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今月の一笑 替え歌 :フランシーヌの場合は

ら′フランス シラクの潟易て)は あまりにも引菫夕諷よ

フランス シラクのち易イ)は あまりにも穫蒙厘ヨЛ山よ

9月タヒチの火曜日 パリの遠(で核の実験

…フランス死～ね

(小平市///奥村篤史)

その昔、「おフラ～ンスでは、 00・ 」と言っては、茶の間を湧かせた芸人の方がいました。

日本と外国では、風土・習慣・意識が違い、当然ながら生活様式に相当の違いがあり、大方の

日本人は、その「おフラ～ンス 000Jを聞きつつ、自虐的に笑っていたのでしょうか。

アピールする事が下手と言われる日本人ですが、今回のフランス核実験には、多くの日本人が

反対に立ち上がりました。

その方々に敬意を表しつつ、今月の一笑を捧げます。

世の中には、為政者への批判等、笑いの要素なくしては出来ないこともあるようです。
「伝笑鳩」が運ぶメッセージの中には、そんな笑いもあります。

読者の皆様のご賛同が得られれ|よ 幸いです。

今月の「伝笑鳩」をお届けします。ご意見、ご感想を折りにあ、れてお送り下さい。

荒川区/奥田博 伝笑鳩 71号楽しく拝受しました。

山村伊吹さんの登場で、伝笑鳩がますます多彩になり、楽しみが増えました。回文というのが

あることは知っていましたが、あれはとても素人が作れるものじゃない、スポーツでいうならト

ライアスロンに挑戦するようなものだと思っています。それをこうも見事に披露されると、もう

白旗を振るしかありません。あっばれ、あっばれという感じです。

志村さんの「アナグラムJも、なまじ→の右と左の意味が通るので、初めは何をやっているの

か分かりませんでした。これが文字の並べ替えと知って、これまたビックリ、シャックリです。

日本語の言葉遊びって、本当に沢山ありますね。

朝日新聞に紹介されたことで、また新しい分野を持って登場される方を楽しみにしています。

志村さんの横に「浅草に川を眺める金の雲」 〔波木博信さんの手書き作品〕を見つけました。

息子が幼稚園の頃、吾妻橋の水上バス乗り場から、このアサヒビールのモニュメントを眺めま

した。息子に「あれは何だろう」と聞くと、彼は目をかがやかせ、大きな声で「うんこ !」 と答

えました。

このウンコ。モニュメント、そのチビリカロ減がじつに可愛らしくて私も気に入っています。こ

れをビルの屋上に置くことを決めたアサヒビールの偉いさんを、伝笑鳩の名誉会員にしてあげま

せんか。

〔そこのビールは旨いのかな。うんこ、旨かった。という感想を出したことがあります〕
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議 の お た 1よ り

越谷市//t鳥居晴美

ます。ご無沙汰しており、恐れ入ります。

ところで、私の方は間もなく2年間の浦和勤務を終え、9月 から本社の生活情報部へ戻ります。

この2年間は平均して月に 1、 2度上京する程度でしたので、通勤ラッシュで疲れるのを覚悟し

ています。

また、ぜひ例会へおじゃまさせて下さい。

〔鳥居さんは読売新聞の記者の方です。ジョークサロンの記事を書いて頂いたこともありまし

た。今回、また本社へ戻られることは、我々にとっても、心強い味方が戻って来たような感じで

す。UR今 後もサロン活動を取り上げて頂き記事にして貰いたいものです〕
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大阪市/松岡昭寛

府中市//中川矩子

杉並レ 復 相 、く美

皆様と世界人類全ての人々が平和でありますように、お祈り申し上げます。

空の色にもそこはかとなく秋の気配が感じられるようになって参りました。

先日はN「1の 「伝笑鳩」たのしく読ませて頂きました。

拙い駄酒落を二つほどご笑覧下さい。

☆「総理大臣になるための絶対有利な才能は?J

「撃計壬転嫁 ―一―総理は天下奪反リカごから」

☆今の時代かんじゃ (感謝)の生活をしている人は少ないようだけど、

私は長年かんじゃ (官舎)の生活を続けていますよ。 一一 公務員

今夏は太陽から浴れ出る生命エネルギーをいっぱい頂きました。

平素は「伝笑鳩」をお送り下さいまして誠にありがとうございます。

先日 (朝日新聞を読んで)電話で伝笑鳩について問い合わせましたら、

間髪を入れず郵送されてまいりました。人生を前向きに生きている方の

息吹を感じつつ切手を買いに走りました。

夏中、暑さボケ、怠けグセで家に閉じ籠もっておりましたので、お蔭様で丁度よい運動になり

ました。

伝笑鳩を拝読しながら、笑わせるのも笑うのも結構大変なんだと言うことを改めて思い知りま

した。

楽して、楽しく生きようなんて所詮無理な願いなんですね。

機会を見つけて会にも参加させていただきたいと思tヽ ます。ありがとうございました。

〔中川さんも榎本さんも朝日新聞の記事を読んでのお便り参加です。早速に作品を送って頂い

たり、例会への参加表明を頂いたり、楽しみも多くなって来ました〕
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端 ― ペ シ ャ ル

義 山 光 日召
「

ポ リ ー プ と 共 に 生 き る 」

☆『伝笑鳩』No70深謝。朝日8/10付も拝読。「笑いの国際化」に大いに期待させていただきま

す。私ことN“9で心肺機能を病んでシンパイさせたり、今度は「消化器にポリープ」と全く

しょうがない、ことばかりです。

半年後までには何とか元気に生き返って、生きている間に一度は例会に出席したいと思って

おりますので、よろしく。

☆ ドキュメント (抄)1995年 8月 19日 (土) 於 : 池袋 目平塚胃腸病院

1995年 7月 11日 内視鏡検査により大腸に5個のポリープが見つかり、約 6週間後の 8月 19

日土曜日 (大安)切除手術を行うこととなった。

前日の18日 は夜 7時に食事を終え、手術に備えて大腸洗浄水 2フ を 1時間で飲まなければ

ならなかったが、 2週間の絶対禁酒となるので、「飲み納め」とばかり卑しくも食事時に

500ミリ缶のビールを飲んでしまった。おかげで洗浄水を飲むたびに苦しくなった。「あ―

止めときゃ良かった」も後の祭り。かくして朝まで10回ほどトイレに通うハメに・・・。

8時30分 病院着、受付。

9時∞分 血圧測定、血液検査、出血|卜め注射と、やたらに針が体内に入る。 ё
わしゃ「オウム」の人体実験用動物じゃないけんに・・ 。。

9時15分 官庁 (いや浣腸)。 可愛い看護婦もこの時ばかりはニクタラしい顔に見える (ええ

加減にしてチョー)。 手術前最後の トイレに。

9時45分 ベッドは最新鋭のモニター (TV画面)設置の手術室へ。あっと言う間に「後ろ」

から「道具」が聞入し、わが愛する大腸内を道具力湯F徊する様子を鮮明にモニター

に映し出していた。ここまでは検査時と同じ (尻、いや知り過ぎたのね 。・ 。)。

10時ごろ 切除開始。ご町内 (腸内)を レーザーメスが行ったり来たり。 3人の男性医師が他

人の腹を押さえたり転がしたり、まさに「俎上のコイ (いやマグロ?)Jの体。

10時30分 切除終了。麻酔がさめるまで別室で休憩。…と思ってる内ウトウトしてしまった。

11時すぎ 月千っ玉かあさんのような看護婦長が、そろそろ宜しいでしょうかとやさしく起こし

に来る。こんな時は肝っ玉かあさんも可愛く見える。

11時15分  「新たに見つかった 1個を含めて 6個の内本日は4個を切除。残り2個については

6ヵ 月をメドに再切除手術を行う。摘出したものについての検査結果は2週間後以

降に連絡する」との内容も以降 2週間は安静に、特に飲酒は出血の原因となるので

2週間は絶対ダメ、と念を押された。言いつけを守らずに飲んで出血多量となり飛

び込んで来た患者がいる (ホ ントカナ?)と も言われた。

H時30分 病院を出ると猛暑のカンカン照りで、麻酔も完全にさめきっていない。おまけに腸

もスッカラカンで思わずフラット (♭ )する。ここでシャープ (♯ )にならなけれ

ばと、東武デパートの食堂でソバを食す。腹に何かを入れたい―り己ヽで黙々と。

帰宅後  寝たり起きたり。 ・・ 。 〔一部、割愛しております〕

〔ちゃんと、禁酒したのか、どうか。気にかかりました。例会参加を待っております〕
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になっています。いつもいつも、ニタリとする伝笑鳩をありがとうございます。

特に7月号で頂いた伝笑鳩はフン囲気がよく出ている写真入りで、編集・投稿されている方々

の顔と名前が一致して良かったと思います。

「微少女隊」もさることながら、「オジサン隊」も皆さん写りが良く、ワイワイ、ガヤガヤと

ゲラゲラ、プフゥーという声が聞こえてきそうでした。

時々は、写真投入版をお願いします。

OY

豊島区/宮沢純子 夏休みをどんっと取って遊び歩き、現在、会社で社会復帰へのリハビリを

行っています。昨日、お立ち台で踊ってきた (お祭りの盆踊りの助っ人)

お 便 り &投 稿 作 品

津島市/渡辺保夫 残暑お見舞い申し上げます。ここ名古屋も毎日うだるような暑さで、名古

屋弁で言うと「やっとれんガャァ…」「うだってマウァ…」力溺遷
"が

わり

朝日朝刊を見て不躾ながらお願いを申し上げます。小生も替え歌、ジョー

ク大好き人間です。会報を発行するサークルがあるとは知りませんでした。

是非、お仲間に入れて下さい。

私も小さな団体の機関紙を編集発行していますが、企画から発行までの苦

労は経験した者でないと判りません。変集鳥ほかスタッフの皆様の尽力に

厚くお礼を申し述べます。

「伝笑鳩」「ジョークサロン」拝受、これだけ次々と作品を作られるには

どのような′ら、がけが必要なのでしょう力、

ダ ジ ャ 轟

ので、体が痛くて困っています。今日、ジョークサロンがあったら、お腹まで筋肉痛ですね。想

像するとコワイ…。今日はNO mNEYけど、ん―、でもやっぱり飲んで早く眠って、明日から笑っ

て生きようと思います。 宮沢純子 (芸名 りえ)

を食べあう最中 (サイチュウ)です。 哺聟
「オウ、ショウか。で、人数は多しょうか?J

〔激ヤセに注意しましょう。食欲の秋、美味しいものを沢山食べよう〕 選b

練馬区/中沢信男

刊 師 //通齢 悟

昨年に続く猛暑と、オウムの暴挙報道、フランスの非道な核実験ニュースに今年の夏は脳細胞

が変調し続けました。一日も早い落着を願うこの頃であります。

☆川柳雑詠   多数決責任軽くする手立て      七転びするころ精も根も果て

追随の悔いが帰 りに付きまとい

浦安市///多 田直彦

京都市//広川友雄

○愛する二人は、今、アイス最中 (モナカ)

●「今月の食事会は中華の王将で行います」
「ギョウザんです」
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8ノ層]arJ会作 品 の 楽 ヒ/み

門 匡コ泰 宣   ― σDい ら́ い 3́

ブス番電話  いつもボーイハントに出掛けて留守だな、あのもてない娘は

形態電話   歩きながら電話する風俗の形をいう。大阪弁では “け―たいな人や"

PHS    「Personal Hentai Service」 “ダイヤルQ2を廻せ"

長郷里電話  ふるさとに電 舌するとつい長くなる。

雉  守軍ザ菅冒毎8尖舞鑑 出す電話の
Fと 運動

親子電話   古稀のおじいちゃんが子機を使っています

テレビ電話  「君、顔が写ってないよ」「注文をこんなに頂いて最敬礼してます」

―一 ン′沸貢宅多考k    ′ン ト 火事場の呼び掛け

★マルセ太郎氏の一人芝居、のご紹介。

ニューヨーク :50階建のビルで火災が地 42階が火事だ!! 助けを求めている一人。

窓から逃げるより方法がない。下を見る…こわがっている。

一― 消防士がテントを広げて待っている 一――

〔助けを求めているのが、どこの国の人かによって呼び掛けが変わる〕

アメリカ人には・・・あなたは選ばれたのです。

ドイツ人には ・・・飛び下りるのが・・・力顧Jです。

フランス人には・・・祖国の名誉の為に…。

日本人には・・・・・みんながやっているから…。

志 村 葵 *告* 酒落のめせ 暗い世相と 黒い霧 洒落が原点 駄酒落で減点

笑いま笑 0名所に名称.… 。昔の遊びに “家族合わせ
″
が有りましたが、

全国各地にその土地ならではという方々がいます。

①石田 たみ (長崎//オランダ坂)⑤ 有馬 紀年 G暮し/中山競馬場)

②清水 禾口久世 (南アルプス)   ⑥藤 五子  (富士五湖)

③株木 長助  (東京//新宿)    ⑦大仏 伝  (奈良//徹寺)

④潮 引太  C翠予//善光寺)  C神 野 美智  (三重//伊勢神宮)

里予冽ドだ彗―一   特別天然記念物

某営業部長は、とにかく出張で出払うことが多い。注文を取ってくるので、誰もあまり文句

は言わないが、マネジメントが問題という指摘もあったりで、難しい。

某営業所でついたあだ名が「我が社のイリオモテヤマネコ」

そのプとヽは「名前は聞いたことはあるが、姿を見たことはない」とか。
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コミ本寸袋尊5ヒ  花小金井アッシー君だよ       |    '
1.タ ワゴトロジー・ショートトーク

*痩せる石鹸 :お客「いんちきよ、使ってもちっとも痩せないわよ」

店員 「そんなことはございません。こんなに痩せましたよ、石鹸が」

*フ ランス核実験 :反対運動などシラク存ぜず。ただ再開に-7色 フヽランス。

目をシラクと回りは反対運動ばかりだった。

核数問題 0核 〈無核〉核保有禁止      5核 〈互核〉冷戦時代の米ソ核保有

1/2核 〈反核〉核反対        6核 〈ムムムッ!核〉実験再開だと !

1核 〈威核〉一個でも核を持ちたい 7核 〈失核〉旧ソ連の核管理

2核 〈不核〉核はいらない     8核 〈発核〉北朝鮮の核製造疑惑

3核 〈参核〉これから核を持つぞ  9核 〈休核〉包括的核実験禁止条約

4核 〈死核〉核は恐ろしいね    10核 〈実核〉広島・長崎は体験

*お盆既成ラッシュ ーー 又、今年も

*帝京だよ、おっかさん ―一 優勝 ! 帝京野球部  〔高帥

2.ダジャレ川柳そしてマジに川柳

*痩身のエステ財布の中が痩せ     *横 槍で缶コーヒーの穴を開け

*核反対わいンは買わんぞフランス製  *50年 たった今年は反省期

山 本 勝 美 曖 称 :さ だまさし)「 血液型」胴 会者と司会のスタイル 心

さて、あなたはどのタイプだろう。

A型 関口宏、久米宏、みのもんた、測 |1欣也、黒柳徹子

オーソドックスな、筋道の通った話で引き締まった司会をする。

内面に秘めた優しさでお客様に暖かさを感じさせる家庭的なタイス

明石家さんま、西田敏行、露木茂

好奇己ヽ肝盛で型破り、話題が豊富で企画性のある司会をするタイ几

一見おおらかで明るそうだが根は暗い、マイペースの熱中タイプ。

たけし、タモリ、所ジョージ、鶴太郎

細かい事にこだわらず臨機応変、 ドラマチックな司会をする。

根は明るく義理を重んじ決断力、行動力に優れた親分肌タイ几

上岡龍太郎、野沢那智、円楽、吉村真理

知的な都会派、軽いタッチのジョークを得意としユニークな司会をする。

自分自身を出さず、合理的な面が誤解をうけやすいタイス

窪蒙日ヨ夢軽ノモ   狂歌NEW門 団
◆粗大ごみ清掃局の手続きで ごみの種類に「私Jと書きかけ

◆対騒ぎ混入したぞ雑菌が メーカーあわてるキンイリビール

◆沖縄で発見ヤンバルクロギリス 職場に満ちるガンバルギリス

◆ 9月 にはメイクドラマと長嶋さん 勝ちは続かずMAKEド ラマヘと 肌唖E:ま け〕

型
　
　
　
型
　
　
　
型

Ｂ

　

　

　

Ｏ

　

　

　

ＡＢ
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隆鷲啓鶯減雉li功 汎
◇惨暑見舞いの銃声鳴って 昼はカンカン夜はガン

◇どこへ行こうと勝手なお世話 無理に飲ますな缶コーヒー

◇やせる石鹸税関止めで 風呂で使えず垢肥り

◇箸やスプーンの替りにフォーク 野茂にあやかる食事法

◇野茂とイチロー対戦ゲーム トヨタ日産CM戦

匡口居寄十等だ
=   

名句換笑そして名曲換笑

=名句換笑 〔晩夏の部〕=
ノ1∪弓の木石焦がす山の空     晴子 →  ノ八J町 に木石焦げれば山火事だ

目の方、ちの乾きて痒き残暑かな  占魚 →  目の中の乾きて痛きコンタクト

つれなしや秋立つ頃のあぶら早り 白雄 →  つれなしや秋立つ頃に彼女去り

無造作に灯台守は鯖 (すずき)下げ  筍吉 →  無造作ネ東大生の鈴木さん

=名曲換笑=
チャイヨフスキー「眠れる森の美女」 →  「眠れる盛の美女J

蕎麦食いコンクールで一等賞。消化剤効かずその夜は。

ロッシーニ「セビリアの理髪師」 →  「せびり屋の理髪師」

イヨッ酒屋の旦那、レミーなんとか一本ネ。今度、おタクで

作った映画いいんですってネ、招待券二枚お願い。うちの

税金ネー人を見ると何でもせびる。

石 メキ衝圭→彗圭ノ宅  メッセ貝でつせ(My Creative Correspondence No.51)

同巣会ジョークサロンが、 8月 10日朝日新聞東京版にて紹介されました。「千葉笑い」のご

縁から、社会部の佐々木記者が、 6月例会に参加し取材しました。佐々木記者は10年前、「千

葉笑い」を創設された方です。笑いに造詣が深く、もっともっと社会の中で、ユーモアが理解

されるようにとの思いがあり、我々の味方として頼もしさを感じました。先ずは感謝です。

時事川柳 ◇フランスが考えない葦になりすまし

◆一面にスポーツの出るスポーツ紙   蘇る !9月号 掲載

☆ 【メッセ貝も笑う】       |☆ 平均寿命更新

☆日米フィルム摩擦

もっと色をつけてくれ !

―
コダック社

☆用語の改変

孝行をしたい時には親四人  一一 子

☆温故知新

祖父「ソロバンずくって言葉知ってるかい」
「もの凄い」を「のも凄い」に   1 孫  「古いなあ、パソコンず くだろ」

改める 一一 国語審議会
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石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史 。志村葵・曽田英夫・高木正明・辻恭子・

豊田洋代 。波木博信・野本浩一 。疋田丸子・上方恵理子・門回泰宣・山本勝美

*下線の方は初参加です。

#1.上方恵理子さんは豊田さんの知人だそうですが、若い学生さ々 です。
#2.女性の参加が増えてきました。 5月 に仙台から微少女隊が参加したころから、賑や

かになってきまして、その傾向が続いています。今後とも期待したいものです。

先月例会出席者 8月 23日実施

Jヒフア月雲理翌葡Fさんからの初参加のご感想

この間は楽しい一時を過ごさせて頂き、ありがとうございました。

皆さん、年齢の割りに (失礼ですが)頭がやわらかく驚きました。

特には、新聞にのったオウムの作品がよかったと思います。

大した事が書けなくて申し訳ございませんが、私もあんな風にジョークがすらすらと出るよ

うになれたらいいなと思いました。

たLオ 月ヽ藤さんの例会 (2回目)感想

色々な作品を皆さんが、どれがおもしろいとか、どうすればもっと良くなるとか切磋琢磨し

ている姿を見て “そうか、ただ感己、してるだけでなく、いつかは作品のおもしろさとか、自

分の好みの作品などが冷静に分かるようにならなければ"と思いました。

カットも紙面をやわらかくするための工夫であり、あの大好きなほのぼのとした絵は天野秀

雄氏の作品で、とても楽しみにしてる人が沢山いると知ったのも今回の収穫でした。

習うより慣れろと云いますので、また出席させて頂き、より良い会報を発行しようとしてい

る皆様の努力に接することによって会報を見る目もより深くなる気がします。

鸞

伝笑鳩NQ 7

貌 鳥

変集協力

ほのぼのカット

発行所

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。

1.10月例会10月 25日 (水)18:30～  内神田社会教育会館7F小集会室

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。

９

紆

2(1995.9.27発 行)

野本浩一

石井志津夫/曽田英夫

奥村篤史/門口泰宣

印南博之//篤木正明

理 予魏

同巣会ジョークサロン

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)

1995。 8.17～ 1995。 9.19

横浜市//天野秀雄 。本多宣昭、岩槻市/辻
与野市//高木正明、越谷市/鳥居晴美

練馬区/中沢信男、大阪市//芝原健夫・松岡昭寛

津島市//彼辺保夫、千葉市//本間嘉寿子

京都市//広川友雄、豊島区/宮沢純子
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