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今月の一笑  新米課長

◎新米の課長となりて戸惑うは

部下が顔みて「課長」と呼ぶこと

◎四月から慣れぬ仕事に疲労して

夕飯食べるとすぐに居眠り

(所沢市/曽田英夫)

新米課長殿も家ではずっと家長でした。外での課長の仕事と内での家長の仕事をバランス良く

こなしていくと嬉しさは倍になり、苦しさや悲しさは半減して、生き生きと暮らして行けるので

しょう。ハタの人々を楽にさせることを「ハタラク (働 く)」 という酒落もあります。課長さん

の
埋

は

最環弱電髯肇纂馨隆 豊

う

瑾 詰 興E鶏 ビ丁k墓聾峯掌 字

伝笑鳩 56号。ゴロっと、寝ころんで読んで下さっても構いません。お楽しみ下さい。

まずは、読者のお便りから笑介します。

切手の有効年月を見て、もう一年過ぎてしまったのかと驚いています。

加えてこの一年も笑って楽しく暮らせたのだと、感謝の気持ちで一杯で

す。毎回作品を読み、笑いながらこの作者の方々に是非お目にかかりた

「伝笑鳩」GOGO拝受。多謝 !

今回、私のフィーリングに合ったのは曽田作品の講師シリーズで「身に付

いたのは自分だけ」ってヤツ。そして前田作品。どうやら、前田さんのヒ

ネリかたは私の性分にピクピクッと一致するようです。

薦 群様曳 先日、息子にせがまれて銀座へ子供映画のお付き合い。地下鉄を降りて地上へ出る

と息子は大きく驚きました。「ワァーきれいなお寺だ。大きいねえ、絵がいっぱいかざってある

ね」地下鉄の「東銀座駅」は歌舞伎座の真下にあります。まあ、小学 2年生がカブキをしらない

のは当然のことなんですけれど。

〔ピクピクッと来る作品があるということは楽しいというか幸せというか、あり難いことだと

言えます。自分と同じフィニリングを持つ人を発見するのは喜びでもあります〕

いと思い、一度例会に出席してみようかと思うのですが、皆様の高レベルの作品が理解できなか

ったらと店洒己になり、なかなか決断できません。今しばらく垂陛 会員を続けたいと思いますので

よろしくお願いします。

IC栖己無用です。理解できないことは誰も可笑しいとも思いませんし、誰も笑おうともしませ

ん。それよりも下度参加する方が楽しみも増すのではないか、と思います。只、例会が平日

の夕方なので、時間を遣り繰りして貰うのが大変なのかな、と思っております〕

越谷市//田中邦子

荒川区/奥田博
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占舌多∈グト  ★フフッと笑ってニッコリ返す★

西森梢/横浜 〔会話のほへと〕

①ロッカーで  M美 :雨が降ってきたわ。私傘ない、どうしよう。

1糞脅「質経綺、器も
Gされつわよ!甲

②オフイスで  隣のOさんを「能」に誘おうと思い、招待券を見せながら
「どう…?」 と言うつもりが、「ノー?」 となってしまった。

Oさんは黙って首を縦に振った。

③駅で 子 :ねえ、パパ。「リストラ」って何のこと…?

父 :リ ストラ…はね―、リスとトラが仲良しになることだよ。

(イ ヤな人とも一緒に仕事をしなくちゃ)

大鳥羽幸太郎/厨子  永田町怪繹

☆口利きが政治と思い続 集々まる族議員

広川友雄/京都    ダジャ連発

☆エンドウゴハンはおいしいけれど、これ以上は、もう食エンドウ。

☆「今日の試合どうだった?」 「圧勝だよ」「あっしょう」

古川秀昭・昭子/岐阜   夫婦仲良く

☆我が家の印鑑
一寸大きい…

縦、横どちらも通用します。

北大路剛/京都    新いろは歌に挑戦

☆いろは組み替え 知恵絞り 歌にぞせむと 寝もやらず

指折る根気 夜更けまで 我の名をさえ 集め居ぬ

近藤創吾/千葉 川柳

さい〕

☆虎の子が低い利率に場Iら される

☆外国のコメに馴染まぬ炊飯器

☆留守宅の大に来意も告げられず 0
〔紙面の都合で掲載できない作品や二部手直しした作品もあります。ご容赦下
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期のおしゃれユーモ瑕戦サイカクもあり漸欄ヽこ漱阪だから魏 臓
よみうり文化センター・千里中央で毎月 2回開催される同校の授業は芝原たけお考長の指導の

もとに授業も70回を越えてますます好調のようです。

4月 6日の読売新聞で紹介された記事のお蔭で、 68回目には32名の大所帯になったとか。

電話の問い合わせも200件近くあったとかで、大賑わいの様子です。

やはり、笑いの本場である大阪のパワーはすごいものがあります。と同時に、いろんな方々が

集まって楽しむという会合が求められている現実も伺えます。

そのおしゃれユーモア笑学校のレポート「サイカク」もM9号が発行さねへますます授業内容

が充実している様子が伝わってきます。

東の「伝笑鳩」と西の「サイカク」が合流する日もあるのではないか、と楽しみです。

lμr″夕
<サィヵ列ま才覚、隠 犀角が、ゴチャ混ぜ入りの夕瑚 き風味>

0し ゃれ、ダジャレ、冗談、滑稽、頓智、風刺、語呂あわせ、ユーモア、ジョーク、ウイット、

ギャグ、パロディー、コミック、機知、にわか、おち、落語、漫才、狂歌 り|1柳、諧謹 (か

いぎゃく)、 狂言、コント、エスプリ、ウガチ、ボヤキ、軽口、落首、地日、おちょくり、

茶化し、てんご、漫菰 など

*           *           *

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

ャレの定義 :同音意義語の言葉遊び。

・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.ニュースに関己ヽを持とう

3.良いしゃれはメモしよう

4.短所より長所を見よう

5.自分を相手の下に置こう

*           *

・実習問題//季節折句 :芝原たけお考長 63才の誕生日に けお」で作られた折句

た・たこやきに

け・ケチャップ掛けた

お・オムライス

<考長自作>

た・頼みます |た・誕生日 た・楽しくて

け・慶賀のいたり |け 0健康によい

お・おめでとう |お・乙な会

<田村国宝>| <福井恵美子>| <稲継あやの>

・最 近 の
~ュ

ーース か ら

川柳・イタメシもいいが日寺にはタイメシも、考長

り1晰「・シンドラーのリストに載ってイキトラー、考長

・おしゃれユーモア笑学校へのお問い合わせは/よみうり文化センター・千里/受付606833
-5031/FAX06-8327201//又は芝原たけお考長al16-3070418ま で

★一小
＊

た

け・健康のもと

お・大笑い
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東京のジョークサロンの融 日は南へ鵬北へ(ラ
ー
★東京だか張ビジネスで★

毎月の例会の参加者は十数人ですが、会報の伝笑鳩は200人以上の方に読んで貰っておりま

す。月に下度、皆様の所へ飛んで行く鳩を可愛がって貰えることが例会参加者の望みです。

石井志津夫/千葉   メ  ッ セ 員 0ま笑 う

☆禁 !!う まし途端 け法

A:う まい金儲け法を教えてやろう、と言われて断る人は、まあ、いない。

B:うん。頼む教えてくれ

A:しかし、確実に儲かる法なんだから、タダではダメだ。

B:本当に儲かるのか?

A:間違いない。

千円出せ。

B:よ し、頼む。 (こ うしてBが千円出したら、Aはそれを受け取って)

A:では教えよう。今、オレがやったのと同じことを他の人にやれ。

嫌臭亭小利幸 こと ひらいたかお/八王子  ヒ(ライ)さ んの恋の物語

ゴヒ  後 上ヒ

ヒさんと彼女は、    彼女がヒさんの    ヒさんと彼女は      ついに、ある日、

まだ、互いにはずかし   方に向いて、声   互いに向き合いました   2人は・・・

がって、背を向けて   をかけました。     でも、まだ、2人の    一緒になりました
いました。         障 はすき師 …

〔漢字を使って、ヒさんの恋が実る感じが出ています。結果、悲惨な恋なんてないよね〕

奥村篤史/小平  イ芭/Jヽ4‐―芽キア ッ シ ー 荘ヨだ よ

1.タ ワゴトロジー 0シ ョー ト・ トーク:最近の話題から
*北朝鮮とかけて日本列島改造論ととく― その心は、カクが暴走
*定番商品になりました 一 不況 :百貨店
*新曲発表 ― どうよう “小沢さんちのツトム君" 乞う!ご期待 !

2.ダジャレ川柳  『政局混舌腺J場 ― センリュウ役者の勢揃い』から
*政界のリストラ進める自己都合
*日本の旗振り羽田氏元ガイド

*ハタ振りのシナリオ小沢役者羽田 (肌)

*連立に火の手ぼうぼう “大火の改新"

〔権力者は常に批判される立場にあります。それを乗り越えるのが仕事なのでしょう〕

日
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長井さとし/戸田  :::Zだが 夕己多載

埼京線の上り電車は朝はパンク寸前となる。

特に込みの激しい月曜日の朝、僕は棒に掴まる人を続ける。着飾ったなりで若く見られようと

奮闘努力の50才前後の女性は吊り革の筈が窓枠に掴まっていて、その後ろに吊り革に縫る20才前

後の若い女性がいた。自分の若さと美貌を誰も正当に評価してくれないと不満で頬を四十雀のよ

うに膨らませている。

奮闘努力の女性が後ろを振り返って言った。

「ハンドバッグが私の腰を押しているから、どうにかして頂戴」

「そんな余裕がどこにあるのよ」四十雀娘が答える。

「チョット横へ回してくれればいいのよ」

「私だってね、横から押されているんだから」

「それじゃ、私と場所を代わってヨ」

「何でそんなことをしなきゃいけないのよ」四十雀娘は突っ張り通し、奮闘努力の女性は目を

ランランと輝かせて晩み付ける。晩み付けるだけで人を殺せるものなら50人でも 100人でも晩み

殺さんばかりの勢いである。

脇から発言があった。「朝から喧嘩は止めろよ」

途端に四十雀娘が囀った。「ノも アヾが言い出したんだよ」

間髪を入れぬ勢いで奮闘努力の突きが四十雀娘の胸に入った。瞬時に四十雀の平手が努力奮闘

の左頬を打った。続けざま、奮闘努力の平手が四十雀の左頼に入り、四十雀の平手が奮闘努力の

構 を鳴らした。

女性の殴り合いは素早く小気味よい。剣道、柔道をやる男性などのように問合いを図ってぐず

ぐずしない、

「′う アヾとは何よ、あんただってババアになるんだよ」

「分かってるわよ、それがどうしたって言うのよ。言い出したのもあんた、先に手を出したの

もあんただからね」

四十雀は囀ることに慣れている。奮闘努力の甲斐もなく小母さんは旗を巻いた。

それにしても女はみんな元気印だ。電車の中で立ち回りをする男など見たことがない。女は自

分にとって不当だと感じたら、それに敢然と立ち向かう気概を持っている。宜しく見習わねばな

らない。

〔長井さんの作品は長編物で笑介が難しいのですが、今月は程よい長さになっていました。そ

れにしましても女性のフ渕〕こ良く踏み込んで書いたものだと、感らヽしています、ホント〕

曽田英夫/所沢  ろ王 謝欠 NEWF冒

◆時事     ◎二転してもう一転してまた一転 すったもんだで羽田首相

◆プロ野球開幕 ◎巨人軍ゴジラとオチアイ好調で 長嶋笑うか夢の優勝

◆さくら    ◎美男美女われらサロンの花見の宴 飛ばすジョークにさくらも笑う

〔今月の一笑はよく気持ちが表れているのではないかな、ホント〕
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4月 27日定期例会出席者

石井志津夫・ガゞ |1義忠・奥村篤史・小田明子・曽田英夫・長井敏・野本浩一・平井幸雄

横山朝夫

平井さんは久し振りの例会参加です。忙しい中、出席して頂き有り難うございます。

変集長感謝の狂歌「月イチに和来集える人ありて げに待ち遠しかる日となりぬらむ」

小川義忠/杉並   ジョーク発進情報 (NQ 2) by荻窪のダボハゼ

①ジョークのひとつも言えぬこのつらさ、

なりたくもあり、あにたくもなし。    (融 臣のイス)

②もういいぜ、こんなに無視され、じゃまならば

みくだりはんはこっちから        (社 会党 村山委員長の心境か?)

③ちょっとまって、じゃまではあるがいないと困る

白紙にするから、あくしゅして      (ち ょっと無視しすぎちゃったかな)

④博物館、中国人が中国コーナーを見れば

これもとられた、あれもとられたと涙出し。 (国立博物館で)

最後に例会に参加出来ず、FAXで送られてきた作品を笑介します。当日FAX喝果でした。
コミックどどいつ 番外編  高木正明 '94.4.27

鰤

離

伝笑鳩NQ5 6

新

類 鳥

変集協力

6月例会 6月 22日 (水)内神田社会教育館 8F映写室 18時 30分～

封筒の宛名の部分に (だ 94/7)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75-13-305 野本宛

切手は一年分 80円 ×15枚です。

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)

1994.4.20 ハツ1994.5。 211994.5。 27

野本浩一

曽田英夫/石井志津夫

財 憔 ん /膨撤

平井幸雄/横山朝夫

同巣会ジョークサロン

世田谷区/荒井一彦、練馬区//井沢誼子

岐阜市//1書り|1秀昭・昭子、横浜市/天野秀雄

京都市/広り|1友雄、霞ヶ関市/岩城元

越谷市/鳥居晴美・田中邦子、帯広市/黒田弘

ありがとうございました。

政治改革叫んだ殿が金の疑惑で掘る墓穴

離党宣言ラッパを鳴らすミッチーくるりと巻くシッポ
ハタと首相のオ旨名の直後大火の改新乱気流

当てにならない政府の備蓄主婦は並んで買う微蓄

ヤミ米販売城南電機セットで売ります炊飯器

酒の値崩れ気持ちが崩れ禁酒の誓いが又崩れ

入社進学節目のショック過ぎてゆるんだ五月病
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