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新春献歌

☆清貧の暮らしと不作大に告げ

★犬も歩けば希望の棒に

当たって開ける犬の年

(与野市/高木正明)

早いもので、つい先日が元旦でしたが、もう暫くすると新年堪月 も終わりです。

今年も変集鳥あてに多数の年賀状が届きました。ありがとうございました。

平成不況とかで世の中は暗い話題ばかりのようですが、少しでも明るい気分になり元気の出る

お便りとなるように、「伝笑鳩」にも羽ばたいて貰おうと考えております。

餌代も上がるようですが、極力切り詰めて養育しますので御協力の程、お願い致します。

V  今月は皆様からの年賀状やお便りから、微笑の効能があるものを微少ながら笑介します。

高石市//芝原健夫

多摩市/片野博司

京都市/広川友雄

大田区/松本八重子

福岡市/椛田義富

横浜市/西森梢

7聖壁乳   鍮

今年はイヌ歳、ワンと言えばナンノ1…ワンにホ可レインワン、イワンにスワンにラワン、鉄ワン強ワン辣ワン

から新空港の大阪ワンまで…ワガ と楽しいことがありそうです。

変わらざる富士ある空よ初もうで (平成不況なんのその !)

闘 ノヽ  このラ不況、氷はなかなか トウケンなあ。

ワンチャンがんばってよ、ワンチャンスではむりかもしれないが、

なんとか危機を乗り越えて、みんなの嬉々とした声聞きたい。

〔闘牛ならぬ闘犬とは、一寸物騒ですが、お互い仲良うせにゃ、イケンよ〕

いつも伝笑鳩を有難うございます。なかなか御ネu犬 も書けませんので年

賀状で一年分の御礼とは、一寸厚かましいかしら。皆様の御健康と御多

謹賀紀 今年もワンワン笑わせて下さい。

曲
今年も、会員の益々のワンマンぶりを期待します。旭

今年は犬年、クイズをひとつ。「上野の西郷さんの銅像についている犬は、

何犬でしょう?」

〔答えが分からない人は棄ケンです。何だろう、歩ケン、動ケンなんていうのもありそうですが〕
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戸田市//長井敏

あけましておめでとうございます 今年もよろしくお願い致します

・
`満
」ダフルなお正月をお迎えですか? 今年も『ここほれう鑑高い琉潮』

とばかりに、L詐コの嗅覚のように鋭いあなたのセンスで『ばっ』と一花咲

かせて下さい。

八王子市//平井幸雄

所沢市/曽田英夫 頌春 いぬも歩いてジョー

千葉市//石井志津夫

神刻 |1馬/前田誠

健康でワンダフルな
°

良成年でありますように。

今年も「尾も白い」ジョークを作りたい。

新早口ことばごあいさつ

ジョークサロンはジョーヒンでジョーズなジョークにジョーキゲン

犬は人のことも犬だと思っているらしい。相通ずるパーソナリティがあ

るものです。だから顔付きも、いつか飼い主に似てくるのでしょう。人も

ジヽ姿罫来斤盗F ジョークサロンの皆様、あ犬まして おめでとうござ

います。今年もよろしくお願い致します。

時には、うれしい時に尾を振り、思い切りほえまくろうではありませんか。

小平市///奥村篤史

市川市/神代京子

アッシー君 イヌ年5つの誓い。

①野犬酒は飲まないこと。 ②ワンマンは慎み、むやみに吠えないこと。 ③仲間に噛みつか

ないこと。 ④妻いぬ、子いぬ、 ドッグ身だと偽らないこと。 ⑤「鬼のいぬまに洗濯」は

するが、次はしないし、させないこと。*監視いぬまに万引き *先生いぬまにカンニング
*上司いぬまに告げ□ *車掌いぬまにキセル乗車 *税関いぬまに麻薬運び *亭主いぬ

まに残  *本ブ、いぬまに左遷

まあ、ポチポチやりましょう。皆様のご多幸をおイ約
◎

申し上げます。

ちょっとした幸せ

働 め 出社した私を慕って  初だより

車窓の富士を眺めつつ  ペットのインコが   届けてみたい友の顔が

本が読めた 半日私を捜してくれた たくさん浮かんでくる

ワリコーの広告をもじってみました。「ちょっとした幸せ」を大切に感謝しながら、この一

年を過ごしてゆきたいと思います。

〔今年はイヌ年なので、ワンダフルというのがワンサカありまして、変集鳥も同様の年賀状を

出した一人 英語では ONE OF THEM といいます。参ったなあ〕
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離 1993年の一笑

‖HK10テ レ

`小

日 主 演 は

□
クリントン家 で |ま   我 が ま で は

ロノ蓬聾l市/ひよ、かぉ[:][] □ □
(八王子市/ひ らいたかお)

恒例となりました年間賞の投票には69名という過去最多の投票が寄せられました。

接戦を制したのは3月 のひらいさんの作品でした。老若男女を問わず、幅広い層からの投票で

最後に一歩抜け出しました。

結局は投票しなかったという荊 |1区/奥田博さんからの講評を笑介します。

一 「'93-笑コンテスト」に投票すべく投票用紙に向かったのですが、 3つを選ぶのが難し

く、決まらないまま (忘れて)10日が過ぎました。で、今日改めて眺めましたが、やっぱ

り決められなくて、無責任な白紙といたしました。

各月別獲得票数

メ1       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

作者  天野 野本 ひらい 西森 奥村 芝原 西井 F号日 高木 石井 前田 曽田
憂コ委文     4    26    33     8    14     9    15    17    25    22     7    14

2位 :野本、 3位 :詠 4位 :石井の各氏です。

4位の石井氏は惜しくもV3な らず、残念でした。

上位 4名及び作品掲載の皆様には記念の笑品をお届け致します。

月刊果妻 
「

多∈婁誕」 掲載年間最多掲載賞確定
ジョークサロンの例会で披露された作品を月刊冥手へ掲載して頂くようになりまして早くも1

年が経過しました。 1月 11日のジョークサロン新年会当日に担当の曽田さんから年間の個人別掲
載回数が発表されました。

ここに皆様にご報告させて頂きます。

年間最多賞 (笑薬賞)

準年間最多賞 (準笑薬賞)

年間 3位 (寿賞)

掲載回数

10高木正明

8F]口麺

6平井幸雄

その他の同人の掲載回数を参考に披露させて頂きます。奥村 5、 印南 5、 石井 4、 前田 4、 曽
田 3、 野本 2、 長井 1、 横山 1回となっています。ご苦労様でした。

-3-



京都市//牟祀丈夫

新春回文

大阪市/朝り|1清

謹賀新年 ことしもおたより申し上げます

き   とんま   しんじ   しんし           き

★気は帆馬の真摯な紳士のマントは黄。

ち赫    LA・

★シメシメ、珍味。渋イノシシの肉の燻しミンチ、

縫いし美のせ 錦気宇の面示す初春は

す    ものう    きし せ の     い ぬ

これを唱えると今年もきっと幸せになるという上から読んでも下から読ん

でも同じ回文のジュモン

いつも伝笑鳩ありがとうございます。楽しく読ませて頂いています。

大阪に来て目についた面白いものがあります。

oSAKAlサ
カ:AKASO

机
飢

机
飯

平成六年初春回文歌    澄めし物憂き 岸に背伸びし土佐犬

「勤」が信念。今年は士官先を早く見つけ…そして言語遊戯にも研鑽をつんでいきたい。

新宿レ 鉢寸上祥子

『ながきよのとおのねぶりのみなめざめ なみのりぶねのおとのよきかな』

長き夜の遠の眠りの皆目覚め 波乗り舟の音の良きかな

本年も回図 (ますます)のご活躍をお祈りしています。

大阪勤務/矢柴成雄

「大阪咲かそ」 〔OS想蔑恕mso〕 大阪をもりたてようということ

ですが、前からも後からも同じ。このマークが官庁の書類についてい

ます。大阪人らしいですね。ローマ字のところが、国際化時代のミソです。

明後年 (平成8年)は、それまでに世界中の戦火燎み、国連部会決議で『変

集鳥』力坊田えられて「十三支」とされる歴史的年となることでしょう…とい

川柳  缶ビール出世に遠い顔で飲み

底冷えの起床布団がぬくすぎる

〔何故か回文の多い正月でした。語呂が良く、意味が分かり易いものを作るのは大変ですね〕

富山市/石黒徹

年生まれの私は初夢を見るのでした。

ご健勝で、「伝笑鳩」がますます羽ばたくよう祈念しております。

東久留米市/横浜通雄 いつもいつも迷わずに我が鳩舎まで伝笑鳩をとばして頂き感謝してお

ります。今年も宜しくお願いします。

イヌ年の平成六年 ワンレッスン

ワントライで ワンポイント ワンショットで ワンダフル

千葉市・近藤創吾

横浜市/平田レイ子 今年は時々作品を披露出来るとよいのですが。

by期魏
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ベ ス ト ‐オ ブ ‐ ジ ョ ー ク サ ロ ン 12月例会作駆

甫な日日議支   裏見、面見の一念、他言無用の秘事情 (取扱注意・城区外不出厳守)

〔平 成 の 世 本目′姜 聞

おお、カステラがやって来た 一一 見舞い客 ☆今日も元気だタバコ買うまい ☆貸して不

仲になるよりも、いつもニコニコ門前払い ☆聞くはいっときの耳沢 聞かぬは一生の意地 ☆

親しき中にも演技あり ☆気を付けよう…ジョークに交じって飛び交う本音 ☆従業員「イヤ

ン !」 のため休業します ☆人を馬鹿にするにも本当がある ☆飛び出すな !豆腐に見えても

車は堅い ☆マルキシズムは誤りである。なぜなら丸木は水に浮く ☆老いるショック !

☆君さえ入れ歯 ☆余も更けて参りました 。・・

コ壁本寸焦彗Jヒ タワゴトロジーロショートロトーク

*苦しい時のカズ頼みでした 一― ヴェルディ川崎優勝

勝ってカズとの緒を締めよ ―一 ヴェルディリ|1崎優勝、そして」リーグ初代チャン財ンに !

曽 田 夢軽ノヒ 狂歌NEW門 ◆回転寿司特集

◎流れ来る 皿を見つめる 目が皿に 見分け真剣 ネタの新旧

◎ベルトから 皿が転落 一回転 これが本当の 回転寿司なり

◎流れ来る 皿の柄見て 取り上げる 高価な皿は サラッと通過

7ゴ芽キ亮雲薄障ジし  1993年 回顧録

今年は、戦後最大の不況の年と言われております。我が同巣会(どうしょうかtう は、不況を克服

を克服するのは、ユーモアであり、ジョークであると自認しつつ、頑張ってきたのではない

でしょう力、言い方をかえますと、「怒らず、恐れず、悲しまず」「正直、親切、愉快に」

をモットーに過ごしてきたからでは、と思っております。

皆さんに、感謝の一念 (一年)で‐杯です。

雇著冽に I卜_明    コミックどどいつ  年末・新年

★■粒たりとも入れない筈の コメがどガット来る兆し

―   ★景気回復願って買った ダルマ寝たまま年を越す

★遅刻社員に自覚は無いが 聞けば序核の有る悩み

☆年が明けても犬年景気 冴えぬ対策ワンパターン

姿亀芽キ竃交      ハワイ観光七不思議 その⑥

朝、日本から到着しホテルのチェックインまで市内観光バスに乗っていた観光客は、街に

電柱がまったく無いので⑥ノヽIフ ノイ 0ま目巨夕載が 式よい  と勘違いして「うん、
ハワイは新婚旅行には向いているが、髭を剃るのに不便だJと下人合点していた。

浜辺から山奥迄地下ケーブルが敷設されているらしい。

変 集 鳥   嘲 虚 サヾバ刑 リサバサバ助 蒸
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石井志津夫・大熊多喜雄・奥村篤史・ガヽ田明子・曽田英夫・高木正明・堤淳一 。長井敏・

野本浩一・前田誠

#1.1993年 最後の例会もつつがなく実施。最後が二桁というのは嬉しい限りです。
#2.いつものことながら、軽い二次会で楽しく飲むことが出来て幸せな気分だったなあ。

石井志津夫 0印南博之・大熊多喜雄・奥村篤史・小田明子・神山徹 ◆神代京子・倉上直樹・

曽田英夫・高木正明 。谷脇由美子・豊田洋代 。中村豊秀 0長井敏 0野本浩―・平ロー樹・

古沢壮介・前田誠・牧ノ内敏朗 0横山朝夫  *下線の方は初参力L
#1.昨年を上回る20名の参加でジョーク・ゲーム・カラオケと盛り上がりました。
#2.牧ノ内さんは大熊さんの会社の先輩。新年会が初参加とは儲けものかも知れません。

中国 0湖南省長沙市からFtt Eコ嚢毒≡三さんのお便り

―-11月 30日以来当地に出張で、正月は当地で過ごすハメになりました。帰国は 1月 13日 頃t
なります。レストランの多くは “活魚"な らぬ “活動物"が客から見える所に置かオゝ 蛙、蛇の

他、大しかも可愛い子犬が飼われています。食べられることを予見してか、キャンキャン晴いてお
り、メニューを選ぶ時、犬の肉が当たらない様注意する必要があります。所で、牛はトフ豚はポー

クと肉の名称がありますが、大は何と呼ぶのでしょう。これは敬遠したいので「法度ドッグ」
とでも呼びましょうか。 以上犬年にちなんで一筆

〔犬は避けても他に美味しいものが多いのではありませんか? 帰朝報告が楽しみです〕
切手・カンパ受領一覧 (敬称略)追 加

~切
干・ 刀 ノハ実覗

~見
切 硼 峰`り JJu

横浜市/石塚智之 。本多宣昭・天野秀雄、静岡県/曽根一壽、青森勲/涎 |1雅幸
神射 |1県/佐藤浩治、東久留米市//篠浜通雄、千代田区/河内幾久江

市川市/印南博之・神代京子、京都市/平岡猛男・脚 |1友雄

[亜垂玉]同
巣会ジョークサロンからの連絡、東へ西へ。  2奪

1.2月例会 2月 23日
2.お便り&切手の送付先

切手は一年分 80円 ×

1994.1.26

野本浩一

曽田英夫/石井志津夫

奥村篤史//長井敏

高木正明//節田誠

同巣会ジョークサロン

(水)内神田社会教育館8F 和室 18時 30分頃から

〒158世田谷区深沢75-13305 野本宛

15枚です。

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)

1993.12.8 -1994。 1.17

伝笑鳩NQ5 2

発行

数 鳥

変集協力

埼玉県/辻恭子、中央区/西井正・吉江裕子

広島県/池元高夫、杉並区/山田ちづ子

目黒区//亀山光昭、愛知県/小西祥二

川崎市//藤野有樹、葛飾区/高橋百合子

★ 現在の郵送読者・会員数 130名★
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