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今月の一笑  ダジャレ政局寸描

一 宮沢首相の愛読書は?

― リーダーズ不在ジェスト

(横浜市/門口泰宣)

さて、日本丸はどのような針路を取るのだろう?

緩やかに変化を求め、改革へ進むだろうか?

とにかくヽ 進まないと何も始まらないのではないか?

というのが、今回の「伝笑鳩」を作成している時点における変集鳥の感想ですが、皆様1減口何

お考えでしょう力、

7月 18日の衆議院の選挙当日は知人の結婚式に招待されてましたので、生まれて初めてです

Ψ が、本田晨を着て投票し、結婚式に臨むという次第になりました。普段の投票の時と二寸違う気分

を味わったような気がします

`ともかく、我々の乗船する日本丸の針路も注目しておきたいものです。

今月も堅い導入になってしまったのですが、世の中の動きに連動して、笑えることや笑いたい

ことが変化するという熱 し`ます。

とかく、どのような世界でもトップは批判の対象にされやすいものです。批判に応えて、納得

飢 くヽ行動で実績を挙げて行かねばなりません。これは大変ですね。

 建聰

では 0・ ・今月も「伝笑鳩」を笑々お楽しみ下さい。

を楽しくすごしてゆこうと存じて居ります。現在身の回りの整理に没頭中です。同巣会には益々

vお世話になってまいりたく存じます。 ・・・

υ

伊勢原市//佐藤浩治

逗子市/大朝 幸太郎

いつも乍ら皆様のご活躍の様子をご送付いだき有難度く存じます。

小生もこの六月で四十数年の会社勤めから解放され(?)ゆ っくりと毎日

υ

毎月の伝笑鳩は庭の餌台に来てくれる番いの鳩の様いいをなごませて

くれる歓好物 (刊行物)です。変集の皆々様の動力 (努力)に敬意を

表する次第です。

末筆乍ら皆々様のご賢考 (健康)を祈り上げます。

永田調 (町)怪 (解)釈
「日本新党の名前が国民に浸透するのにさきがけて新たに生まれた新生党」

〔この他、多数頂きましたが、割愛させていただきます。尚、カンパにつきましては最終頁の

紹介にて代えさせていただきます〕
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『サイカク』出た一ぁ
東のジョークサロンヽ 西のおしゃれユーモア笑学校ということで、度々笑介してきました大阪
の姉妹サークルのレポートが変集部に送られてきました。正式名称及び発行元は
「よみうり文化センター・千里 おしゃれユーモア笑学校・ レポー ト サイヵク

発行者・考長/脳力開発研究所理事  芝原たけお

発行所・〒532大嚇 :1区西中島2-12-8-406806-307-0418 FAX06-307-0419

歯科オリエンテーション協会/大阪囲 1断学会/脳力開発研究所 」

です。

B5版 4頁のレポートですが、毎月 2回の授業に合わせて発行されるようになった模様です。
レポート冒頭の授業酪 と抜粋を披露させて頂きます。ご参考にして下さい。

*                 *
・しゃれの定義・気のきいたさま、いきなこと、ューモアの定義・上品なしゃれ、諧誰、

ダジャレの定義・同音異義の言葉遊び                       v
・ユーモアの戦略・酒は拡張タバコは収縮、笑いは拡張泣きは収縮、心の拡張を計る
・ユーモアの効用・まじめ、賢い、難しい、を非まじめ、オモロイ、分かりやすい、に変

える。脳力を再開発し、より良い人間関係を創る。
・ユーモアの戦術

1.手と足と口を動かそう (右脳を刺激しよう)

2.ニュースに関心を持とう

3.良いしゃれはメモしよう

4.短所より長所を見よう

5.相手を自分より上に置こう

*                 *

○補修授業で秘法公開
「おいくつ ?」 と聞かれたら「ながぐつ」と答える、
「何さい?」 と聞かれたら「おやさい」と答える、
「何どし?」 と聞かれたら「サバどし」とサバを読む、
「お名前は?」 と聞かれたら「お前こそ誰や」と言う、

それ以上聞かれたら「お金くれんと言うたれへん」と言います。
・これは、ハイヒールモモコさんの甥か姪かの教育法などをヒントにして、笑学生みんなで

編み出した秘法です。

〔どこかでつこうたるで、と思ったりしました〕

も 孫

川柳

千葉市/近藤創吾 (森利)

寝ころぶと人間らしい顔になる

流れ星宇宙の涙かもしれぬ

「軽み」「ユーモア」を内蔵した 17音字の短詩近藤 :人生、社会を深く見つめて「穿ち」

こそ本格川柳と信じます。
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名句換笑 夏の部 にのつ
○印の元の句をヽ笑々変換して鑑賞する次第。

夏草やデベロッパーの夢の跡

髪乱をまとめて早し美容院

カンツリー今日はどこまで行ったやら

〇角上げて牛人を見る夏野かな  青羅 (せいら)

棟あげて家人見えぬ夏野かな

○荒海や佐渡に横たふ天の川   はせふ

新梅やビンに横たふ白リカー                    暉軍

○朝顔につるべ取られてもらひ水 千代女

警察に調書取られてもらひ下げ

○しばり出す緑つめたき新茶かな 野風呂
しばり出す汗の冷たき遅刻かな           ~

〇野を横に馬引き向けよほととぎす はせを

尾を横に殻ひんむけよ車海老

〔元の句と対比させて、観賞するのがよろしい。あまり干渉しないようにしよう・・・〕

サラリーマンことわざ笑辞典(‖al!191) 曽田英夫
予知された危険は半分さけられたもの

▲リスク回避力が大切

→ 予知された危険なら全部さけられたもの

四つ足をもった馬でさえ、つまづくことがある
→ 優秀な社員をもった会社でさえ、つまづくことがある

▲大会社がいいわけではない

世の中は下をむいて通れ → 会社の中では上を向いて渡れ

▲会社では上へ、上へ・・・

夜道川だち馬鹿がする → ヤケ酒徹マン馬鹿がする

世の中は九分が十分 → 腹の中は八分が十分
▲あまり食べると眠くなる。会社の会議は十分が一時間かも

呼ぶよりそしれ ⇔ 呼ぶより走れ

〔名句換笑の元かも知れませんね、このサラリーマンことわざ笑辞典は・・・〕

きょうじ

印南 喘児 (博之)

○夏草やつはもの知ァのあと はせを v
O五月雨を集めて早しJ乳り||   はせを

○とんぼ釣り今日はどこまで行ったやら  千代女
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当世とりかえばや物語 前田 誠
◇兄弟はみな人類

「世界は一家、人類はみな兄弟」という有名な? 格言がある。これを「人類はみな

強大…」とか「みな、京大…」「みな、鏡台 ?」 という風に勝手に読み替えている。

「みな、競艇だよ !」 と無責任にいう人もいた。「兄弟は、みな人類」というのが本

当なのかも知れない。

◇ロシアンルーレット

世界一幸福な男とは、①アメリカで月給をもらい②中国で料理を食べ③イギリスの家

に住み④日本人を奥さんに持つ、ことだそうだ。これを二つだけずらすとこうなる。①

中国で月給をもらい②イギリスで料理を食べ③日本の家に住んで④アメリカ人を奥さん

にする…。これでは、まるで世界で二番不幸な男になってしまう。いやはやボタンの掛

け違いは怖い。

◇慶応切開

隣の奥さんが、二人目の子供を難産の末に産んだ。「大変だったわねぇ」「でも、慶

応切開だったから…」「アラ、それを言うなら帝王切開でしょ」「イイエ、慶応切開で

いいのよ」「どうしてなの?」 「だって、私が入院した所は慶応病院なんですもの !」

実は、妻から聞いたつまらぬ実話である。

☆ サロン的「差論」シリーズ‖024 「上司失格論」 石井志津夫
能力のないトップ・上司・管理者が淘汰される、厳しい」時勢になってきた。部下や若い人

が上司に対して、どのように厳しい、鋭い目を持っているかを上げてみよう。

常に感度を高くして、若い鋭い日の光を感じ取らねばならない。若者や部下におべんちゃら

を言う必要は毛頭ない。しかし、先輩として、上司として、人間として何か感じてもらえる人

格と能力を備えないといけないようだ。

部下を教育できない。 会社の費用の使い方がおかしい。 人間的に能力がない。 マー

ケティング・センスがない。 知識が乏しい。 いつも偉そうにしている。 たいした仕

事をしていないのに出張ばかりしている。 上にペコペコしている。 部下の話を聞かな

い。 業務能力がない。 人の悪口を言う。 決断力がない。 言うことがしょっちゅう

変わる。 ガンコである。 リーダーシップがない。 話題をすぐ変える。 特定の人を

可愛がる。 新聞ばかり読んでいる。 酒を飲むとうるさい。 つまらない話が多い。

自慢話が多い。 頭が切れない。 迫力がない。 席を離れたとき、行き先が分からない

接待が好きだ。 部下の報告書を読まない。 席でぼんやりしている。 下に強いが上

に弱い。 部下に対する態度が横柄で生意気だ。 情熱がない。 部下を人間扱いしない

うわの空で話を聞いている。 気が短い。 おこりっぽい。 お世辞ばかり言う。 ゴ

マスリに弱い。 態度がいやらしい。生理的に合わない。 ダサイ。 酒を飲んでも仕事

の話ばかり。 やさしさがない。 勇気がない。 私用電話が多い。 いつも疲れたとい

う。 自分で責任をかぶらない。 セクハラ的発言が多い。 等々。
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ダ ジ ャ レ 政 局 寸 描

― 選挙制度に関する自民党の案は?

― 単純勝占拠区制

F■
「

コ覇轟塁≧

「さきがけ」っていぃ名前ですね

先崖でもかね

― fmll賦表の座右の銘は?
― 新党をメイクアップすれば非もまた涼し

― 羽田新党とかけて、小用と解く
一 その心は、社会の窓をあけておきます

コ ミ ッ ク ど と
゛
い ―ノ ('93.6.23) 高 ヨド ロト明

改革問題 役席効無くリーダー湿布剥がれて中から嘘が出る

何もやらずに最後の段も決断断たれた不信任
党利党略個略の選挙世襲守って個利ゃ子楽 アーコリャコリャ
羽田派旗揚げ離党の ドラマ造反ショックの自眠党

十二単の華麗な妃重荷二重 (ジュウニヒトエ)で暮らす俺
四季に梅雨無く嘆きの五季の六月アジサイ七変化
コックピットに隠して密輸JALのピストル売ロット

その他

タ ヮ ゴ ト Eロ ジ ー
‐ シ ョ ー ト ロ ト ー ク

*思案ヌーク殿下と駄々リット殿下 :カ ンボジア連立内閣構想
*湿地回復に掛けます :ラムサール条約の日本
*"υ台唾

奥 本寸 篤 史

時事川柳 奥村篤史 」リーグ蹴球2日で幕を開け

民族の平和、他族の殺し合い

不景気が愛妻弁当流行らせる

PKO思えば単身なんのその

石井志津夫

☆☆ どうにも止まらない  ィコチ■完家養韓ジモ
「可南子、陽子、しのぶ、えり、マリ、リンダと熟女ヘア出しヌード集の出版は、
いつ止まるのかな」

「もう毛があるうちゃ、だめだよ」
〔いつの間にか、解禁になったのでしょうかねぇ〕

一　

一
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先月例会報告 一――‐ 6月 23日実施

石井志津夫・印南博之・大熊多喜雄・奥村篤史・ガヽ田明子 0曽田英夫・高木正明 0野本浩一

前田誠・門口泰宣 *下線の方は初参加です。

#1.大熊さんは30代の若手。某勉強会で変集鳥と意気投合しての参加です。

#2.初めての水曜開催でしたが、十人集まりました。これからも宜しくお願いします。

今月は、「伝笑鳩」のPRも兼ねて読者のお便りを紹介します。

初参加の大熊さんから

一☆先日はジョークサロンに参加させていただきありがとうございました。

当日は皆様の作品の面白いことは当然でありますが、各々の発表のスタイル (紙の大きさ、

書き方、独特な表現)より個性 (考えること、創造すること、表現すること)を感じました。

今後も当面は聞く償1になると思いますが、よろしくお願いします。

〔各人が持ってくるコピーのサイズがばらばらなので、ファイルに困るという声あり〕

NM3(5月号)で当サロンの記事が「月刊わらび」に掲載されたことをPRしましたが、同編

集部に届いた読者の感想が送られてきました。

一 腹の底から笑いました  制国 |1市・吉田恵子
―

特集の「お父さん文化してますかⅡ」、おもしろかった ! 久しぶりに腹の底から笑いまし

た。特に、「東京同巣会ジョークサロン」。「伝笑鳩」変集鳥の野本さん、曽田さんの「サラ

リーマンことわざ笑辞典」、そして奥村さん、その他の方々…すごい !

どうしたらあんな面白い言葉、書けるんです力ヽ 何か特別な修行でもあるんですか?

〔交通機関)

」R神田駅西□より徒歩5分

営団地下鉄大手町駅A4出□より徒歩6分

(i晨多∈九烏NQ4 6

発行

数 鳥

現 力

変集支援

発行所

1993.7.28

野本浩一

曽田英夫/石井志津夫

F肛軍護彰/奥村篤史

高木正明/印南博之

小田明子/前田誠

同巣会ジョークサロン

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)

1993.6.18 ^V1993.7.20

帯広市ノ/黒田弘・岐阜市ノ右書り|1秀昭、昭子

港区/古沢清久・横浜市/天野秀雄

京都市/広川友雄 ◆逗子市/丸調 幸太郎

伊勢原市//佐藤浩治 。上尾市ノ/宅サチエ

★ 現在の郵送読者・会員数 130名★

〔仕事より熱いに取り組むから…という声あり〕

8月例会   日時・会場は下記

8月 25日 (水)18140へ
′20:50

会場 内神田社会教育館八F集会室です

お便り&カ ンパ切手の送付先

〒158世田谷区深沢7-5-13305 野本宛

」:
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