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今月の一笑 病院ジョークの愉 しみ

エコー検査のとき体にオイルを刷毛でぬる。思わず
「まるでお好み焼や」と言うと、若いドクターが爆笑、

検査室中が大笑い。ついでにもうイッパツ「おへそは

タコヤキや」でまたまた燻

(大阪市//笠原たけお)

大阪のおしゃれユーモア笑学校の考長・芝原たけおさんの病院ジョークの愉しみはまだ続

きます。

○神経の関係で声帯は、出す息は簡単ですが吸う息は困難です。咽喉科で検査しながら「私の

預金通帳とおんなじや」と言うと、居合わせたドクターもナースも患者もみんな大笑い。

○呼吸検査で「いつもの呼吸を」といわれてやると、 1分間にわずか 5回といわれました。
「それはゴカイやで」と答えると検査室中が大笑い。入院もまた愉しからずや。

80日間の入院生活を終えて、やっと退院したという芝原考長は長寿生徒の誕生会や新入を迎

えての歓迎会や補修授業で元気に復活しているとのことです。

大阪の皆さんにも笑って頂けるようなジョークを今後も拾っていこう、とチャレンジします。

大阪市/芝原たけお

・ジョークが言えない。

・めったに笑わない。

・政鷺動きをもたない。

・エッチ言勧 でヾきない。

先月の神戸市東灘区の山本さんのお便りへ、返信があります。

河内長野市/山下貞子

Z/fヒσD毒鈷 ヒノ″努   「頑固な人」度チェック

いくつ○がつきますか。○多けれ|よ だんご、断固t頑固かも。
・ジョークがわからない。   ・人の話を聞かない。
・ソフトに話ができない。   ・おしゃれをしない。

・人と会いたがらない。    ・やりたいことがない。

神戸市東灘区の山本様のお手紙、今月の一笑を拝見し避難生活のなか

での心のゆとりの素晴らしさに感銘いたしました。関西には昔から苦

○

しい生活の中で、それを笑いとばし、生きる力を得る、その様な知恵を持った方が多かったと思

います。天災は忘れた頃に一と言いますが、阪神大震災は、忘れていた所にやって来たといった

感じです。

阪神地方には活断層、いっぱいあるけど、防災都市に生まれ変わって、地震などには負けない

勝つんだぞう、と行きたい所です。

公募ガイドの反響特集、心強く読ませていただきました。又、門口様の駄洒落で綴る1994
年、感既深く、又今年は新年早々、色々あったせいか、大分以前のことの様な思いで読ませてい

ただきました。とにかく避難生活をしている方の心と体が、山本様のように、力強く、耐え抜か

れるよう祈っております。
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ゆ く Aく る

札幌市/石垣喜芳

横浜市/ηり|1拝封L

川崎市/藤野有樹

作ぞろいで、楽しく拝見させて頂きました。下応、今月をもちまして、お休みをさせて頂きます

のでよろしくご了承下さい。では、そ一っとパタパタパタ (立つ鳥後を濁さず)

人みなすこやかでありすす十うに
多

いつも受信ばかりで申し訳なく思っております。神戸市東灘区の山本敏雄さえ

に敬服しております。私も「赤貧笑う力政日し」でがんばります。

同巣会に棲みつくようになって、かなりの年月が経ちましたが、作品らし

い作品もお送りできぬまま、過ごしてしまいました。皆様の作品は毎号傑

毎月飛んで来る「伝笑鳩」を読みながら、作者、先生方の才能に感いした

り、尊敬したりして笑っています。私も何か一作と思っているうちアッと

近くに消防署がありますが、消防車が入っているその車庫のとなりに大き

な看板があって (火の見やぐらの下に)『君は火星人を見たか、私は火の

被災地の山本敏雄さんからの作品明るく力強く生きる姿に頭が下がりま

す。一日も早く春が訪れるようお祈りしております。

石井志津夫様よりお誘いを受けて、伝笑鳩の愛読者に加えていただきま

した三浦と申します。私も時間をかけて修行してまいりたいと存じます

★あ、とうちょカップルのランデブー

☆それらしき二人に、赤帽が「ハネムーンですね ?」

新郎らしき男「しょや」

用人を見た』とあります。うまいこと書いてあるなァと眺めていますが、この頃は固い公的機関

もこうしたことを…と感泥ヽしています。

国分寺市/池田健次郎

言う間に一年が過ぎてしまいました。月日の過ぎ去る速度は鳩よりも早いのかな…などと思考し

ております。また1年間宜しくお願いします。

〔お便りが作品にもなれ|よ 元気づけられるメッセージもになります〕

静岡市/曽根一壽

暖かさがましてくる一日です。 “伝笑鳩"ご盛会でなによりですネ。

まさに正解とでも。ますますのご発展を !

鳩ヶ谷市//彼F内末吉

〔伝笑鳩が迷わずに飛んで行けるような土地ですね、鳩ヶ谷市は〕

世田谷区/三浦邦夫

のでよろしくお願いします。数をこなしていくうちにいくつかモノになればと思っております。

★長野に単身赴任していて、リストラで営業所長を解任された時、送別会での挨拶 :

単身 “不妊"なので
~tJと

しヽていたところ、 “懐妊"させられました。

これはリストラを “避妊"しなかったからでしょうか?

京都市//広川友雄

ダジャ連発
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せては、今日もやったなあという感じです。「同巣会」のことを読み、私も是非参加できたら、

と思いました。どう力明報を、お手数ですが、お送りいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願

いします。

〔早速に、切手も送って頂きました。いつか、参加して頂けたらサロンも幸いです〕

さて、先月笑介しました「微少女隊」宛のファンレタニが変集部に届きました。取り急訓 咀

しましたら、折り返し返事が届きました。その一部を笑介します。

荒川区/奥田博

女たちが「ふつうのおばさんになります (?)」 といって消え去って以来、私の胸をときめかせ

るグループはもう永遠に現れないと思っていたのに。微少女隊はまさにあの娘たちの再来なので

す。 ・・・微少女隊の皆さま、どうかこれからもどんどん伝笑鳩に登場して華麗な拍鳥の (迷)

舞をお見せ下さい。 47歳の微少女隊親衛隊長  奥田 博

〔では、その返事も含め、微少女隊の近況報告です〕

自己確認不能な平山より Ψ
―

月報届きました。あまりの速さに東京はお隣りのおうちかと思いました。

庄司は全てを “微少女隊"の特集を…と欲の深んいことを言い出すしまつ。

全 渉 雲ジゲ イ

川崎市/阿部涼子

平山はセッセ

3人 3様、ある

熟女(!?)であり

それぞれの痴点

ド ‐ ス ペ シ ャ ル そ の 後

公募ガイド2月号で貴ジョークサロンを知り、ぜひ末席に加えていただき

たくペンをとりました。笑いは私の生活にとって切っても切れない人生の

中の一部になってます。会社ではクスッとも笑わない真面目な上司を笑わ

いったいなんと輝いている微少女たちが出現したのでしょうか !

今は昔、「もうすくは～るですねぇ」と歌っていた娘たちがおりました。彼

本間はジャポニカの学習帳に例会出席のおりのご挨拶がわりの

す。 (← “平山に投稿はまかせた"が口ぐせ…)

ジョークを書きためていま

の国分町に出没する妖気な

0

川柳 (変集長注.経済界発行の月刊 「蘇る !」 の板坂元のお酒湘 |1柳講座)立ち読みしまし

た。ノイ内レのできに “ウ ーーー ン"と うなりながらも映画の極妻のように「おまんらぁ―

いつかライバルになったるわぁ一― !!」 と身の程もわきまえず、吠えてしまいました。

∇ ― ◇

と変集長にFaxを書き送っています。今日も一。

時はPTAの陽気な学年委員であり、ある時は夜

、ある時は日常性の容器におさまろうしない微少女隊です。

でヤルゾォー3のひとこと!!

◇若づくり写真とビデオはだまされず

◇目と鼻と口がなければいい女

◇かぜひいて寝てるわたしに食事なし

平山千賀子

り|1柳に挑戦

快鳥 野本変集長殿  Faxあ りがとうございますΨ

デビューして約 2ケ月、親衛隊長まででき「わたしたち幸せで～す」めざせアイドル

ます
2したたかさに みがきをかけ チャッカリさに重しをつけて 世間の荒波を泳ぎます

そぉそぉ ワラを忘れずに…片手に握って…
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安 lιナ るノな メ撃年封栞地当団  倒 鰤

経済界発行の月刊「蘇る !」 掲到 |1柳下覧

2月 10日創刊の月刊「蘇る !」 の川柳講座に門口さんの音頭とりでサロン会員が川柳を送

り、多数掲載されています。副賞の図書券がよそよりも多いのも魅力です。伝笑鳩読者の皆

様も是非チャレンジして下さい。送付要領は購入もしくは立ち読みでもして確認下さい。

ということで、 2月創刊号と3月号に掲載された会員の作品を一挙に披露します。

奥村篤史   ボケ防止入った会はボケ同士//帥 い社員は使い捨て

プランだけたくさんできた定年後/いいカツラ上司を褒めて左遷され

ヒラひとり多数の上司使い分け//割夢はリスとトラとが肩叩く

白髪が目立ち抜いたらハゲロ立ち

門口泰宣   ルワンダも忘れはせぬがこの被災/前任の路線外せぬ新社長

タレントは台本あってのグルメ通/悠々と自適に孤独がつきまとい

高木正明   救援も備蓄も寒い危機管理

石井志津夫  防災のセット予約で落ち着かず/非常食期限切れかと食わせられ

白カ ドルー瞬にして地獄絵図/端末を打つ振りをして二日酔い

「自分で」を連発孫は遅しく

野本浩一   即決を出来ぬ上司に悩まされ/交際費削られ復活赤提灯

六十の手習い今はパソコンで

ジ ョ ーー‐ク サ 1′ ン 例会作品 2月傑作選

例会作品のファンの皆様、掲載スペースが少なくて申し訳ありません。近郊にお住まいの方は

是非例会で各人の作品をお受け取り下さい。

奥村篤史

‡繁F靭 ;生夕」ゴ47ナ菫;生濯鶏製

石井志津夫

*天命 !ご用 !―― 警視庁  世紀の毛っ作です ―― 力繭 典明
*り副F陶こ無勢 ―― インフルエンザ猛威 〔2/12週刊読売玉手富掲載〕
*「田」字多難 ―― 安田・中田・橋田 〔3/5週刊読売玉手富掲載〕

☆救助格言  災害の終わった頃にやってくる

◆緊急時 お役所稟議じゃ 間に合わぬ

☆公共料金値上げの春  スプリングの効き過ぎだ  ―― 庶民

☆成人式   大人より職場の仲間入りがしたい  一― 短大生

門口泰宣

高木正明

○当方見聞語録 一― 「マルコポーロ」廃刊  〔2/19週刊読売玉手箇掲載〕

○求む !信組究明 ―― 舌朧 営      〔3/12週刊読売玉手宮掲載〕

●被災疲れや救援疲れ 役所は対策立て疲れ

●起こるべくして起こったなどと 辻つま合わせの地震後知

●みなと神戸がガレキの荒辺 消えた夜景を見る夜警
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負 ιナ る な 実 年 探 偵 団  僣 闘編)

印南博之 4乙准コ整建多こ 春の部 其之壱

(元)みずゑ  妹もやさしき兄も合格す    → イモ焼きじ兄不合格残る灰

(元)五千石  もがり笛風の又三郎やあい   → 間借り家は風又吹き抜け安家賃
(元)泊雲   冴え返り冴え返りつつ春な力ヽぎ → ふり返り遮ヽり返り去るソープ園
(元)士郎   何事もなくて春立つあしたかな → 何事もなくてアレ立つあしたかな

(元)芭蕉   おもしろやことしの春も旅の空 → ため息や今年の春も獄の空

●おまけ  榊莫山先生、神戸で焼酎を抱えて慰問する
「ネ

'そ

り氏:ナ1し、 ネ

'そ

j人とナ」L ! 」

湘南ナンバー/前田誠  ワ ァ  ! プ l′ の ミ ー
‐ Ⅷ

l.息投合…お互いの吐く息が顔に触れるほどの親密な関係だとは、何ともうらやましい。

億 気)

2.おテント様と米の飯…被災地の苦労を思え|よ 雨露がしのキ人 口に入るものがあれ|よ こ

んなにありがたい事はないよ。 (天道)

3.強度玩具…子機 ヽ どんなに乱暴に扱っても壊れないという安全基準。 (郷土)

4.Itるべき処置…子供を叱ることに自信を失った親たちのマニュアノ吃 (然るべき)

5.電灯のある町…暗い夜道は物騒だから、何とか明るくしようという住民の願いが実っての

町造りなのです。 (イ淵D
6.身に余る公営…仮設住宅の申込みが殺到して、抽選の末にようやく入居できた人が感想を

述べていたが、印象的だった。 (光栄)

嫌臭亭小利幸ことひらいたかお

馨

ABCDEFG HI JKLMN
海老  酔泥  胃癒え不治 泳池逢い 自衛消える 笑無笑怒

OPQRSTYVW XYZ
追う 飛球 或るエース手優位部位打不利 越九州猥絶吐

地震 口雷・火事・親父  阪神大震災で改めて恐ろしさを再認識

地震禍皆離火事オジャン 地震で家族の皆と離れ、そして火事が発生で家財もだめ

痔疹痴診態完治おや ?痔 痔が治ったと思ったが・…

自信女将なり家事親父  私は旅館の女将です。お父さん家事頼みます。
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2月 22日節

石井志津夫・印南博之・大熊多喜雄・奥村篤史・ガヽ田明子・高木正明・豊田洋代・長井敏・

波木博信・野本浩一・林勝行 0平井幸雄・前田誠 0(曽田英夫): に 次会から)初参加

#1.新人が二人も参加して,女性も久々に二人参加はもうすぐ春ですね。

#2.波木博信さんは公募ガイド誌を読んで、早速に参加して頂きまして、恐れいります。

#3.林勝行さんは奥村さんのご近所にお住まいとかで、念願の参加が叶ったそうで、恐縮

動 にござそうろう。

延ヨ申

あの地震以来 (私の回りでは被災された方はいませんでしたが)今まで持っていた人生観のよ

うなものが吹っ飛んでしまいました。

何気なく過ごしていた平凡な毎日が今はとても愛しく思えます。想像を絶する悲しみに見舞わ

れた方たちに、どうしたら力になって差し上げられるのかと心が痛みます。「義援金隠し」こん

な情け無い話もでているようですが、私はやはり人間の善意を信じ続けたいと思います。

神戸のガレキの街に少しでも多くの「伝笑鳩」が舞い降りて明るい笑いを誘えたら素晴らしい

ことですね。

週

罹災された神戸市山本さんの明るい、元気な作品に敬意を表します。

2月 17、 18日関西へ参りました際、お聞きした経験談をもとに、詠む。

満水の風呂の栓抜くたて振動  (水をためて就寝しているのに、空になった由)

横揺れがマッチをすって発火する (火の気の無い所でくすぶったのはこれしかない)

タンスドアー前に開いてすき間出来  (ドアーが支えてくれたおかげで助かった)

申

1.4月例会4月 26日 (水) 18:30～   内神田社会教育館8F集会室

2.封筒の宛名部分に (だ 99/9)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。切れる前に切手下さいる

3.お便り&切手の送付先 〒158世田谷区深沢7-513-305 野本宛

切手は一年分 80円 ×15枚です。

切手 0カ ンパ受領一覧 (敬称略)

1995.2.16 -1995.3.14 ９
蜘

〈
「

離

伝笑鳩陶 66
新

鵜

変集協力

市川市//御代京子

逗子市//知 渭認蓼「

1995。 3.22

野本浩一

石井志津夫/奥村篤史

門口泰宣/高木正明

印南博之/前田誠

同巣会ジョークサロン

すっかりごぶさたしてしまって申し訳ありません。

変集長さま、そしてサロンに集う皆さまお変わりありま

せん力ゝ

伝笑鳩は増々元気。変集の皆 様々有難うございます。

ストレス勧 響肖して頂ける伝笑鳩の毎月の来訪を願っ

て、一年分の切って同封しました。

横浜市/天野秀雄・池谷倫代、大竹市//

取手市//霧賢輔、札幌市/石垣喜芳

千葉市//龍本誠、世田谷区//往珊勝険

川崎市/藤野有樹・阿部涼子、市 |1市/神代京子

京都市/広川友雄、逗子市//筑島羽幸太郎
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