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今月の一笑 結婚交座

・最近の男女関係

生まれた子血液型で父わかり

お腹の子三二九度でいい気持ち

(埼玉県/山本勝美)

個人的な事から書かせていただきますことをお許し下さい。

伝笑鳩の読者の一人であった原田知子さん (変集鳥の義母です)が11月 8日、肺癌にて亡くな

りました。享年 71才、誕生日を過ぎて間もなくでした。

病床のベッドにあって、読むことが出来なかった伝笑鳩73号を、柩の中に入れさせて頂きまし

た。天国でジョークサロンの生みの親、故山下廣蔵塾鳥とお会いして、共に最新号を読んで貰え

たら、と思っております。
「変集鳥のコメントも以前より、少しは良くなってきていますね」などと、仰って下さいまし

たが、もうコメントを頂けないのが、残念でなりません。

その通夜のあった日に、ジョークサロンに届いた手紙から笑介させて頂きます。

辻恭子様からのご笑介で、同巣会ジョークサロンのことをはじめて知りまし

た。伝笑鳩その他を辻さんに見せて頂き、たいそう興味を持ちましたので、

どうぞよろしくお願い致します。

私こと戦前のおとめにて、よわいは70過ぎておりますが、95歳まぎわの母がまだおります
ので、いぜんとして『娘さん』の地位を保っております。

迎(むかえ)→も人、は27111佐賀の産で、あちらに多い名字とか。

〔なくなった義母とほぼ同じ歳なので、読者が入れ代わった印象を持った次第でその偶然に驚

きました。又、変集鳥の」ヽ学校の同級生に、迎さんという人がいたので、合わせてドキッと思っ

た次第です。
姿
第次第に親しみを感じた次第です〕

               疑

紅葉の便りもちらほら聞ける季節となりましたが、皆様には益々ご活躍の

事と存じます。

たった一回の例会出席の者ですが、伝笑鳩を楽しく読ませて戴いて居りま

す。是非とも続けてお送り戴きたく、宜しくお願い致します。

大和市/飯田悦子

杉並区/力lヽ島信二

この一両日、急に冷え込んでまいりましたが、お変わりご座居ませんでし

ょうか ?

さて、私事で恐縮でご座居ますが、チョット期するところがご座居まして

永らく愛読させていただきました「伝笑鳩J一旦、お休みさせていただきたく存じます。

永らく有難うご座居ました。ますます、この会の発展と1看躍をお祈りいたしております。

〔4649と 347。 ヨロシクとサヨナナ。楽しく、ゆったり、生きましょう〕
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お ひ さ し ぶ り で す な ― か Lい 資Fτド

市川埠/ 代ヽ京子
さ介一夭は

膨か
た。駅

れない隠れた名作が多数あることも知りました。

奥村さんの熱唱もあり、やはり何でも “生 (ラ イカ"が最高だと思いました。

まだまだ私は頭も硬くて勉強不足ですが、いっぱい好奇とヽのアンテナを張って楽しいジョーク

を考えてゆきたいと思います。

☆ トリマーってご存知ですか。 (角 を丸く切れるハサミのことです)最近、部屋で大流行。

こんな会話が聞こえました。

A氏「誰か、私のカドも取ってくれ !」

B子 「カドを取ったら、他には何も残らなくなりますよ」

C子「取らなくてはいけない人が他にもいっぱいいるのにね」

〔例会ご参加ありがとうございました。これからも、いろんな会話を教えて下さい〕

河内長野市//山下貞子

最近、大分洗練された作品が多くなり、楽しみにさせていただいておりま

す。会員が多くなって大変とは思いますが、何でも載っていればいいとい

いて…。今日、新聞にお名前の載った叙勲の諸君もこんな気持ちかも知れません。日頃は除勲を

主張していた人の気持ちは複雑でしょうね。

まあ、私達はジョーク、ン?、 なるほど、ワッハッハと参りたいものです。

江東区/沼田卓一

先日は久しぶりに参加させていただきありがとうございまし

みなさんの名人芸のような笑品に感いさせられ、も、だん伝笑

伝笑鳩73号をお送り下さり有難うございました。

先ず、今月の一笑を見てびっくりしました。便りの笑介もしていただ

本格的な冬がやってきました。ジョークサロンに集うみなさんお

元気でしょうか。山の上に住む私にとっては、過ごしにくい季節

になってまいりました。生活の中にもっと鳩を飛ばそうと思うの

う事は、一考の余地が有ると思います。

〔何でも載せている訳ではございません。先ずは、読者のお便りを掲載し、その後に、例会参

加者の作品を掲載する、をモットーにしています。ご容赦下さい。ですが、意見は歓迎します〕

愛知県南設楽君膨//」 西ヽ祥二

ですが、ただただ感心しているばかりです。う…ん。ダメだ。また次に挑戦します。

京都市///瑾JIIフ受玄任l  ブ貯多ガジ ャ 美塾多造  ―キスが好き―

☆「一目を忍んでするキスは何というキスでしょうか」「は～い、アキスです」

☆「一度すると唇が離れにくくなるキスは何でしょう」「はい、ホッチキスです」

☆「キスというのは英語でKISSと 書きます。ある人が、KSSと書きました。これは、間違い

でしょうか、それとも意味があるのでしょうか」「それは、愛(I)の無いキスです」

☆回説き文句です。貴方が好きな人を回説く時に使いましょう。
「卵の黄身と自身はどっちが好き?」 「私、自身が好き」「僕は君が好きだよ」
「卵の黄身と自身はどっちが好き?」 「私、黄身が好き」「僕も君が好きだよJ
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今秋のスペシャル 志 村 葵 狂養高座「笑文芸紹介」

☆例会に参加間もない志村葵さんですが、言葉遊びへの入れ込みようは、相当なものがあり

ます。言葉遊びの様々なジャンルに取り組む “有遊会"と いう会合で揉まれた実績をベー

スに、志村さんが 9月 15日に四街道市の地区敬老会で行った漫談を再現しました。
その中から、一部を笑介させて頂きます。 〔変集亀〕

>四街道には2年前の 4月 に越して来ました。 4月 3日 に稲毛海岸の出張所に行き、
「明日、転居するので書類を頂きたいのですが」と言うと、
「四街道に引っ越しですか」とズバリ当てられた次第です。
「引っ越し先も言わないのに、良く分かったねJと聞くと、
「今日が3日。明日引っ越しなら、4日移動。四街道、ナーンテ」言われた次第です。

>勤め先は都内のインキ会社です。今を時めく窓際族です。 (威張ることではないんですが)

私の様な素晴らしい男を窓際族にするなんて、何て血も涙もない会社だとお思いでしょう。
でも、良いんです.イ ンキ会社に、血が通うと、インチキ会社になりますから。

>話は飛びますが、オシッコは飛びません。背は低いが、血圧は高い。耳は遠いが、 トイレは

近い。人間、うまくバランスは取れています。

>笑文芸とは

①川柳 (五七五 :蝸牛うらやましいよ借家の身)

②都 逸々 (七七七五 :垢にまみれずお金に無縁真に都民が待った知事 :青島の折り込み)

③狂歌 (五七五七七 :たゆまない影の努力が後に咲く晴れて土俵で名をば天下に :貴乃花)

④回文 (上から読んでも下からよんでも同じ:胃潰瘍もういいかい)

⑤アナグラム (文字の並び替え :今長月に柿赤い■はながつきにかきあれヽ 気がつかない間に秋かい)

⑥薙刀読み (文章の切り方で意味が異なる :碁、負かした//旬]麻、貸した/誤魔化した)

⑦コント (水不足の折り、多少の水増し請求認めます)

という様に、楽しく明るい話題を笑いの文章にしたのが笑文芸です。

>昔から、笑う角には福来る、売れない女優は脱ぎたがる、と申します。笑いは肉体的にも精
神的にも良いことだと証明されています。最近では、大阪の吉本興行が岡山の病院で癌の治
療に笑いの効果があると言っているくらいです。

見る、聞く、読むの笑いも結構ですが、作って、演じて笑うのは老化防止に役立ちます。
笑いの基本は洒落 (地口)です。古典落語のオチの多くは酒落、駄酒落と言っても良い位の

物もあります。

>難 しいなんて思わないで是非トライして下さい。身近な所にネタがゴロゴロしています。
では、兄 いつか、笑文芸で会いま笑。
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■0メヨffIJ髪蚤イ言占舌σD多∈い ププ

あかるく笑う。かわいく笑う。さらりと笑う。たのしく笑う。なかよく笑う。

笑い方もいろいろ。例会作品のどこかに、あなたに合う笑いがあるかも知れませ

いつか、どこかで思い出して、笑ってみて下さい。 段集鳥〕

湘南ナンバー/育言日日議支   ワ ァ  ! プ ロ の ミ ス ・XI

1

2

3

4

5

6

九名胴衣…こちらアエロフロート119狽L非常事態発生により不時着いたします。なお

ライフベストは九名分しかありませんので念のため。 (救命)

強調性…お前は、何かというと自己主張ばかりする。もう少し相手の立場を思いやるこ

とができないのか。 (協調)

独走的…いつもそうなのね、貴方って。ご自分だけ先に行っておしまいになるから、私

とてもせつなくて…。 後齢1)

香港音痴…香港ならまかせておけ、と大見栄を切ったはずなのに、また道を間違えてい

る。困った奴だ。 (方向)

信玄地…武田信玄ゆかりの地を言う。諏訪湖もそうだ。いわく「余の屍は具足を付けて

ここに沈めよJと ある。何かに付けて物議をかもす人だ。 (震源)

スーパーセント…価格破壊を掲げたダイエーの値引き率。 (数%)

ん。
６

奥村篤史 花ィ」
―

アッシー君だよ   〇

●ソング・オブ。ジョークサロン  島倉千代子さんの歌う「人生いろいろ」を聴いて

ジョークサロンの歌ができそうとヒラメキました。

♪死んでしまうほ～ど、笑ったりしたわ。男も女達も、笑いころげたわ。

涙流して笑ったり、無理に笑わせてしまったり、自分ばかり笑って、しらけた時もある。

ねえ、おかしいでしょジョークサロン、ねえ、滑稽でしょジョークサロン、

笑い話に知識がいっぱい、矢P性の中に痴性もいっぱい、

メンバーいろいろ、ジョークもいろいろ、笑いいっぱいいろエロ咲き舌Lれるの。

♪死んでしまおうなんて、悩んだりしたわ。アイカ・ジョーク0ウイット達も、枯れておしまいと。

紙を丸めて投げたり、馬鹿な頭と叩いたり、自分ばかりをせめて、泣いたときもある。

ねえ、おかしいでしょジョーク作り、ねえ滑稽でしょジョーク馬鹿、

笑いの奥に涙がいっぱい、皮肉の中に人′晴いっぱい、

メンバーいろいろ、ジョークもいろいろ、笑いいっぱいいろいろ咲き乱れるの。

●タワゴトロジー ショートトーク

*フセインの信任投票率 99.9%   「不正ん投票では?」 一 アメリカ

*大相撲パリ巡業品丸焼け :全勝 (全焼)と は縁起が良い ― 力士

*大和銀行 1100億損失隠し:Oh!大和編シイ(ヤマト々 シイ)!― アメリカ
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齢

ililll

遺伝だな 悪いことのみ 受け継がれ

若貴に 二世誕生 よ !二子山

PL法 親の責任 問う我が子
ゴミ出しの できぬ娘が ヘソを出し

俺は死んだと セガレを呼んで ダビも頼むと 保険サギ

日本シリーズ 試合のさ中 振り子打法が 今ひとつ      (高 )

大補強 巨人大砲 たまに打ち                (奥 )

野茂が投げ ドジャ‐ス優勝 西地区は メジャメジャ増えた メジャーファンかな (曽 )

日本人 全部をドジャース ファンにする           (奥 )

ピンと感じた 亭主の浮気 ピン子号泣 ノンフィクション

増毛も かつらかぶりも 髪―一重

林 :林勝行、奥 :奥村篤史、石 :石井志津夫、高 :高木正明、

〔一部手直しを担当は変集鳥です〕

サロンで|が気メニューの五七ユ靴 鳳ItIItt

今夜また 官官額額 コンパニオン

官官接待 中止の高知 街の灯が消え 火の車

嫌 (や)な奴と 笑顔で飲むのも 芸のうち

シロクロが ついてクロシロ シロはクロ

我が家での 陪審員は 妻一人

津波警報 出さなきゃ起こり 出せば出し過ぎ

喜界島 大きな地震が 続発し グラグラ揺れて

伊豆までも 地震群発 止まらない 観光なれど

√

また文句

奇l.Rな島に

客泊まらない

大和銀行 隠匿上手 リスク管理は いいかげん

頭取は 頭になって 首取られ

都銀では 賞与―割 カットする 金利乗せてよ かっとしないで

頭が悪いと 総理を批判 切れる頭の 足りぬ知恵       (高 )

うっかりと 首相批判を したために 消えてしまいし 報酬淋し (曽 )

員I]覆ξラぃ

世

1晏発ζ][こ妥子
11聾

詈:泡気に 無 れヽ ヽ   膚 ;プ ヤヤ

政教分離も 裏取引で 金の絡んだ 疑兄弟          (高 )

林

高

石

奥

林

吉同
由
自
由
日

戴

断

始

吉同
林

曽

肝 亦
(林)

(石)

(奥)

(7EF)

(高)

馴

おま毛
￥

一局

林

lTE
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E口肩笥幸華だ
=   

名句換笑そして名曲換笑

==名句換笑 〔秋の部〕==
やっぱリー人はさみしい枯草  山頭火 → やっぱリー人はさみしいダブルベッド
ノl、鳥来て何やら楽しもの忘れ  立子  → 老いが来て何でもかんでももの忘れ

黒ぶどうの黒の集団旅に出る  隆夫  → 黒羽の黒の集団旅に出る  旅がらす
→ 白衣着た自の集団旅に出る お遍路さん

==名曲換笑==
ジンマーマン「錨を揚げて」 →  「怒りを上げて」

バブル、リストラ、就職難、地震、放言、オウム教、登校拒否

にピストルと世の中イカリの種ばかり !

瀬戸口藤吉「軍艦マーチ」→  「玄関マーチJ

酔って帰宅した時は堂々と入ろう !

Ftt Eコ 老毒聾三   玉手富応募傑作選

快調に週刊読売  95.10.22 渡る世間は重荷ばかリ ーー 泉ピン子

玉手笛に掲載  95。 10.29 法無大臣更迭

されてます  95。 11.5 盗聴特許許可局 ―― CIA
暗いマックス来る 長嶋監督

♪それは銀座の官官すすめ♪

ああ無料 ! プリント代競争

文化勲章受賞 遠藤秀作

7ヨダキ囁主要彗菫ノモ メッセ員でっせ (My Creative Correspondence NQ53)

【ユーモア歳言】

E笑う価値のある冗談には、必ず破壊的な

じ

っ

〔10月 例会は破壊的なジョークに浴れていた、というE口象があります。何か、面白いジョーク

が出ると「破壊的だなぁ―」という声が出てきました〕

【メッセ貝も笑う】

☆国勢調査

銃の調査もお願いしたい  一 国民

検察庁殿

☆親方日の丸今昔

昔 一 国鉄

今 ― 銀行

☆ 10月 17日 解任
バレンタイン イランデー

ー ー ー ロ ッァ

思想がひそんでいる。 一 ジョージ・ォーウェル

☆輸入ミネラルにカビ

水に流 していただきたい

一輸入業者  7
☆長寿万歳

昔 ― 棺おけに片足

今 ― カラオケヲ片手

☆新党一本化困難

だから「二本社会党」なんだな

下~国民
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LLl冽匡駐歩〕亀   五五た疑Дtt Eコ メ区   醸句大学血婚学科/今日寿 さだまさし

本日のお勉強 今回は男性編とし、男の基本的な性格と恋愛から子供が生まれるまでの特徴を勉

強します。

基本的な性格 1111111111:|||||||||||||||||||||||||||||||||1111111111111

A型  ケジメを重んじる常識人・コツコツ型のリーダーシップ・内に秘めた思いやりと優しさがある

B型  一見明るそうで実は根がくらい・自分のリズムに忠実なマイキス型・適職につけば大成功

O型  負けず嫌tつマイペース・人情深い熱血漢・意思強固のノツタリティ人間

AB型  合理的で眩がらも夢を語る・なるがままの自然流・頼まれるとしやと言えない

1.炒

A型  心の奥底に秘めた恋・盲目的な恋に落ちる・素朴な□説き文句・未練たっぷり失恋ショック大きい

B型  女性に対し好き嫌しつけじめ力ヽまっきりしない0好きになったら一直線・ひとりよがりで失敗も

○型  恋愛いつも本気・冷静になると本当の気持ちがわかる・恋愛は不器用・ときには引にとも大切
AB型  一人もの想いにふけるeデ _卜本番で緊張・自然な恋が理想・恋愛を真剣に考えるタイプ

2.セ ックス

A型 (省略)B型 皓1愛)○型 (抹消)AB型 (廃棄)し ます。
3. 糸誘 ・:家りこ

A型  老後の生活設計まで考える・がんこ親父に早がわり。よきノ‖、よき夫を理想とするタイプ

B型  夫らしくない夫・独身時代と変わらぬマイペース・仕事中心、家庭はかかわらず

○型  一家の大黒柱を自認するマイホーム主義者・家庭第一主義に徹するよきパパ

AB型  結婚すると極端にかわる・見合い結婚が多い・女性を理想化し注文が多い

野 本 浩 一  そ え ノえよの あ る か な

「長崎殺人事件 (内田康夫著)Jと いう文庫本を借りて読んだ。郷里が舞台になっているので

身が入って読んだ感じ。名物のカステラの老舗の主人が容疑者として登場して…。客先に行く時
に乗った山の手線の車中で読んで、田町駅でおりた時、駅構内のポスターが目に入った。

「え、カステラ世界一決定戦 ?そんなのがあるのか」と感と、していたら、
「カラテ世界一決定戦Jだった。

義 山 光 日召    そ ん な くフDJ=》 蒸3か く5

会社でいつもトイレに行く直前に「トイレJ「 トイレ」と考えながらコピー機に原稿をセット

していると、表示ディスプレイに「トイレを入れて下さい」と出ます。
「トイレとは何だ」と近くの女り

性に聞くと
「ヤダー、おじさん。 トイレじゃなくて トレイですよ」「・・・」

〔世の中、勘違いで救われることもあるし…。tヽいんじゃないですか、それで〕
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先月例会出席者

秋山文江・石井志津夫・印南博之・奥村篤史・墨山光昭・神代京子・志村葵・高木正明・

田口美子・辻恭子・野本浩-0林勝行・前田誠・宮沢純子・山本勝美・門口泰宣 ,渡辺美久

(曽田英夫)         *下 線の方は初参加です。 (  )は二次会参加です。

#1.何と17名の参加です。賑やかになりました。

#2.秋山さんは2回目の田口さんに連れられての初参加でしたが、反応宜しく大いに笑っ

て頂きました。

#3.箋山さんは、読者歴 5年にして、初参加。初めて会らたと思えないのは、何度もお便

りを頂き、伝笑鳩の中で会っているからなのだ、と思いました。

蒙亘 LIJノヒ日:ヨ   ロ黒の象サンマをヨロシク

めっきり寒くなりました。先日は入会 5年目にして初めて例会へ参加し、大変勉強させてい

ただきありがとうございました。ポリープに負けず生きてて良かったと思います。

当日は「笑い」に加え、歴史、文学、音楽 (熱唱つき !)に至るまで、さりげなく勉強もさ

せていただき、この会が長続きするワケがわかりました。ついつい去りがたくなってしまいま

した。二次会では皆さんから名刺もいただきましたが、どっちがほんとの仕事なのか真剣に心

配してしまいました。

11月 中には2度目の手術予定で、続『ポリープとともに生きる』も発行の予定です。暗い

「笑い」 (話題)はこれっきりにして、来年はぜひ明るい「笑い」でまたお目にかかりたいも

のです。ほんとうにありがとうございました。

みなさまもお体に気をつけて、ちょっと早いですが良いお年をお迎え下さい。来年

年に向けて中年より衷心ながら申し上げます。

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。

1.12月例会12月 20日 (水)18:30～  内神田社会教育会館8F音楽室

2.新年会 (そ して 1月 例会)96年 1月 13日 (土)15:00～

於 :神田レスタ80332546215 *作 品を持参できる方はお願いします。

3.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。

4.お便り&切手の送付先 〒158世田谷区深沢75-13305 野本宛

切手は一年分 80円 ×15枚です。

齢

のチュー
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伝笑鳩NQ 7

嫉 鳥

変集協力

ほのぼのカット

発行所

4(1995。 11.22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

前田言ら/琳勝行

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。 10.19-1995.11.15

横浜市/イ

/天
野秀雄 。前田誠、荒 |1区//奥田

京都市//`広川友雄、京都府相楽郡/新田奈

岩槻市//辻恭子、大和市//飯田悦子

千代田区//佐々木ひろえ、杉並区//1ヽ嶋信二

江東区/沼田卓一、愛媛県/寺尾研一

袋井市//寺田博子、府中市/迎久子
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