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今月の一笑 五十づくし     かくしゃく

五十鈴  会社はポンコツ、女優は嬰操

五十過多 リストラ対象です

五十GO 伝笑鳩も次なる飛躍へ

(横浜市//Pl回泰宣)

1993年が緩やかに暮れてゆき、 1994年がそこまで来ています。

クリスマス・プレゼントのような「伝笑鳩」になりましたら光栄です。

毎年 12月 は例会を早めに行いますので、立て続けに『伝笑鳩』が飛ぶような印象を持つ方が

多いかと思いますが、事実その通りです。

年明けの「伝笑鳩」まではかなり日数がありますが、その間はクリスマス 0カ ードやら年賀状
v で楽しめたらいいな、と思っています。

さて、50号が無事飛び立ちお祝いの便りや作品が寄せられてきていますので、早速披露させ

て頂きます。では・ 。・ ■ 人

跡
荒川区/奥田博 「伝笑鳩N市 0」 ま華亀 改めておめでとうございます。

50号のベスト3。 (■lA的好みで)

・奥村さんのダジャレ川柳。じつに私の好みなのです。
・石井さん。味覚の秋、 1と 2。 朝日の「かたえくば」も好きです。
・神山さん。ブラインド・タッチ。「・・ツヽ ンコならね」っていうオチはうまいなあと感迪、しました。

レギュラーの方々はそれぞれに独自の分野を確立していらして、皆が皆名人クラスなので、ど

れをとっても水準が高く、素晴らしいですね。次号が楽しみです。

〔激励ありがとうございます。お便りのお蔭で参加者の作品がレベルアップしてきました〕

国立市//金丸永子

_ られるでしょう。笑いの少ない世の中になってしまいました。せめて一時、楽しい思いができれ

ば、ずい分ストレスもはき出せますよね。では又、お元気で。

大和郡山市/谷野英雄

神戸市/山本敏雄

大阪市/朝川清

〔ありがたく頂戴します。今年から80円切手になりますね。ご配慮に感謝です〕

伝笑鳩ありがとうございました。高橋先生のイラスト入りで、びっくりし

ました。先生もあちら (注 カンボジアでNGO活動中です)で喜んでお

前略 いつも伝笑鳩を送って頂き有難く御礼申し上げます。毎号楽し

く読ませて頂いております。

いつも伝笑鳩をお送り下さって有難うございます。一年分の切手80円 ×15

枚お届けします。

「笑科尊塾」 回文ひとつ

強いて嘘 待つがわが妻 想定し
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お便りと共に楽しいエピソードも送られてきました。

向寒の兆しに落葉頻り、落葉を眺めつつ吾が頭髪にそぞろ思いを寄する

暮秋。伝笑鳩、たのみの切手が切れる頃でしょう。鳩ちゃんの息が切れ

大和市/阿部久二郎

縁の切れませぬよう同封させて頂きます。

○家族団彙の夜長に 一一 老化は防げる 一― ディスコダンスのTVを見ながら

・祖父「おっ ! あのばあちゃん、ナウイなあダンバラなんかしちゃって」と大声で

・祖母、嫁がすかさず、はっ !と お腹を押さえて…

・孫  「おぢいちゃん、ダンバラじゃなくバンダナって言うの」

○友逝きて東北秋田の通夜にて ――

年営λ空『グを慧讐テ2案よ否貧Tr手
側の障子がす―と開き

  ▽凸
障子のところに畏まっていた青年が、きっと相手を見て「えっ ! 首を取りに。一・・?」

隣の土地の者が小声で「いやいや、お酒の空瓶のことですよ」           ―

張り詰めていた座の空気も幾分和らぐ、東北地方ならではの夜長の珍事

以上 2話、ほんとにあった話です。失礼致します。

〔クビと言われると、ビクっとするのは普通

の反応だと思いますから、仕方ありませんよ〕

横浜市/寿影 灘

今年の出ワン

寒気いよいよ厳しくの候

今年も大変お世話になり有難うござ

いました

カット掲載していただきまして感謝

いたします。

漫画一枚とカットー枚描いたので、

よろしくお願い申し上げます。

敬具

〔11月 29日の読売新聞③流

MAN画塾に掲載された作品

も送られてきました。

頑張っておられます〕

千葉市/4郵鮪J吾

賄3訊烏」No50の言酵雲引著売致しました。師走川柳ご笑覧下さ

宝くじだけが頼りの年の暮れ

イヌ年は走るほかなしちびた朝ヒ

冠略ご免下さい。先日は、伝笑鳩第 49号、お届け下さいま

有難うございました。楽しく拝見致しました。

東松山市/三宅早苗

曽田師作「ローンは一日にして返せず」が気に入りました。
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1994年も(Dどうぞお楽しみ下さい  ジョ・クサロン同人下同

「
1口縮

今月の一笑で笑介しました「五十づくし」残りを笑介しましょう。

五十づくし

談合、贈賄 ―― ゼネコン幹部

こんな施政家がいましたっけ?

超ビギナーゴルファー

気の持ち方が永続の鍵

万歩歩くと違いが出る

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

「最後の逃亡者」 (サントリーミステリー大賞受賞)より

晩秋の晴天をロシアでは「年増女の夏」という。

容色のおとろえはじめた女性におとずれる最後の輝き、そんなおもいをこめ

て、暗い冬をまぢかにひかえたロシアの人々は、神の授けたもうた晴朗な日々

をいつくしみ、これから半年にもおよぶ太陽との別れを惜じむ。

☆☆「喜ら 二んとヽ あい論」その二

大心について

サロン的「差論」シリーズm29

大心とは、文字通り大きな心のことです。

ある砂漠の国でオアシスに着いた旅人が、水を貰おうとしました。するとオアシスの人は、こ

こは水のない所だから、水は買わなければならないと言った。旅人は、買うのなら、いらないと

言って立ち去った。次に来た旅人は、同じように言われると、なんといい町だろうと言った。な

ぜかと聞くと、ここでは水を売っても食べていけると言ったという話があります。後から来た旅

人は力いを持っていたと言っていいでしょう。ところが世の中には、最初の旅人のような人が多
いようです。

大心とは、一歩も二歩もさがって、あるいは高い立場から物事を見通せる心です。大心を持
つていれば、ユーモアの精神も生まれ、豊かな心にもなれます。

ある商店に勤めていた女中さんが、おめでたい日に、うっかりぞうきんを床の間に置き忘れ

番頭さんからひどく叱られた。それを聞いた店の主人力ヽ めでたいではないかと言った。なぜか

と番頭が尋ねると、

ぞうきんを 当て字で書けば 蔵と金 あちら福々 こちら福々

と主人は言ったと力ゝ このような主人のJ己 をヽ力いというのであろう。

〔ユーモアの心に触れてありましたので、笑介しました。差論は続いており、

おります。今回は如何だったでしょうか〕

,

石井志津夫

欄

勘敷

UFO?  Я タイでは八月のスコールを「女の腕まくり」

USA?        =タ イしたことはない。

USO!  Я エスキモーの人は春の訪れで川の氷が溶ける頃を「乙女のはじらい」

=ポ ッとする感じがある。

磁 段は真面目に、後段の部分がUSOなんです。綺麗な嘘なら許せる時もあるのかな〕
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嘲

魚字の舟盛

魚河岸～字 魚 !変な?字

黒 鯛

鮮 燿

さかな魚ッチング

☆

姜

費
【ん“円い】

社

証 明

ぶ長

コミックどどいつ ('93.11.26)

一 政治に怒り、凶作に泣く―

1.中が見えない政治に文句 見えりゃ文句のゴミ袋

2.ゴ ミの袋の名前の欄が 袋叩きにあって幕

3.使途の不明や脱税逃がし 取れるとこから取る税調

4.農は減反工場は手空き 商は木枯らし冬来る

5.コ メは凶作稲に穂付かず 借りた金には利子が付く

6.言葉遊びの経済企画 底割れ底抜け二重底

7.深い悲しみお声が出ない 俺も出ないよまた便秘

8.薬の間違い患者が死亡 お灸すえたい医療ミス

9.右脳左脳も記憶が老化 形状言己憶で再生化

10.ラ抜き言葉にロクジラ立てた 国語真偽に老議員
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印南博之   名句換笑 冬の部 その一

(元)西吹力ヽ詢種にたまる落葉かな  蕪村

西で売れ東にたまる外貨かな

続 )凩にがらし)のはては有明け海の音 言水
ころがしの果てはバブルの破裂音

(元)物いえば唇寒し秋の風     芭蕉

物売れず店先寒し秋の風

(元)野良猫の糞してゐるや冬の庭  子規

あちこちに犬の糞あり冬野には

〔元の句の言葉をいかしての換笑です力ヽ 最後は語呂合わせのようです〕

1.タ ワゴトロジー・ ショー トロトーク :最近の話題から
*自営有―る東日本 :株上場で完全民営化
*人のフリー見て、我がフリー宣言 ―― フリーエージェント制
*寒さと病気に弱い人気銘柄でした 一一 ササニシキ、コニシキ
*安売紳士服に排除命令 ―― 不透表示は不当表示、超目玉にはお目玉

9割引きは割引いて見よ

2.ダジャレ川柳
*濡れ落ち葉 保険掛けられ 落ち葉焚き…こんな事件が起きるのでは
*筆ひかぬドラフトあとひく高い金/ドラフト1計旨名に勝った逆指名
*10(テン)狙う11(イレプン)チームは12(ト ゥエルカに…」リーグ
*股スクースカメラに写る大穴・秘(ダイアナ・ヒ)    

選塾

２

　
３

　

　

　

４

脚

〔ファンが多いようですね。イヨー、プレジデント! かいちょ―うだね !〕

前田誠   短な、間近なマジカルフレーズⅢ

ここまで来ると「お前、マジかよ」と言われそうですが、こだわり出すと止まらなくなるも
のらしい。言葉は麻薬だ。皆様、くれぐれもお気を付け下さい。……・。

[信州弁っぼく]伊 那谷って所は、未だに稲田にナゴがいなさるで、それを佃煮にする
がだな、イナゴの佃煮を「いなだに」とは言わねぇだよ。

胚芽米 炉端で食らい こぼしけり 囲炉裏に落ちて また灰が舞い (読み人知らず)

夜 9時、TVのスイッチを入れると…「今晩は、NHKニュース、ないんです !」 そう言
いつつ画像を出している。やっぱり「ニュース、ぁるんです」

童謡の名曲は「小さい秋、見つけた…」。これは美しい。電車にドヤドヤ乗り込んできた
オバタリアンは「小さい空き、見つけた !」 。これは恐ろしい。

嘲 が動揺にかわる時が恐ろしいのかもしれませんね〕
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石井志津夫・印南博之 0奥村篤史・曽田英夫・高木正明・野本浩一・平井幸雄・前田誠・

門口泰宣・横山朝夫

#1.平井さんが久し振りに顔をだしてくれました。

#2.曽田さんの新シリーズが始まりました。

#3.執筆・投稿成果報告者/印南、奥村、高木、前田、門回の各氏

月刊『寿』への掲載やら週刊読売、各種新聞での成果を含みますが、各人益々好調に

成果を上げているようで、嬉しい限りです。

曽田英夫 狙[1炊NEW「 1 ⑫
◎ 今日からは 披露したいは 狂歌なり 笑ってもらうは 今日か明日か

◎ 狂歌とは こっけい主とした 和歌のこと ユーモアなければ 狂歌ではなし

◎ めだまなし ドラフト会議は すんなりと チームと選手は 相思相愛    _
◎ 消費税 アップされたら ギブアップ アップアップの その日ぐらしは

◎ 毎朝が 苦痛我漫の 通勤時 期しをもヽまれて 苦痛倍増

◎ ストレスが ストレス生み出す 勤務中 今日もまたまた ストレス倍増

◎ 大笑い 今日も出る出る 同巣会 ストレス角η肖 健康増進

〔「サラリーマンことわざ笑辞典」を完了した後の新シリーズです。新しいジャンルに挑戦す

る気持ちが精神をリフレッシュさせてくれるものと思います〕

[二≡≡∃
同巣会ジョークサロンからの新しいNEWSで す。

1.1月 11日 (火)新年会を開催します。会場は渋谷区南平台のレストランブ 「クエッション」

住所 渋谷区桜丘3018メ イサ南平台BlF  容0334645246 〔93年新年会と同会場〕

時間18:30～ 22:00頃 まで   会費 3～ 4千円//一人=格安

食事・お酒・カラオケ・ゲーム大会つき 参加希望者は野本容02-57066492まで

2.1月 23日 (日 )生 涯現役かなざわ会一周年記念の集い 午後 1時～ 4時 30分
横浜市婦人会館 3階大研修室 問い合わせ先 門口泰宣 容045-773-6074     _
マルセ太郎氏の講演あり。参加費 :500円ポッキリ

3.1月 26日 (水)ジ ョークサロン1月例会 内神田社会教育館小集会室の予定

お便り&切手の送付先 〒15 世田谷区深沢7513305 野本宛

イテモ栗3ЦttNQ 5 1

新

独 鳥

変集協力

1993.12.15

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

同巣会ジョークサロン

切手 0カ ンパ受領一覧 (敬称略)

1993.11.21-1993.12.7

江東区//餡田卓一、東松山市/イ三宅早苗

大和郡山市/4黎黎も急 横浜市/天野秀雄

神戸市//山極 大和市/阿部久二郎

京都市/広川友雄

★ 現在の郵送読者・会員数 130名★発行所
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1の
―

~4~ コ ン テ ス ト

中 しました「今月の■笑Jの

5月

川柳～「時計」～

c正確な時計が時に嫌になり

c運動をしないタンシンガ、とり気味

cHi動をトイレでせかす時計音
(小平市/嗅村篤史

'

8月

lダジャレ政局寸描
‐種訳噌相蟻 は?
-1り ■ダ■

― ジユス ト

G鞄庫れ冽門口麹

(八王子市/ひ らいたかお)

6月

「人ごと」に「一言」

「まあ仕方がないな」

|も うIL方がないなJ

大阪市/芝原たけお
'

9月

コミ,ク どどいつ

選挙終わって永田の揮が i

ジミン ilジ ミン|′)ンジミン|

G野 F/富相 期 )

11月

ノタ触′オ

2月

とりさんか

さる年にさよなら告げてとりなおす

あたらしき夢にとりくむ年が明け

初春にいろとりどりの希望あり

(世田谷区/野本浩一)

4月
コ フ ッ ー

今、日本中をにぎわしている男は、

金i留悪信 (カ ネタマ空ワリシン)です。

:ン ソ́ ,い /iら

′
|ヽ針 千本 飲⌒―め :

(横浜市´
/西

■1尚 ,

7月

所変われば

日本 :「柔Jよ く「剛l」 を割|す

米国 :「銃Jよ く「岡1」 を制す

(中央区/西井正)

10月

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く

(千葉市/石井融

気に入つた作品の

月C瑾好事岬
に3つまで○して

下さしヽ

月別作品一覧

どっちがなが一い?

(横浜市/天野秀雄 )

3月

主 演 は     クリントン家 で は 我 が 家 で は

□̈ □□□

12月

短な 口間近なマジカルフレーズ

いろいろ心配を力ヾ ナましたが「秩父路の父、無事」

との連絡が入りました。いやはや年寄りの冷汗とは

このことでしょうオヽ     (神奈川県/前田誠)

サラリーマンことわざ笑辞典

笑いはよき血を作る
:→ 笑いはよき地位を作る

鰍 市//曽田英夫)


