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今月の一笑 ☆国民総学習

1月  ― 建築工学

2月  ― 経済学

3月  一 化学

(千葉市//箔井志津夫)

ワープロを打つ窓越しに見える緑が目を和ませてくれます。

自然は忘れずに我々にその緑の贈り物を持って来てくれますが、然るべきお返しを忘れると大

変なことになるかも知れません。緑を大切にしよう、という気分になりつつ、打っています。

GW期間中に海外に飛び出した方々も多かったようで、超円高の恩恵を授かったという風にも

聞いております。

国内に止まった方々は必ずしも晴々とした気分では無かったようです。

それはそうでしょう。連日のように、オウムやらサリンやら毒ガスといった言葉が溢れる現実

には、り由床まることはありませんから。

緑に感謝しつつ、今月の伝笑鳩を飛ばすこととします。

越谷市/田中邦子

いたジョークに一時ほっとさせられます。

カナリヤやオウムが大活躍し、今年は̀烏年かと勘ちがいしてしまいそうです。同じ鳥でも伝笑

鳩や変集鳥の大活躍を期待しています。

遅くなりましたが、今年一年またよろしくお願いします。

横浜市/西森和枝

2日を有給使用)、 何も予定を入れず、ひたすら全ての解決を願い、近場で静力ヽ こ過ごしていま

す。引き続き、受講料として切手を同封しますので、今後共よろしくお願いいたします。

〔のんびり出来る時にはのんびりする。という目的意識が大切なんでしょうが、す般的には、

そのONと OFFの切替えが上手く出来なくて、皆さん苦労しているようですね〕

鳩ヶ谷市//彼F内末吉

いつも伝笑鳩をありがとうございます。

今年になって急に不安な世の中になった気がしていますが、皆様の気のき

さまざまな事件が起き、物騒な世の中になってしまいました。

美味しいケーキを少しずつ食べるように始まった九連体 (我社は5月 1日・

「伝笑鳩」N“7拝受、ありがとうございました。

一流三流三湘 |1柳③というタイトルがいいですね。もちろん川柳もおも

しろ

乳Eす
。おネLま

勇 て 酒すすむ 9
春祭 金儲けより 人儲け     76
〔ジョークサロンの花見は今年は出来ませんでした。来年は是非やるつもりです〕
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さて、いのしし年は年頭から心痛む事が続き、のんびり、しずかに、しみじみどころではなく

なりました。

オウム事件の感想をもじってみました。
「オウム、オウムとヮイドショーが続き、ああいえばじょういうという新語も生まオゝ 花東お

くるは追っかけギャルか、映像のみでは満足できず、連体利用の総本部参り、果ては上九一色村
でも交通整理kあ―あ、一億総オウムJ

こんな状態が早く終わればよいのですが 000

社会不安が深刻になる前に解決と願いたいものです。

〔イースターはミスプリでした。訂正します。オウムウォッチャーなる人種を生み出した社会

現象は、阪神大震災復興・超円高・信用組合問題・日米自動車協議といった重要な問題を遠くヘ

押しやっているようです。問題意識を忘れないように、したいですね〕

島田市/曽根一壽 新緑の候、お元気のこととおもいます。最近の新聞の・・ 0です。1   
新聞見出し ―笑コーナー

◆つきたてに思いコメ  〔ご飯はつきたて (精米)したてを炊くのがうまい〕 芭蚤
◆パソ婚        〔パソコン通信がきっかけで、ゴールインするカッ/1bが増えている〕

◆幼虫に要注意     〔美しい蝶も幼虫、蛹といったグロテスクな期間が長いよ〕
◆EU決議に「ギョH」  〔EUの水産加工品輸入全面禁止の決定の波紋が広がる〕

◆タブンも製造可能   〔米化学生物兵器管理研究所の副所長発言〕

〔パソ婚というのは4年前変集鳥も使った事があります。他にファミ婚やマイ婚、マザ婚とい

うようなものも使いました。同じような言葉を思いつくものなんですね〕

河内長野市//山下貞子

上尾市/乾サチエ

伝笑鳩5月号有難うございました。ミスプリントでしょうか? 今年
のイースターは 4月 16日なのですが・・ 011日 になっていました。

いつも楽しい “伝笑鳩"を御送付いただき誠に有りがとうございます。

又、一年分の切手15枚を送らせていただきますので、どうぞ、宜敷く篠「願
い申し上げます。皆々様のご活躍をお祈り申し上げます。

〔御送付が誤送付にならないように、気をつけます〕

京都市/広川友雄 ダジャ連発

◆メスを入れぬと解決出来ない場合もあるが、オスを入れぬと解決出来ぬ場合もある。

◆彼の派手な服装に、彼女は不服そう。

◆君の希望ってどの位の議

〔毎月、きちんと作品を送って下さる広川さんにも、大感謝です〕
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波 木 博 信    新 人 デ ビ ュ ー で す

★何だい? あのオウム真理教てのは、ひでえことをするね。サリンを撒いたって? 「風と

共にサリン」「魔法使いサリン」なんてことを言う人もいるが、こんなこっちゃ、枕を高くし

てジョークサロンにもでられねえじゃないか。それにこんどはマルハゲ丼だって? そんなも

のまだ食ったことない。なに? ハルマゲドンだって? どっちでもいいや ! ジョークいっ

しょく村 〔注.上九一色村の別名〕たいへんだ。困つたもんだ。
……ということで「困つた」で川柳を……

初デート 娘 トイレを やりすごし

ちんどん屋 追っかけ忘れた 帰り道

ボーナスが 自社製品に なりはじめ

★お題「さ… ・…… ・…りん」の害ψ旬 (こんな時節、この題で遊ぶなんて不謹慎。ゴメンな

さいと言いつつ)

酒呑みも 連日なれば 妻逆鱗

去って行く 卒業生に 花一輪

サントリー アサヒサッポロ あとキリン (こ れは波木さんの友人の作)

く年で やっととらえた マイダーリン (これも波木さんの友人の作)

7ゴ芽キ理宗毒 My Creat市e CorrespOndence N“ 7“ メッセ貝"でっせ

平穏に開けた'95年でしたが、何という三ヶ月だったのだろう。

阪神大震災。追い打ちをかける超円高の波。前代未間の地下鉄サリン事件。オウム真理教ヘ

の大捜査の中、警察庁長官狙撃事件。統一地方選挙も盛り上がらず。結果は無党派層の圧倒的

支持を得て、上方も江戸もタレント (笑マン)の咲き揃いとなった。

二つの信組の大乱脈問題や大手電機メーカーの談合、愛犬家殺人事件にしても、脇役になっ

た感じがする。「安全と水と空気はタダ」と日本人は考えていると皮肉られたのも今は昔。

そんな昔力゙陵かしくもなる三ヶ月だった。

時事川柳    ◆念には念 安全、協和と 真理教

メッセ貝

も

笑う

:肯誓[ 罰展堪季采

`!で

き
響鼎   ⊆ジ

☆今年の春闘 ベア (熊 )か と思 った ら リスと トラだ った

一 労組

☆ポケットマネー『新解釈』 自分の経営する銀行のお金  ― 辞書

本へ貶争行テ  小平クリエイター

☆オウム総本部と      ●カナリヤは オウムの許へ 修行しに

各分野専門家との     ●出家して 解脱もすれば 犯罪者
“オウム返し"の連続   ●ヘッドギア 同じ宗派で 連絡し

●無実なら 証拠見せろよ 彰晃師

☆四字熟語   適材適所 → 滴剤敵署  (サ リンを滴らせ、警察署を敵とする)

桜花爛漫 → AU(M)禍 乱満  (オウム被害力活しれに乱れている)

一― オウムで始まリオウムで終わる一
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匡口肩旨幸等だ
=    4彗

准コ整建多∈ 春之部 其参

逝くハルを通量生霧皇層t振:9人里皇掌2ノツИま冒琴し颯ヽ欧鍋
(元)山蛙けけらけけらと夜が移る    亜浪

山帰りげげらげげらと膝笑う

(元)猫の子のつくづく見られなきにけり 草城
ビキニの子つくづく見られどなりけり

鎌倉で春眠』蛋し丁サ:言婚
覚むること

FT撃
|ょ 寝過言雷たか度ゾ

門 口 華       
『

お こゴ る な   L司 !』 応 用 編

老いるな 上司  君、例のアレはどういうことだったのかネ

起きるな 上司  課長が居眠りしてる間に、あぶらを売ろうぜ

馨:な 士昌 霧ぞ82,鍵 覇 翌 税

れ で`

 喘
教えるな 上司  そこまで言わなくてもわかぅてます

霧:なな 士尋  義亀曹号彎:F学量〔Ёみをんですよ  義
踊るな  上司  課長の背中を見たいと言ったら、喜んじゃって

脅えるな 上司  赤字でも実績を付けないと食い込めないよ、部長

降りるな 上司  談合は社長の指示ですよ、責任はお前だなんて

折れるな 上司  課長は上に弱いんだから、全く

終わるな 上司  下人勝ちして、もう帰るんですか

〔ベストセラー『おごるな 上司 !』 のもじりですね。いろんなノ|リエーションが使えそうです〕

―

明    ¬ ミ 、ソ ニク'ど ど い ―  ォウム腺 Ⅱ

サリン情報薬品名に舌がもつれるアナウンサー

つかみ切れないォウムの尻尾瞑想相手に迷走化
オウム返しにお布施をせまる信者編しのサギ狂祖

オウム狂団教義も狂義仏つくって裏でガス

4瞥ζ結置『漁EE各孝:す磨tえ石翼6ブ
ンガス

 を,選勢
ガスを撒いたよ周囲に異臭今朝のおかずはイモとマメ

独り者には店屋の出前オウム毒製春曲げ丼

秘密アジトにサリンのオウム追ってカナリヤ御用聞き

何処にいるのか麻原狂祖空中浮揚で雲隠れ ―-5/16逮捕されましたね

― ノ 瀬 善 秋   一 日 一 言

●朝は一日の始まり 起床点尻 (キ ショウテンケツ)元気に行こう
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財 晰 ヨ 史   ‐ /J選遊 牛 ア ッ シ ー罐 訳 よ

1.タ ワゴトロジー ショートトーク

*〈今月の概ねオウム〉
*ジ ョーク=色 (いっしょく)村ではありませんよ 一 上九一色村」同巣会殿

*寄進暗鬼 ― オウム教出家の家族

*毒ガスが多いぞ「かなりや、カナリヤ」 一 オウム教捜査

*権力の「省庁」です ― オウム教組織図

*死んじゃいや、信者いや 一 地下鉄サリン事件 (被害者)家族

*オウムね ! 逮捕 ! 一 現在 200人程度

*東京 。三菱銀行 誕生

何っ! トウサン銀行が出来たって !― あわて者

*すっかり禿げ上がる頃貰えます 一 無ケー文イ麒オ 〃「家小さん

ヘヤーヌードの方には上げられません 一 無ケー文化財 人間国宝

2.ダジャレ川柳 そしてマジに川柳

*花の宴侵入社員が盗るは場所 *好景気素通り不景気にじり寄り

*突然の今日せい !捜査に明日はない      *不 用む ザ`ーは売り手ばかりなり

*大阪に出た !マルハゲドン !ノ ック知事    *神 様はみんな知ってる知らぬは仏

*ク リーンよりやくざ稼業の都政人       *平 均寿命越えたら飲もう酒・タバコ

*オウム教捜査もしょうこう状態に       *渋 滞で値を上げました立て看板

〔教祖逮捕がありましたので、しょうこう状態からしょうこう固めに入る所です〕

甫な日日譲支    ワ ァ  ! フ強 ′《2)ミ ンスヽ‐ EX by 湘南ナンバー

好骨漢…君が好きだ、骨まで愛してやるよ…とは昼間の顔:真夜中は骨までしゃぶる気ら

しい。 (硬骨漢)

思考錯誤…大胆にチャレンジした結果なら仕方がないが、お前のやり方はまさに「下手な

考え、休むに似たり」だよ。 (試行)

職業の洗濯…戒むるべきはマンネリに陥ることだろう。時には自分の仕事の周辺を洗い直

す必要があるとは、リクルートたちへの助言。 (選択)

先客晩来…インタビューの順番が狂ってしまったこと。 (千客万来)

賃貸ムード…阪神大震災の被災地では、いくら仮設住宅を作っても人気は賃貸住宅に向い

てしまうのだそうだ。 (沈滞)

二人は和解…熱烈な恋で結ばれながら、「成田離婚」の噂まで出たのが嘘のように、まず

は1中良く暮らしてtヽ るらしい。

若毛の至り…まだ若いのに頭の方が薄くなってしまって…。でもこれは体質だから仕方が

ないよね。 (若気)

夕食野菜…夜の食事は、胃袋の負担を軽くするために、消化の良いものを中心とした献立

にするのが、うが家のしきたりです。 (有色)     
哺タ
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4月 26日勁

石井志津夫 。一ノ瀬善秋 ◆印南博之・奥村篤史・高木正明・波木博信・新沼ひでよ。

野本浩一 。林勝行 。前田誠・門口泰宣・  *下線の方は初参加。

#1.一ノ瀬善秋さんは奥村さん力渥舌し方を以前教わった方とのことです。

#2.新沼ひでよさんは『公募ガイド』誌を読んでの参加です。

轟ぷて
らヽも、そしてまたよろしくυ

先日は知的な笑いの場に参加させて頂きありがとうございました。

月 1回の例会にむけて、柔軟な頭の体操、日常のささいな出来事や社会現象を知的な笑いや、

アイロニーをこめて表現する楽しさ、難しさに、私も挑戦してみたいと思います。 (自信は全く

ありません)

日常の視点をちょっと変えて、やってみたいと思います。

でも、当分は笑い役でもいいでしょうか? よろしく

〔視点をちょっと変えるのがいいでしょう。視点を変える為に、銀行の取引の支店を変える人

も世の中には、いると思います〕

曽田英夫

拝復 伝笑鳩 お送りいただきましてありがとうございました。

1月 からの超多忙な毎日がようやく終わりそうな感じです。連休中に休養して、正常な生活に

戻りたいと思っています。

ジョークサロンも今月から、出たいと思っています。

又 よろしくお願いします。

多≧多尾拝尋■虫白   5/16のXデーの次はYデーというのがくるのかしらん。

同巣会ジョークサロンからのお知らせですから、注意してお読み下さい。

1.5月例会 6月 28日 (水) 18:30頃 から

内神田社会教育館7F小集会室です。

2.封筒の宛名部分に (～'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。

3.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。

イ云ダ」鳴NQ6 8

発行

数 鳥

変集協力

1995.5。 24

野本浩一

石井志津夫/奥村篤史

Fl口凍蓬影/E口「輔専之

高木正明/天野秀雄

同巣会ジョークサロン

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)

1995。 4。 19 -1995.5。 17

横浜市ノ/天野秀雄 0西森和枝・杉本恭之助・平田

レイ子、練馬区/井沢誼子、越谷市//田中邦子

世田谷区/荒井一彦、京都市//広川友雄

東松山市//=宅早苗、上尾市//乾サチエ

集集集粂集粂集舞集条発行所
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