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今月の一笑

「豚突猛進」

(横浜市//天野秀雄)

忘年会やクリスマスパーティーで飲み過ぎたかな、と思う間もなく納会や大晦日、翌日からは

正月休み。新年早々は幾分はのんびりとしつつ、では新年会でもという気分。

皆さん、いろんな思い出のあった 1994年を振り返りつつ、新たなる1995年を気持ち良

く迎えましょう。

その為にも、健康を一番の目標に、暴飲暴食とならぬよう十分留意して行きましょう。

健康に効き目があるのが、おなかを抱えて笑うことです、ということも言われています。

ジョークサロンの会報である伝笑鳩が、皆さんに愛されることを新年の目標にして、変集して

行きます。宜しくお願い致します。

写燿f甚鏡塞戻香:、9糞馨急馨襟ム墓耽b鼻曇警8:整響奮事『
いします。

13

いよいよ 12月。寒さは厳しくなってきましたし、何かと宴会なども多くなるでしょうから、

くれぐれもご自愛ください。

切手を同封いたします。お手数ですが、来年も伝笑鳩をとばしていただけたら、嬉しいです。

浦和市/河合美知子

〔会員のロコミで読者になって頂いた方も、継続して読んで貰えるのが嬉しいですね。読者を大

事にしながらジョークを考えるのもサロンに集う我々の楽しみのひとつです〕

杉並区/中村真由美

河内長野市//山下貞子

毎月、伝笑鳩を欠かさず送っていただきありがとうございます。私はこ

このところ忙しさにかまけて何も行動していませんので、お仕事を続け

ながらも精力的に活動していらっしゃること、すばらしく思います。

伝笑鳩御送付頂きありがとうございます。毎月楽しく繰り返し拝読させ

て頂いて居ります。これからも楽しみに待って居ります。

伝笑鳩恥62を有難うございました。

もう5年以上も飛ばして下さり、印刷部数も 250を越えました由、変

集鳥様はじめ協力鳥の方々に敬意をおぼえます。

今月号も思わず吹き出したり、成る程と、ややあってからニヤニヤしたり (頭の回転の悪いの

は、年のせいばかりではない、と天よりの声)楽しく拝見させていただきました。

新しい年 1995年も又、どうぞよろしくお願いいたします。

〔思い出し笑えるジョークの暖かさ ―― という気分ですね〕
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議 の コ
ー ナ ー

横浜市//天野秀雄 読売新聞「③流MAN画塾」から

(' 94. 11。  28)
「ライかリレ」

〔伝笑鳩のカットで活躍の天野秀雄さんは、読売新聞でも

大活躍。常連となっております。今回のテーマ「ライバル」

でも選者の講評は『特に、天野さんの切り回と表現はすば

らしく、③流のお手本として推奨します』という具合に、

好評です。伝笑鳩にも毎月 2枚のカットを送って貰ってお

ります。例会には下度だけ参加して頂きましたが、作品は

毎月来ますので、ジョークサロンも常連という気持ちがし

ています。これからも楽しみにしています〕

目黒区//亀山光昭

大阪市・朝川清

京都市//広川友雄

ヾ7_ぐ π

6ヵ 月の闘病生活の末に亡くなりました。生前彼は『伝笑鳩』について「近頃は難解なものが多

い」とのコメントを寄せていました。病院で何回もなんかいも読んだのでしょうか。死の直前に

も何か言いたそうでしたが、残念ながら私に届かぬうちに逝ってしまいました。

年男 (イ ノシシ年で獅子座でもあります。…・・うっシッシ)である1995年こそは良い年であるよ

う祈らざるを得ません。皆さまにも健康で平和な年でありますようお祈り申し上げます。

目黒の亀サンマ

『伝笑鳩』N“2をありがとうございました。いよいよ押し迫りました。

今年はわが家にとって悪いことばかりが続きました。 1月 に4才の次男が

大やけど (10日間入院)、 6月 には『伝笑鳩』の愛読者でもあった父が、

「笑科尊塾」 ― サ1剛p―

加代ちゃんが好き加代ちゃんに通せんぼ

胎動で母さんの愛ノックする

子を生まぬ約束で逢う雪しきり

ダジャ連発
あれ士実さん とoの 多 ?

「あれが奥さんとこの家 ?」

「イエー ス」

「君にこの鍵束を持っていて欲しい」

「こっちの大きい鍵は?」

1讐?晋層呆會言憑慮ち」  ♂♂

「僕の心の愛鍵だよ」

〔さり気ない言葉が気になるものです。嬉しいかぎりかも、知れません〕

イズ
ー

ス

茶

― ―
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ジョークサロン・イヤーエンド0スペシャル2

シ ョ ー ト ‐ 多こ と  変貧長 こと 野本浩一

この所、世間を騒がす感のあった野本姓。

川崎の京浜急行青物横町駅で、医師を銃撃したのが野本某だったが、

続いて横浜港で死体が発見された野本さん母子で、連日のようにテレビのワイドショウや

週刊誌や新聞を賑わせている野札

会社で近くの人達から妙な目で見られるようで 。・・。

そんな折、宣伝文句に引かれてたまたま買った渡辺淳一氏の新刊本「夜に忍び込むもの」

を出張帰りの新幹線の車中で読んでいたら。・・。

主人公の友人で出てきた産婦ノ尋斗医が野本だって。

笑ってしまった。

それにしても、こんなに続々と野本という名が出てくるのは、生まれて初めてだ。

更憶2磯套霊ぢ薩冥乱臭ず    探す  0マ
77 ! ラ′ l′ 《2)ミ ス  ‐ VII  湘南ナンバー/前田誠

煎って販売…天津甘栗、ラッカセイ、豆まきの大豆…、などの販売方法。 (一手)

国際間隔…世間は狭くなったとはいえ、だれもが簡単に外国へ行けると思ったら大間違
いだぞ。フランスは余りにも遠しだ。 (感覚)

再診の技術…あの先生の診断が信用できないので、もう一軒、別の医者に診てもらうと
いう[寺に言う。 (最新)

次女努力…私、お姉ちゃんにだけは負けたくないと思って、一生懸命頑張ったの。大福

もちの早食い競争だけどさ !(自助)

上京判断…この男と結婚しますって、そんな事ファクスで言うことか。お父さんが行く

まで答は保留だぞ、いいな。 (状況)

日曜雑貨…休日に家族サービスでスーパーヘ付き合い、しょうもない物を買いあさって

笑われた 一― ノも のヾ日記より。 (日用)

棒力団…ピストルや ドスは使わず、専ら警棒を武器として、お上に協力的な『や―さん』。

しかし、そんなもの、いるわけないわな。 (暴力)

狂三竃欠NEWFヨ 曽田英夫

◎賭 見る鰤 唸 輪 懸け 恨相 わな 鍛 されれぎ   亀
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ジョークサロン0イヤーエンド・スペシャル3

+∃ F窪雪だ よ      門口泰宣

一党両断・解党乱麻 ―― 細川殿   (94.11.20掲載)

一援「信」金 ―― くじ付き定期預金 (94.12.4掲載)

貴が横綱  さオ■ど稲鎌岡

落あれば区割リーー ガ選 挙区制

至釜在ョ整廻多篭  冬の部 其之式   印南博之

(元)柏手もかれ行く森や神無月     尚白

柏餅彼持て行くや神刻 |1県

(元)鷹一つ見つけてうれし伊良湖崎   芭蕉

蛤一つ見つけてうれじイラク人

タワゴ トロジー ロショー トロトーク   奥村篤史

*僕の前に道はない、朴の前に橋がない 一― ソウル大聖橋事故
*銀行僅利自由化 ―― 庶民
*四字熟語 :横綱昇進条件に検討しています ―― 横綱審議会

“横綱になるに必要四字熟語"  “改名で貴は乃ち花となり"

マジに川柳 奥村篤史
*コ ンタクト落として警察届けない ―-lo/3 アサヒタウンズ川柳掲載
*ヒ ラひとり多数の上司使い分け
*捨てる紙拾う紙あり再生紙

メ  ッ trrミ マF_t歩         石井志津夫

長嶋巨人が “巨弱体質"な どと言われながら、創立60周年を日本一で飾りました。勘ピ
ューター野球の勝利だそうです。ツキにも恵まれ、森の魂ピューターがいま一つ乗れなか
ったのにも助けられました。ともかくファンとして大層喜んでおります。年末を前にして、経済
効果も期待しております。

・汗の甲斐あった今年のジャイアンツ     ☆ 二枚目と三枚目
・ナガシマの苦節も活きる勘ピューター    腱 会の記念撮影。‐枚撮り、念の為〕

☆ 巨人 Vパ レー ド            「ハィ、二枚目を撮 りますよ」
― 最後に乗っているのは?        「今度は、三枚目でお願いしますJ

― 景気です。            〔三枚目の写真が一番良い雰囲気でした〕
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1月 25日定期例会出席者

石井志津夫・印南博之 。大熊多喜雄・奥村篤史 ◆甲谷茂登子・曽田英夫 。高木正明・長井敏

野本浩―・平井幸雄 。前田誠・門口泰宣

#1.大熊さんは疾風のように現れて疾風のように仕事に行きました。お土産ありがとう。

#2.仕事の帰りにジョークサロンの例会に寄って、その後で一杯入れる。乙です。

ジョークサロン・イヤーエンド・スペシャル4

ミ ッ ク′とざとざしいて>(11.25) 高木正明

区割り選挙で登院ランプ 7肖えて議員は里帰り

どこへ消えたか勲章騒ぎ 借りてもどうでもいい飾り

勲章ランクも数々あって 叙勲と除勲の分化の非   〔微妙だなあ〕

ペットボトルを置いたら猫や 犬の飼い主避けて行き

昔銃後で今銃日の 前で怯える法遅国

医師の治療に不満が募り 銃で支払う治療代

看護疲れの看護婦増えて 看護されたい看護病

不惜身命神妙顔で 貴の横綱相撲道

醜聞相継ぐ英王室で 不倫のフリンスフリンセス

核も原油もタラタラ流し 北でタラ取りゃ撃つロシア

コ
始
韓

胸
掴

ffIJ髪き      大熊多喜雄  「来年は顔だけでなく身体も参加します」

髪舞力日堪季  甲谷茂登子  「来て笑うだけでいいのが、助かります」

菱去白   長井敏   「沢山参加しそうなので、作品は置いてきたよ」

1月 13日 (金)18時 30分～ 新年会を開きます。是非参加下さい。

会場は神田近辺で物色中です。問い合わせは野本まで。容0357066492

新年 1月例会 1月 25日 (水)です。 1995年の幕開け。

内神田社会教育館7F小集会室    18時 30分～

封筒の宛名の部分に (～'95/6)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7513305 野本宛

切手は一年分 80円 ×15枚です。

つ
０

齢

准云

`夭

:淘鳥NQ6 3

発行

数 鳥

変集協力

1994.12.21

野本浩一

曽田英夫/石井志津夫

奥村篤ん //門口泰宣

印南博之/高木正明

同巣会ジョークサロン

よ[

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)

1994.11.18ハウ1994.12.12

京都市//広川友雄、横浜市//天野秀雄、群馬県/藤永隆

杉並区/中村真由美、河内長野市//山下貞子

江戸川区/大熊多喜雄、目黒区/亀山光昭

浦和市/河合美知子、座間市//欲綱向進

蔀 所
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伝笑鳩
1994年 1月 号から12月 号まで、巻頭を飾りました「今月の一笑」の
最優秀作品を読者の記名投票で決定 します。
気に入った作品を 3作品まで選んで頂き、最多得票作品を最優秀とします。
この投票用紙を 95年 1月 10日迄に、下記宛郵送下さい。 2月 号で発表 !

送付先 〒 158 東京都世田谷区深沢 7-5-13-305 野本浩一宛

投票者氏名

年 の
一 笑

卜 投 勇壽用 紙

五十づくし かくし,く

五十鈴  会社はポンコツ、女優は隻蝶

五十過多 リストラ対象です

五十GO 伝笑鳩も次なる飛躍ヘ

(横浜市/門口泰宣)

4月

_j  ダジャレ川柳

我が家ではトーサンを又パパにする

(千葉市/石井志津夫)

ジャンセンは最後で勝って「あたい、千、金」

(小平市/奥村篤史)

1994. 12. 21

2月

新春献歌

☆清貧の暮らしと不作大に告げ

☆大も歩けば希望の棒に

当たって開ける大の年

(与野市//高木正明)

5月
    名旬換笑

啓蟄の虹畑 (赫ず)の紅のすきとほる 青屯F

→

ファッションショー水着の紅のすきとおそ

(市川市ノ/印南博之)

４
ス

９

テ
９
ン

■
コ

気に入った作品の
月の数字を投票欄
に 3つ まで○して
下さい。

月別作品一覧

3月

コミックどどいつ

☆バカにするなよ旧料金の

切手シー トのお年玉

(与野市//1葛木正明)

投票欄 月 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 H、 12

1月

6月
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)

魃 褪
醗共貴

稿

:1:::i[::il::阜ノ31[|ま]i:;自

l"日ξ
(横浜市/門口泰宣)☆投稿採用

8月    朝日川柳入選傑作選

子や孫でなくて会社が肩たたき("HO)
政治より夏の天気に期時かけ

'(〔45)
婚 えや嘔決靖彰粥ド

=三
日:三 ICL6)

K/1達耕市/日月用曜

「

母

子

9月

本屋にて

「この絵本はとってもええ本なのよ、

読んでみる?」

「ママ、ほんとに取ってもええのん」

(京都市ノイI却 |1友雄)

11月

☆建売り住宅広告
「井戸付きです」

―

―(千葉市/石井志津夫)

10月
タワゴトロジー・ショート・トーク

*5億円強奪 :

次にはきっと良いことがあります ―

「福と苦」相互銀行

K/1坪市/奥村篤史)

12月
贅豆な、FB51壼なマジカ1フレーズ

「キ印」のキジの記事、

いつの時期に記事に?

じきですよ。

(神奈川県/前田詢


