
～
(ラ輛蛋多∈劃島υ 

～ス1993年 10月～～～～～～～～M48～～～～～～～～

今月の一笑  責任転嫁

目覚まし時計をかけ忘れ遅刻した新速
「けさは、時計が目を覚まさなかったょ」

(千葉市/石井志津夫)

梅雨明け知らず秋が来る。
「花はどこへ行った」というフォークソングがありましが、今年は「夏はどこへ行った」とい

うものでした。遅ればせの暑さもありました力ヽ 既に季節は秋となり、もう暫くすると、冬が来

て、新年はすぐそこです。期待に胸ふくらます春はその後すぐでして、梅雨の後は夏です。

暑中見舞いや残暑見舞いを出すようになり・ 00。

早いものです。季節の移り変わりは 00・ 。

来なかった夏は誰の責任なのか? 業績不振の責任を誰かに転嫁しようにも、どうにもできま

せん。です力ヽ 何とか言っておきたいのもAl情ですね。

今月の一笑は、そんな気持ちを感じて選んだ次第です。

では、石井さんの作品をもう少々 (笑々?)披露します。

〔責任転嫁をすることは点火のようだし、追加の気持ちがあると添加みたいだし、訳が分からな

くなれば転化となるし、訛ってしゃべると転訛という言葉もあります。天下国家の問題の責任

転嫁は止めて頂きたいものですが・・・いろいろ難しいのでしょうね〕

横浜市/倉持節子

三鷹市/金丸永子

札幌市/新田奈己

昨年の夏は入院をして病院生活。今年は林間に行ったり、映画を見たり、

いれ ろヽな所へ行け
す

した。もっ林 みが欲い 私ヽで九 3280

今月もすばらしい作品の数々を楽しませて頂きました。ようするに、世の

申のことをよく見ていないといけないのだと、気づきました。 (8。 30)

ジョークサロンの会報を拝見させて頂きました。ありがとうございます。

大変面白くて、是非これからも読ませて頂きたいので切手を同封します。

――一―――
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☆  高級寿司店で

本マグロをみて、思わず トロッとしてしまった。

☆☆ 冷夏
「どうなら天だ ! 夏物も海水浴場も天でダメだ」

☆  てん職
「天から授かった職業だから天職という」
「天が授けるわけないから、転職の理由ができたね」

平成笑話 ('93.8。 25)“メッセ貝"こ と石井志津夫

次の伝笑鳩を楽しみにしています。 (9。 7)
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したので、同封いたします。お使いいただければ幸いです。また、毎週水曜日は、私事があり、

例会にはお伺いできなくなりました。皆様によろしくお伝えください。別の日に、機会がありま

したら、参加させていただきたいと思います。 (8。 30)

〔水曜日は意外といろんな会合が開かれる曜日でもあるようです。我々も無理せず長く続けたい

と思っておりますので、都合が宜しい時に是非ご参加下さい〕

輸 ん 椰

千代田区/河内幾久江

仙台市/藤沢浪子

引き続き女性陣からのお便りを紹介します。

毎月『伝笑鳩』をお送りいただきましてありがとうございます。その後、

お変わりありませんんでしょう力ゝ 些少ですが、手元に記念切手がありま

伝笑鳩N“7あ りがとうございました。いつもご返事を、と思いながら

不精ですみません。もう立派なジョークサロンになりましたね。文章

心ならずもご無沙汰を続けてしまい、申し訳ございません。いつも伝笑

鳩を楽しませていただいております。水曜に代わったジョークサロンのご

またお目にかかれるの楽しみにしております。(8.16)

もさることながら、皆さんの生の声で聞くとさぞ愉快だろうなァ、と参加していた頃がなつかし

く思いだされます。(8.30)

性の声の後の生ビールも美味しいものです。牛生しさの体験にまた是非来て下さい〕

杉並区/山田ちづ子

盛会の由、何よりです。

当ジョークサロンの特色は会報を読んで頂く会員の多いことであります。地理的理由や時間の

都合で参加出来ない方が多いのですが、皆さんよく読んで頂いていますので、例会参加の会員の

方も作品作成に熱が入るようです。

読者からの近況報告は出来る限り紹介させて頂く方針ですので、これからもどしどしお便りを

送って下さい。

例会に顔を出して頂ける方も歓迎致します。どんな雰囲気なのか、下度例会を覗いてみるのも
ある意味で楽しい体験となるのではないか、と推奨する次第です。

百間は下見にしかず、と言いますが、百見は一行 (行動 にしかず、とも言いますぞ。

いつもほんとにお世話様です。

そろそろ鳩が飛んでくる頃ですね。この手紙と空中ですれちがうような気
がします。会がながく続きますようねがっていますし、笑いを振りまいて、みんなを振り向かせ

てほしいと思います。仙台にも会員がおられるようでもありますが、楽しみは自分で見つけるも
のだと思っていますので、あまり無理にお誘いするのはヤメにしていますが。ときどき、こんな

に楽しくてどうしよう、と思わないでもありませんが、̀何 しろ、口下手で何十年生きてきてもこ

れだけはよくなりません。いいグループに参加させて頂き、本当にうれしいと思っております。

〔確かに、空中ですれ違いました。楽しくてどうしようもない、という嬉しいコメントを頂き

ます力ヽ 私にもどうしようもありません。アシカラズ、オユルシクダサイ〕
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投稿男性陣常連コーナー
お馴染みの方ばかりです:ヨ ロシク。

力作が増えてきましたよ。

滲

京都市/広川友雄  ★  「パパ、どうしてお顔が赤いの ?」

「お酒飲んだからさ。でも赤くなる方がいいんだよ」
「パパ、じゃこの車もお酒のんだのかな―?」

★  「すみません、ヨガの基本を教えて下さい」
「ヨーガす」

千葉市/近藤創吾  趣味として川柳を作りはじめて lo年余が過ぎました。この間に新

聞・機関誌・同好会に投句した数は約 1万句を越しました。作句し

た数はその数倍にもなって居ります。改めて「継続は力なり」の言

葉を噛み締めている昨今であります。

●目玉焼きぐらいは出来る妻の留守

●商魂が無料 (タ ダ)の湧き水瓶で売り

京都市/牟虐丈夫  過日、朝日新聞の「かいしゃ川柳」に採用されました愚作です。
●水着なら大胆になる社長秘書  (93。 7.31)

恥かきついでにご笑介しますと、現在勉強中のNHK学園の「川柳
講座」では、次の2点が佳作に入選、このところ、いささカリ|1柳に

染流?されています。

●言い訳のウソを黙って聞いてやる

●歯を植えてソロリソロリと肉をかみ

神奈川県/前田誠

1.

2.

3.

4.

5.

横浜市/天野秀雄

『わぁ !プロのミス・ Ⅱ』から

例会欠席の為、第 2弾をお送りします。

以外な人 → 仲間はずれにされた人の事なのかな (意外)

契機の低迷 → 低迷が始まったきっかけを言う (景気)

思考錯誤 → 考えすぎると、こういう結果になる (試行錯誤)

人並を整理する → 英才教育も良いが、これでは差別だろう (人波)

平和有効条約 → 平和はぜひ効果があってほしいもの (友好)

ほのぼのマンガ

「燈下親じむの候」

↓

「燈下舌じむの候」
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例会参加男性陣コーナニ
小さな笑いで大きく笑おう。和来は明日のエネルギー。

曽 田 夢さジに   サラリーマンことわざ笑辞典 価 94,95)

良医のF和こ病人多し → 良社のF別こ志望者多し
渕

▲良い会社は志望する人が多い。最近は悪いと死亡する人が多いので、要注意。
良工は材を選ばず → 良い管理者は人材を選ばず
▲人材は育成するものである。

猟師山を見ず → 上司部下を見ず

島とヽある罪は告発者を要せず → セクハラの罪は告発者を要す
▲最近は訴訟も発生している。

良薬口に苦し → やけ酒口に苦し
▲やけ酒はうまくない

りんき・ しっとは女の常 → 臨機応変はサラリーマンの常
▲りんき (悟気)・ 嫉妬はサラリーマンの常 ―― とも言うが・・・

異予珂ヽた卦―一  お金がないのは「NO MONEY」
健康に良いのは「飲―まねぇ」 0▽
お酒の誘いがあっても、「飲―まねぇ」と答えることもあるが、その内
数回は己ヽの中では「NO MONEY」 と言ってるかも知れない。

澤彗ヨRIト ロ月   コミックどどいつ(93.8.25)

政界関係    河清百年待てぬと殿の 御成り細川まず掃除
自民下野すりゃ誇りも落ちて 下野の立場でヤジも下や

経済関係    規制の緩和と帰省の間は 湯取リムニ ドが欲しい国
円とドルとの内外価格 無い害価格と差を稼ぐ
ゼネコン大手に地検の王手 掛けた銭懇談合会
求職戦線不況の煽り 学徒出陣夏の陣

不況長雨円高冷夏  夏も休んだ海の家

その他     ホッと一杯お茶Tパ ック ふと見たお尻はTバック

腹を肥やした役人下り 俺は冷夏で腹下り

夏バテならずに夏風邪引いた 冷夏震えて嘆く蝉

〔ビジネスマンと言えども、いろんな問題に対する意識を持つことが必要です。その中で、会
社、家庭、健康といったことが重要なテーマですし、人間関係というのが‐番ストレスがたま
る要因になることがあります。思ったことは、何処かで言うようにすることが必要です〕

準手だ
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例会参加男性陣コーナー
いろんな機会を利用させて頂きながら、作品を発表するのは、大きな励みです。

F■ 匡コ者馨鐘菫    『学生時代』

日本の学校は入学することに意義があり、欧米の学校は卒業することに意義がある 一 と

言われているそうです。

異議のある方はいますか?

かつての学生時代と今では、意味が変わった言葉があるようです・・・

小額金   もっと増やして下さい 貧乏学生

慈悲留学  自費では賄えませんので

勘ニング  勘で答えを書くこと

三四浪池  東大はやはり難関です
V    

難破学生  カード破産しました
バンカラ  晩から元気が出ます

匡口肩言蘇撃夏
=    

名句換笑 夏・秋の部

(元)明ぼのやしら魚しろきこと一寸     芭蕉

☆曙やまわしの長きこと十尋 (とひろ)

(元)名月を取ってくれろと泣く子かな     一茶    寺グ

☆来月は取ってくれろと新聞屋

(元)月力こ貧 しき町を通りけり

☆天津麺貧しき学生通り過ぎ

(元)道ばたの木種(む〈の は馬に食われけり   芭蕉

☆股 (もも)ぎわのむだ毛はうまく剃られけり

〔秋は名句が多い季節の様ですから、これからの換笑が楽しみです〕

奥 本寸伸尊」ヒ  タヮゴトロジー ロショー ト・ トーク 93.8.25

実は、奥村さんは例会の二次会からの参加です。作品の方は早めに送って頂いておりまし

たので披露できました。

*儲け少品 ―一 化粧品のディスカウント

*首都高速道路値上げか?―― 低速道路が高額道路に変わります。

いや、変わらずに拘束道路? 梗塞道路?
*円高 ―― えんだか、悪いんだか分からない :国内日本人

100を切るのは大変難しいですね :中級ゴルファー」日本円殿
*ゴルフ川柳  ゴルフ場いる時間ほど運転じ

大あくび押さえスタート早朝ゴルフ

醸
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先月例会報告 一一―-8月 25日実施

石井志津夫・大熊多喜雄・奥村篤史・イヽ田明子・曽田英夫・高木正明・長井敏・野本浩二・

横山朝夫・門口泰宣

#1.この所定着の感のあるメンバー構成ながら、いつも湧き相逢いと楽しく、語らい合っ

ていますが、新人大歓迎につき、遠慮せずにご参加下さい。

8月の例会で石井志津夫さんが、某所で入手した「笑顔共和国」のパンフレットを披露してくれ

たのですが、今度は京都市/牟薩丈夫さんから「笑顔ウィルス」の話が送られてきました。

福岡市に出来た「笑顔共和国」は全世界を心からの笑顔で満たそうという、団体だそうです。

笑得税という年会費を払うと国民証が貰えると力ヽ

その国から広がろうしている「笑顔ウィルス」とは、どんなものか石井さんや牟證さんが入手し

たパンフレットから参考に笑介してみましょう。

染‐こ
⑤

感

実顔ウィルスとは①笑顔を発生させ、憂いを追い払う。=「憂い留守」と言う。

②安全なき
~tJ己

をヽ破壊し、真性の笑顔を染伝する。

③世界中に広がる安全性をはらんでいる。
よる笑状 初期●何故力v己がウキウキする。●人前で話すのが楽しくなる。

中期●大勢で写真を撮る時、前列の中央に行ってしまう。

●人の愚痴を聞くと吹き出しそうになる。

末期●人の喜びも自分のことのように喜遮ヽ

●腹の立て方を忘れる。

最後●体中に笑顔 (消癌)細胞が広がるg

というものだそうです。

ジョークサロンの会員は既に中期笑状に到達してるかも。

う い る す

(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

右ギ美ユ烏NQ4 8

蔀

独 鳥

現 力

攀

発行所

1993.9。 22

野本浩一

曽田英夫/石井志津夫

門口泰宣/奥村篤史

高木正明/印南博之

長井敏/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)

1993.8.18 -1993.9。 15

厚木市・毛利宏下郎/小平市・加賀肇

仙台市/藤沢浪子・札幌市/新田奈己

京都市/広川友雄・福岡市/椛田義富

=鷹市/高木孝枝・目黒区/亀山光昭

J跡寸栄貴

★ 現在の郵送読者・会員数 130名☆

10月例会   日時・会場は下記

10月 27日 (水)18:40～ 20:50
会場 内神田社会教育館8F映写室です。

部屋が代わっていますので、ご注意下さい。

お便り&カ ンパ切手の送付先

〒158世田谷区深沢7513-305 野本宛

」   嘴

盗
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