節は声をかけて下さい。同巣会の皆様もどうぞご利用下さい。

ジョーク 冗句 四句八句

伝笑鳩はなんと鳴く? やはり、クククク… そこで

1.忙しく ジョークどころか 四苦八苦

2.シ ョックだな ジョークにもならない この汚職

3.シ ックだよ ジョークのまじる リト句かな

4.ヨ ックモック パクパク食べつつ ジョーク聞く (ヨ ックモックはお菓子のお店)

5.ヒ クヒクと ジョークのネタを 嗅ぎ歩く

6.ボクと君 ジョークとお酒 菊桜  (菊正宗、桜正宗の銘酒あり)

7.いいジョーク できたと得意気 上を向く

8.「九九苦しい」 子供のジョーク 僕納得―

おまけの冗句  「お気の毒 単身不妊 こりゃジョーク」かな? いや、真実だよ。

鳩がクククと鳴いて、「く」リズムになりました。これをクリズムと言います。

皆さん、アリズム、イリズムとやってみてはいかがでしょうか。

プリズムまでたどりついたら、その時は七色のジョークが輝いているでしょう。

♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯

“
淋

投稿スペシャル・ 2 「笑科尊塾 口国語言遊辞典」  大阪市/朝川 清

訳の洒落落ちの部分は多くの言葉遊びに応用できます。

(嫌煙家)愛煙家とは犬猿の仲      (左 遷)出世はサセンというジレイ (辞令 。事例)●

(三段論法)言い含めるサンダンです   (シ ガない人生)ただ生きているのみ

(禅問答)ソ ウトウ (僧、答)に苦労する (筆笥預金)ひきだしは自由です

(武田武士)ケ ンシンテキに戦う     G鱗 却つ ゴクラクに情報が入る

(当確)実 力者はすぐに トウカクを表す  (な らずもの)その世界ではならしている

(へぼ将棋)フがいない         (放 送禁止用語)関係者は聞いたらカットする

〔葉書に一杯に書かれた笑科尊塾は力作揃いですね〕
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最近快調 高

金丸脱税特集

*金丸ワル公ワノレ心起こし銀行証券悪乗りし

*所得隠しの無記名貯蓄ばれて年貢の納め時

*風林火山が献金稼山信玄驚く建信会

*ゼネコン相手に未だ銭コンと銭クレ催促プッシュホン

初春コミック         ー       ■ | :

*桜の開花が都市化で変化東京横浜はしり咲き        ,
*内定取り消す情報危業情報判断いい加減

*運が切れたか偽造の定期キセルの煙で運が尽き

*男はつらいよ寅との別れ米寿で仏の笠智衆  (合掌)       ●―

〔コミックどどいつも好調のようですが、最近は川柳にもチャレンジしているようで、

各種新聞・雑誌等に投稿 し、成果をあげているようです〕

久々復活 長井敏 金 丸 漫 談 白 A― 一 話 1 :

脱税調査   金丸「法廷対策は出来ているか」

秘書「万全です、上申書は50,000通 程揃えてあります」

脱税資料押収 運送業者「今年は例年になくダンボールが逼迫しています。特に永田町、

山梨県方面に著しいようです」

確定申告異聞 税務署長「和菓子店の所得が軒並み大幅に落ち込んでいるのは何故だ」

税務署員「金丸さん逮捕で、鰻頭の売上が減少したのが響いたようです」

建設各社献金 広報担当者「秘密献金ではありません。甲州流金掘り技術のロイヤリティー

です。無から金の延べ棒を作り出す錬金技術は金丸さんから多く

学ぶべき点があります」

拘置所食生活 悩税者「脱税 した者に、飯まで只で食わすとは老人を優遇 し過ぎる」

迷医「飴物を食べ過ぎた後、麦飯とlir想的食生活です」

、
ゞ

花見茶屋   店主 「今年は団子より饉頭を多めに用意 しました。それにしても、鰻頭を買

えばお金が付いてくると思っている人が多くて困ります」

「

木正明 ―平
「
ミッタどどt)っ  _1
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好調堅持 ifl‐口泰宣 :バブルはじけ総辮像

1) 日産自動車  :対応策打合せに日参しております :座間i市長

2) 昭和シェル石油 :私は員になりたい 社長

3) 岡三証券   ‐1金丸さんの為なら法も犯さん: li l.:|■ ,

:'11・ :

4)東 洋紡

5) NTT
6)蘊押 BM.|:
7) 富士通

ロトコトCOTTON おや音がしない

3万人にオジャマコール

Internatina1 3usiness満 身創療 ‐ t

ファコムがヘコム

V

〔=時は干されていたとの噂もあった週刊読売の玉手営にも、、再び作品が掲載されるように

なって相変わら―ず好調を堅持しているFl口 さんです。最近の経済面を賑わす各社のトピック

スがうまく纏まったようです〕    ・r     ._ ‐  ‐

毎回健闘 ひらいたかお 春 満 開 春 爛 漫

梅が咲き、桃が咲き、桜が咲く。春を告げる花もいろいろ。春は心が開き、明るく楽しくな

る。春満開、春爛漫である。わたしの名前も(,「ひらいたかお (開いた顔)」 。でも、世の

中の景気は萎んで、なかなか開いてくれないq寸ゆて、いま、ここジョークサロンに、笑い

を満Falこ させr`」 箕ぃ

"聯

睦銀 に広げて,|き たいo

洒落は会話の調味料「小さい笑いの小笑にしょう)」 です。        1   .
そして、笑いは会話の潤滑油「笑油」です。

揃って、ご笑味下さい。

、『顔の中のけんか。一==ひ らいたかお (開いた顔)の喧嘩』

口「一番働くォレが顔の一番したというのは、面白くねぇ」

鼻「僕が臭いを嗅ぐから、君は嫌なものが入らなくてすんだよ。感謝しろよ。だけど、V      
目のヤツこそ僕達を見下してエラぶってるよな。鼻もちなんねぇよ」

目「そう、日くじらたてるなよ。オイラが上にいるから、蹟いて転んだりしなくて済む

んだぜ。ありがたいと思わないかい。大目に見ろよ !」

そして、日と目と鼻が、眉毛に対して「それにしても、お前は楽でいいよな」

眉「その通りです。皆さんのおかげで楽させて貫ったいます」とニッコリ。

耳「いいよな皆は、顔の正面に配置されていて。オレなんか顔の横に追いやられてるん

だから。それに、風邪や花粉症で悩む時は、鼻や回は勝手にマスクをオレにかけや

がる。日もそうだよ。目が悪けりゃ、眼鏡なって掛けてやってるんだぜ。皆助けて

や|っ てるんだぜ」

ということで、お互い助け合って生きてることを再認識しました。

そして、「仲良くやろうよ」と顔中満面の笑みを浮かべた。・ 。とさ。
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3月例会参加 3月 26日実施

奥村篤史・高木正明・長井敏 :平井幸雄・門口泰宣 プラス 曽田英夫  i: ‐

*出張や所用が重なり、少数精鋭の会になりました。曽田さんは二次会から参加とか。

新規開拓 奥村篤史
週刊アサヒ芸能のダジャレ講座で腕を磨く、

[税金] *マ ル優はみんな駅のそば  (3/18付 アサヒ芸能初入選作品)翼 国

[洗濯] *洗 う門には福来る

*洗剤は双葉よりかんばし

*洗濯ことをし損ずる

*物干 し3年、乾き8年

ダジャレ人アッシー君
アッシーさんの成果は以下に 000

*わたる石鹸に鬼はなし   *ゆ すぎにたかり

*リ クリーニングシート   *取 り込み苦労

*お祝いに干し物を上げよう *貧乏ゆすぎ

*石鹸の荒波に揉まれる

〔いろんな言葉を駆使してのダジャレはボケ防止にも効果あるとか 。・・〕

サラリーマンことわざ笑辞典 Nc84,85  曽田英夫

やきもち焼くとて手を焼くな → 火遊びするとて身を焼 くな

▼身を焼いてダメになるひとがいる。

役人と木片は立てるほどよし → 上司と茶柱は立てるほどよし

▼立てていいものは、なんでも立てよう

病は回より入り、禍は口より出ず → 酒は口より入り、愚痴は回より出ず

▼飲み過ぎに気をつけよう

山に千年、海に千年 → さばりに専念、あそびに専念

▼理想の生活かなぁ・・・

―
し朱 /ヽ コ ー フ

ーー

5月例会 日時 5月 28日 (金)18:40～   会場 内神田社会教育館 8F
お便り&カ ンパ切手の送付先 〒158世田谷区深沢75-13-305  野本宅です。

例会参加希望の方には地図を送りますので、ご連絡下さい。

伝笑鳩No4 3

発行

変集鳥

変集協力

変集支援

発行所

1993.4.23

野本浩一

曽田英夫/奥村篤史

門口泰宣/平井幸雄

高木正明/長井敏

石井志津夫/横山朝夫

同巣会ジョークサロン

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)

1993.3.22 -1993.4.17

多摩市/片野博司・栃木県/田中孝一

大和市/坂本篤洋・京都市/広川友雄

市川市/印南博之・河内長野市/山下貞子

目黒区/大嶋京子

★ 現在の郵送読者 。会員数 128名 ★
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