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コミックどどいつ

☆′ミカにするなよ旧料金の

切手シートのお年玉

(与野市/高木正明)

東京が二度目の大雪に見舞われた (綺麗な表現 !)2月 12日 にワープロに向かい、本号の変

集を開始しました。

さて、今回はどの作品をメインディッシュにしてみようか、どの作品が前菜にいいだろうか、

などと思いつつも降る雪を眺めては手を休めています。昼を過ぎても雪は止むことなく辺リー帯

が真っ白い雪に覆われて荘厳な雰囲気 (格調高い表現 !)が醸し出されています。

テレビのニュースは交通機関にかなりの影響が出ており高速道路が閉鎖されたことを伝えてお

ります。

連体を利用して出掛けた人の中には、大雪により立ち往生している人もいるかも知れません。
「雪はよいよい、帰りは怖い」 (洒落た表現 !)なんて言っている場合じゃない、かも。

さてさて、 1月 ヽヽ からの垂随針斗の値上げに伴い我が「イズ発鳩」の送料も80円にアップしま

したが、期限切れの案内のご返事やカンパにつきましては80円切手を多数送って頂きましてあ

り難く思います。ストック分の切手がありますので、数力月は切手が何枚力¶占られた封筒で届く

と思います。お蔭で、80円にする切手の組合せに強くなりました。

ということで、お便り笑介します。

世田谷区/1‖又真三

貴サロン益々ご盛会の由、お慶び申し上げます。切手の送付が遅れて申

し訳ありません。〒局に行く暇が見つけられず、あり合わせの切手にて

失礼します。毎回楽しく読ませて頂いております。石井様にも宜しく。

入間市/藤倉賀雄

佐賀県/野田文雄

lヶ 月余りの遅れとなりました力ヽ 切手お送りいたします。 “メッセ貝"

こと石井さんには、私信にて 1月 号をお送りいただき大変感謝しておりま

す。今年 1年間よろしくお願い申し上げます。
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きっと 手紙を書けなかったんだろう

今年もよろしくお願いいたします。

普賢岳が治まらないのが、気掛かりでありますが、

長島茂雄さんに再び陽が当たれば、世の景気も良くなると思います。

〔ロコミで郵送会員になって頂けるのはありがたいことだと、感謝しております〕
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横浜市/倉持節子

三田市/山本利彦

横浜市/天野秀雄

上尾市/乾サチエ

河内長野市/山下貞子

横浜市/西森梢

寒い一日でした。お元気ですか。私はかぜをひいてしまい二日程お休みを

してしまいました。遅くなりましたが、今年度分の切手を同封致します。

今年もよろしくお願い致します。 お体 大切日 !酢

鍋

ワン テンポ オクレテ スイマセン

80円切手×15枚 送ります 今年もよろしく

押啓 余寒の候いよいよご盛栄のこととお喜び申し上げます。さてこのた

び素晴らしい笑品 (変集鳥注 :皇太子殿下御成婚記念の切手です)をいた

だきましてありがとうございました6少々ですが切手 5枚とイラスト2枚

を同封しましたのでよろしくお願い致します。敬具

いつも「伝笑鳩」を御送付下さり誠に有りがとうございます。楽しみに拝

見させていただいて居ります。此度、切手料金値上がりいたしましたので

遅ればせ乍ら、新切手を同封いたしましたので今後共よろしくお願い申し

上げます。皆 様々のご活やくをお祈り申し上げます。

伝笑鳩 1994年 2月号をお送り下さり有難うございました。大層楽

しく読ませていただきました。久し振りの寒空で一寸風邪をひいてし

まいました。が、伝笑鳩読んで元気になりました。差額切手を少々同

封させていただきます。

島田市/曽根一壽

〔以上で遅れた手紙を出しながら、寄付する場合の参考例文を終わります。切手だけ送って頂い

ても結構です。読者なのですから、遠慮は不要です〕

最後も上記の例文になるかも知れませんが、 1月 28日 に関東地方に大雪が降った時に書かれた

手紙を披露させて頂きます。

。 (80円切手×15枚のみ) 日

拝啓 夜来の雪がもたらした、二面の雪景色。寒い日が続いておりますが、

お元気です力ヽ 私は、観用植物シクラメンの保護のため、暖房はコタツのみ

で、頑張っています。さて、先日は『伝笑鳩・記念切手』を送付いただきあ

りがとうございました。引続き、今年も参加したく、受講料 〔注.切手〕を

同封いたします。春は、すぐそこにきていますが、風邪など召しませんよう

ご自愛ください。 かしこ   1月 29日
『お年玉クイズ。正解は「うごけん」です:』

〔辞書は引いても風邪引くな。テレビでは大雪で交通機関がマヒ、受験生が多数遅刻したので、

試験時間を繰り下げたと報道していた。インタビューを受けた女生徒は「すべらにように歩くこ

とに気をつけた」と洒落を言っていた。受験生にも良い春が来ることを祈ります〕
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ユニモア。ま関西ふ二11.二

大阪市/芝原たけお

笑いのメッカともいうべき関西からのお便りです。

伝笑鳩Nめ2お送りいただきありがとうございました。二面 トップに愚作

叢 介いただき御礼申し上げます。いつもすばらしいご変集ご苦労様で

す。また今回は日本国の未来を左右するであろう笑品 〔皇太子殿下御成

婚記念切手〕を拝受し感謝しています。困るのは郵便局の「上げまして

おめでとう」ですね。

では、芝原考長が発行中の『おしゃれユーモア笑学校・ レポート サイカク NQ 5』 から笑々

0考長近作川柳選  ヘアヌード部屋でヌードがなぜ悪い

有料化泣いてよろこぶ粗大ゴミ

通帳もカニドもあるが預金なし

・ベストセラー/  ☆1分間の長さはトイレのドアのどちら側にいるかで

マーフィーの法則 ☆別の列に移動すると元いた列の方が早く動き出す

☆大事な探しものはいつもいちばん最後に見つかる

実 習 問 題

1.マーフィーの法則より「マアイイの法則」づくりをしよう

→お金がなくても「マアイイ」か、車がなくても「マアイイ」か、など

2.冬至・なんきんなど、んが二つ入った食べ物探し (7種類食べるとウンがつくというの

は兵庫武庫地方の習慣)

→笑学生の答 キンカン、きんとん、にんじん、あんまん、かんてん、けんちん汁、ぎ

んなん、アンパン、タンメン、カンパン、いんげん、はんぺん、ワンタン、おんめん

3.いな究:夕しぜ進4島
などたくさんで

す
した。さすが大阪の食い倒れ?メ

難

→笑学生の答 カネグラ、ねぐら、あぐら、まくら、またぐら、イクラ、さくら、おく

ら、やぐら、かぐら、フォアグラ、なまくら、おおくら、おぐら、こくら、やまのう

えのおくら、あぜくら、まっくら、こくぐら、こめぐら、さかぐら、えいたいぐら、

(尚、桜のクラなら、イクラでもできますよ。ヤマザクラ、ヤゴクラ、ウノWラ など)

〔月 2回の笑学校は昨年 60回記念日も終えて、芝原考長は好調のようです〕

0
Ⅲ
貼
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京都市/広川友雄 夕・ ジ ャ 誓里 発

1.誰だ? チラシ広告散らしたのは?

2.彼の印象はどう? イインショウ?

3.調味料の容器にヤク入れたのようきづいたな。

4.彼は独身の筈よ。アラ、独身のハズ (llUSBAND)はないわ。

5.赤鼻の トナカイは、子供かい、大人かい?

6.お兄ちゃん、明日は雪積もる? 明日は積もろう(TOMORROWY。

〔広川さんには毎月作品のみならず切手も賜り拙者感謝深謝多謝で、月謝のようです〕
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門口泰宣 スペシャル ジョニク選 中国のジョーク
1)人にお世辞を言ったことがない貧乏な男がいた。或る金持ちが、その男に「下度わしに

お世辞を言ってみないかね。わしの財産の五分の一をお前に上げるよ」と言った。
「日那さん、それでは五分の四が未だ手元に残るから不公平だよ」

「よし、それでは半分お前に上げることにしよう」

「半分でやっとおあいこじゃないですか。だめですよ」
「ウーン、思い切って全部お前に上げるよ。これならいいだろう」
「全部貰うことになれば、私が金持ちになって、旦那さんが貧乏人になるのだから、お

世辞を言う必要はありませんや」

2).非常にケチな男がいた。しかしもっとケチに磨きをかけたいと、ケチで有名な先生に教
|えを請いに行った。お土産に紙で作った魚を 2匹と、中が酒の代わりに水が入ったビン

を差し出したも先生は外出中で奥さんが受け取った。お茶を一杯どうぞ、と空のコップ

を奥さんは出した。男は止むなくお茶をすする真似をした。更に奥さんは、長い旅路で

おなかがすいているでしょうから鰻頭でも召し上がな と手で丸い形を作った。男はそ

れを食べる仕種をせざるを得なかった。男が去った後、先生が帰ってきて、奥さんに一

部始終を聞いた。先生は奥さんを諭すように叱った。     1

」ふ會T奄炒 、
まもっれヽIRこれ位でよかったの向

勝
3)宰相が引退して悠々自適の生活を送っていたが、重い病にかかつた。看護の人達に、も

う死期が近いことを告げた。「あの世がいい所かどうかが、気掛かりじゃ」と回りの人

に問うと、機知に富んだ男が答えた。「あの世はいい所です」「行ったことのないお前

にどうして分かるのだ」と宰相が聞くと、男は答えた。「もしあの世が悪い所だったら

‐死んだ人がこの世に舞い戻って来るでしょう。でも、未だかつて、あの世から帰って来

た人は一人もいませんからね」

(門口さんから送られてきた中国のジョークは機会をみてまた笑介します〕

高木正明
コミックどどいつ ('94.1。 26)

☆リストラもどきの人食い虎が狙う中高年の首

☆日本車叩きも忘れて気負うネオンともした暗いスラー

☆マンガ見過ぎて魔王の気分妻を魔女にし子は悪魔

☆医療前線看護婦不足予算不足で切る看護

☆若の金星土俵の外で咲いた花から実る恋  (表の手)

手出し足出し上俵の外で唾も付けてる色力士 (裏の手)

ジョークー発 ★七福人
「あれっ、もう一人いるぞ」
「貧乏神だょ」

石井志津夫
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1.タ ワゴトロジー ロショー ト・ トーク :最近の話題
*コアラ大変だ !一 オーストラリアの山火事 週刊読売1/30号玉手宮掲載
*箱根の山は山梨県 ― 箱根駅伝で山梨学院大学完全優勝
*使途不明金 :我が家の家計簿ではチト不明金とします。

2.ダジャレ川柳/時事川柳
*出すと来ず出さぬと届く年賀状
*お正月皆 “あけまして"と店を閉め
*投稿魔値上げに音あげ憂便料

『如是我聞』 平成 6年 1月 26日 復刊第 2号
凧上げ 1,「僕んちの凧はどうして上がらないの」

「お父さん失業しちゃったからなァ」

2.「お父さん、手を放したのに上がらないよ」
「・ 0。 おまえが尻尾を踏んでいるの」

3.「お父さん、ものすごく高く上がっている凧があるよ」
「う―ん、字凧かぁ。なになに、 Cい と書いてあるなァ」

名句換笑 冬の部 その二

(元)スキー焼けして回診の若き医師  雅子
すき焼き屋若き板前美女の列

(元)紅少し初天神といひて濃く    占魚

紅少し天津麺に鳴戸巻

◎朝抜きで人間ドックで血を抜かれ体力なくなり足はフラフラ

◎次の朝胃の検診でバリウムをゴクゴク飲めば腹のたしとなる

◎超音波オイルを腹に塗りたくるソープであれば極楽なのに

婿導イflll

ことひらtヽ  たかお

面
脚 押

帥舵

訓欺 蠍NEW電

ドキュメント狂歌   ◎機器を付け自転車をこぐ足重t洵こ備 ドキドキ足はピンピン
◆人間ドック◆    ◎レントゲンフィルム医師から見せられてほっと

~tJ己t備毛なし

◎少し待ち検査結果は直に出て過去の数値にほぼ変化なし
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1月 26日鋤

印南博之・大熊多喜雄 ,奥村篤史・小田明子・神山徹・曽田英夫・高木正明・野本浩―・

平井幸雄      ‐       |
#1.いよいよ1994年例会の開催、まず国Mに 発進したような論 し`ます。

#2.欠席の方も、作品を送って頂きまして変氣鳥が代読しております。

1月例会作品ワン0モア

野本浩一 シヨ~ト ロ笑と
掛＼れ、細＼れヽ

12月 23日 から24日 まで、伊東べ向かい東急ハーベストクラブというホテルに宿泊する。

昼過ぎに伊東へ到着。早速においしい昼食を求める。伊東だから、やっばり「ひもの」を求め

てみよう、と力を入れる。

駅周辺をぐるっと回れ|よ どこかいい店があるんじゃないの? なんて思いながら、あの志

この辻を探す。
「ひもの」はどこじゃ? 「ひもの」はどこじゃ? こぎれいな店がある、ある、ある。
「■もの」だ ! と、急いで店の前に行き、入ろうとすると 000・ 「きもの」だった。

あ―――――――ぁ。

横浜市//中村豊秀

'94.1.30

本日は、1/11の新年会の折の写真をたくさんいただき誠にありがとうご

ざいました。厚く御礼申し上げます。

新年会の時も皆さん本当に和気あいあいですばらしい盛り上がりで楽し

いひとときを過ごさせていただきました。司会進行 (曽田英夫氏)も淀

みなく展開されてよかったです。門口さんとは、1/23(日 )生涯現役か

なざわ会でお目にかかりました。カラオケでとてもいいお声を聞かせて

下さいました。でにん

3月例会 3月 23日 (水)内神田社会教育館 7F小集会室

18時 30分頃から

封筒の宛名の部分に (だ 94/6)と あるのは皆さんから送付して頂いている

切手が有効な年月を示しています。参考にして下さい。

お便り&切手の送付先 〒158世田谷区深沢7-5-13-305 野本宛

切手は一年分 80円×15枚です。

瑯‰影尋説〒』1撃l課:胎
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変集協力

1.

1994。 2.23

野本浩一

曽田英夫/奥村篤史

印南博之/高木正明

平井幸雄/神山徹

同巣会ジョークサロン

佐賀県/野田文雄、輸 /広)ll友雄く島田市/曽根一壽

入間市/藤倉賀雄、河内長野市//山下貞子

千葉市/岡部千代松、三田市/山本利彦

上尾市/乾サチエ、帯広市/黒田弘、大田区/原田知子

世田谷区/川又真三、渋谷区/森敬司・北龍賢発行所
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