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今月の一笑

★チケット無しでもサッカー場へ

あっても行かない投票所

☆鰻スッポンまむしも効かず

ちょっと高いがバイアグラ

(与野市/高AIE明 )

◇しょっちゅうお産みま愛い申し上げます。 (少子化対策)熱食う友頑張ろう。 (脚 ‖友雄)

OfEL掛け師の黒子に似たる花火下 0霞村 お元気です力、

読み手の方もゆったりとした気分でないと、いけないことがわかります。余裕の必要性ですね。

それにしても力作に敬服しています。 (青木孝)

◇「伝笑鳩」NQ106 1再乳 今号で一番良かったのは、野本様の似顔絵です。 (郷内相

◇お手数ですが、ひきつづきお送りくださるようお願い致します。 (中野隆司)

◇身体の調子も悪くならない様に、皆様、元気にお過ごし下さい。 (愛知県/榊原敏子)

◇楽しい作品をよろしく。 (指田忠雄)

◇野本さんの似顔絵はあたたかさがありまして大変いいですね。素晴らしいです。 (天野秀雄)

◇総裁は誰がなっても変わりない それより笑ってジョークサロンで (曽田英夫)

◇笑中お見舞い申し上げます。時間を何とカトリ寸夏 (暇)を
おしんで作品づくりをして次回には参夏したい。 (平井幸雄)

先月号に掲載しました変集鳥の似顔絵 (土井彩知代さん画)がいいというお便りがありました

が、変集鳥の顔そのものがいいというお便りはありませんでした。

暑中見舞いから、残暑見舞いに挨拶が変わって行きますがヽ読者の皆様もどうぞ、お元気に過

ごして少しでも笑顔が溢れます様に、祈っております。

お蔭様で、ジョークサロンも発足から10年が経過しました。

第 1回目の会合は僅か 5人、読者 0人から出発しました力ヽ 現在まで例会や会報が途絶えるこ

となく継続出来ていますのは、皆様の参画があればこそ、と感じています。

思いっきり笑い転げる、笑顔が浴れる、という気持ちになることが健康の秘訣である、という

ことをよく耳にするようになりました。

これからも、どうぞ、末永くよろしくお願いします。

川越市/岩城元

拝啓   いつも伝笑鳩をお送りいただきまことにありがとうございます。

伝笑鳩を拝読するに、ベテランはますます上達されべまた有望新人が続々と

加入されているご様子、ご同慶の至りです。

世の中がいかに不況でも、同巣会ジョークサロンが盛況である限り、ニッポ

ンの将来は明るいと確信しております。   敬具

〔岩城さんが朝日新聞ウィークエンド経済の編集長の折、ビジネスジョーク特集を組んで貰った

こともありました。サロンカ導断 するのも、いろいろな方の応援があるからですね〕
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暑くなり体力落ちる夏がくる大いに笑ってジョークサロンで (曽
甲
英夫) 

を経

すが 0・ ・。前日にあったのですネ。なかなか随喜出来なく欠礼お許し下さい。 拝上

新潟県北魚沼郡/佐藤憲雄

河内長野市/山下貞子

浦和TF/jlF内末吉

暑中御見舞い申し上げます。ジョークサロン「伝笑鳩」拝受。

辱じけなく厚く御礼申し上げます。

七月二十三日、会場近くの東京商エリサーチに講演に行ったので

伝笑鳩をいつも有難うございます。大阪は湿温共に高く、うだる様で

ございますが、7/10～ 7/13、 私も北海道へ行き、爽やかさと

涼しさを満喫して参りました。前半はスーパーホワイトアロー号で旭

複写はがきを始めて八年で二万枚になりました。
‐枚五十円ですから白力円也です。

猛暑が続きます。ご自愛下さい。お元気で。  98.7.29

07月 31日ついに新居が完成し、 8月 1日入居しました。

今のシンキョうは? 「もう歓声 !!!」

○先日の朝日新間にこんな見出しがありました。

川に三浦綾子記念文学館を見学に参りました。

札幌では高橋一先生 (現在は酪農学園大学の先生)を訪ね、同巣会やジョークサロンのことをお

話している中に、「日本笑い学会」が開かれていることを聞きました。局橋先生も会員になって

おらな 北海道での会では「笑いが如何に医療に役立つか」というテーマであった由です。この

会は関西大学の井上弘先生が発起人で全国に支部がある様です。

伝笑鳩八月号の土井彩知代様の川柳と変集鳥の似顔絵、とても面白くて、ワールドカップから参

院選、あでのイライラが吹き飛ぶ様でした。

暑さ本番の八月を迎えます。変集議 はじめ皆様の御健闘をお祈り申し上げます。1998。 7.30

解 はがき:文面を複写する訳ですから、手元に自分が書いた文章が残ります。八年間で二万

枚ということは一日当たり七枚位を毎日続けるという事ですね。すごい。自分が書いた文章が残

る訳だから、ミニ自分史にもなるようです。伝笑鳩の読者の中には、自分の楽しみを持っている

人も多いようですね。郷内さんの複写はがき、二万枚達成おめでとうございます !)

目黒区/亀山光昭

『イグアナ いるわな 飼い主ワナワナ』・・・

「逃げ出したイグアナと 1カ現 ぶりの再会となった50才の飼い主が、痩せて色あせた

1メ ートル余のイグアナを抱きしめ涙した」

との言己事に思わず笑いました。本人は真剣だったのでしょうが・・・。

○「青酸カリ」入り「凄惨カレー」事件は悲惨で残忍な事件です。ご関係の方々に|力心からご

冥福をお祈りします。一刻も早く、犯人がつかまることを・・・。

辻さんの母上さまのご冥福をお祈りします。

喪が明けたら、また楽しい段駄羅を楽しみにしてます。

〔引っ越し疲れの中、お便りありがとうございます。世相小笑を待っています〕
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読 者 の 広 場

厄甍ノ:|プこ刻饂  ダジャ連発

& シャレ漫画

★「パパは住職だけど、お魚嫌いなんだ」

「いつも魚を相手にしてるのに ?」

「どうして ?」

「オイ魚さ」

★「アタシの愛車どう?」

「いい感じのアイシャドーだよ」

遜、1ぞ/ビこで夕″そをっ々たミ 多`

」
・産ラ由Efllほ どl☆

卜
ざ′ せ /くこンタ

力日藤 勝 彦   マ″
― 夕1-一奮 闘 記

☆三越店で 7月 から自家製カレーソース、ハヤシソースの販売を始めました。

カレーとハヤシを組み合わせると、お客様に喜ばれると思い、 (○○)ペアで

「私のカレー (彼)はハヤシ (林)君」として出しました。

暫くして呼び出しを受け、止めさせられました。
「華麗なるハヤシ」ではどうでしょうと食い下がりましたが、「・ 。・・」。

7■丼玩掠落執メこ   笏司菫三|こ い Z3紹豊雄 i日寺 間

仕事、家庭、社外活動の三つが円滑に進むことが理想とされています。

4月以降の我が家は、同居している85才の義母の病状から、入院t退院などで時間を取られ

るようになりました。今までにない、非常事態です。これまで以上に、家庭にいる絶対時間を増

やさなければなりません。時間捻出の一つは、好きなゴルフも止めること。もう一つは、仕事以

外の活動の時間を割くことを真剣に考えました。 6つやっている社外活動の中から、負担の大き

い2つについて、暫く、休会を願い出ることにしました。ある会は、自分が育てた会、NEIWORK

も大切にしたい気持ちが強く、関係者に申し訳ないのと、自分も辛いのですが、この機の選択と

しては、家庭優先だと思っております。

心身統一道は、暫く日常生活の中で、抜かりなく実践・行じてゆくつもりです。

〔接待の時間を減らして、絶対時間を作る、ということでしょう力、 ジョークサロンの負担は

出来る限りかからないようにしたいと思います〕

…

日 オ 朝 琵 限 っ た

★ 1点取るのに骨折った 一 ゴン中山           石井志津夫

★日本軍最後の試合でゴンと蹴リ ー点入ればジャマーいいか 曽田英夫

☆骨折リゴンのくたびれもうけ 一 W敗日本チーム      門口泰宣 7.19玉手箇掲載

〔同じ内容の作品でもいろいろ出ます、我がサロンでは〕

（｛ンし）
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Fヨ 回 華 第 二 貧 乏 物 語

★朝日川柳掲載「宙吊りの紐にからまるストーカー」 0・ 0猿之助迷惑

Zゴ芽キ理雲薄障ノ宅   【メッセ員も笑う】時事コントあれこれ

武 量 rOま釜護シわ れユをビ高 し

筆 審

―

イ予

貧 乏 人 の 子 沢 山

借 入 条 件

借 金 を _―弓 |く

質 店 ノⅦ の 苦 し み

血 色 児 童

☆腸

絶対に不足させません  一 選管

☆

…菅一発の勝利です   一 世論

☆少子高齢化社会

電車で子供に席を譲った

一 お年寄り

☆対様猜

医は妊術

びヽ き   ヨウジがないから寝てるよリイ士方がない

駆け落ちして鍋釜一つから所帯を始めました

ハム仲間を頼って旅行しました

金持ちの大家族は “リッチ儀者の子沢山"

「担保がないとダメです」「あるとも、ほれ湯タンポ」

銀行が融資を暴力的に引き上げること

にせブランド品ばかりつかまされて・・・

粗末なものを食ってる割りにはいい顔色してるネ

☆当選の秘訣

一枚より二枚 一 候補者の舌

☆0-157
私からうつつたなんていくらなんでも

ひどいよ

イクラどの

一 カイワレガ 艮

☆連敗チョコレート語訳

髪乱し白星追うのもこの暑さ

ベ トベ トとなリメロメロとなる

一 ロッテ球団
一 産婦寿 斗医

☆製品の薄型化

利益も薄くて困つている

一 PCメ ーカー ◆デザインに身も糸田る思い薄型化

野

一

ヒゴうF珂トーーノし′ノ:‖プロ

お酒落自記『七夕の夜は銀座ライオンブラッスリー』から

7月 7日 猛暑襲来の日 ジョークサロン仲間の大嶋京子さん、土井彩知代さんと

銀座ライオンブラッスリーで飲みました。

●ライオンで飲んで帰りは虎になる  OL9た美女と飲めるはタナボタ碁   嘔お

●ビヤホールグラス交わして目も泡し ●待たされてありつくビール早く減り

●乾杯が続いて懐心配し       ●オーダーもシャカリキになるビヤホール
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動

…

             『ラ和ワロ逃≡塾蕪

恋の山手線/痴楽綴り方狂室より

*上野を後に池袋

走る電車は内回り

私は近頃外回り

*彼女は綺麗な鶯芸者

日暮里笑ったあの笑窪

田端を売っても命がけ

思うはあの娘のことばかり

我が胸の内駒込と

愛の巣鴨に伝えたい

*大塚なびっくり度胸を定め

微 に姿当いに劇也菟撻

行けば男が目白押し

そんな男は駄目だよと

高田の馬場や新大久保の

伯父さんたちの意見でも

新宿聞いてはいられません

*代々木なったら家を出て

原宿減ったと渋谷顔

彼女に会えれば恵比寿顔

親父が生きてて目黒いうちは

私もいくらか五反田

*大崎真っ暗恋の鳥

彼女に贈るプレゼント

どんな品川良いのやら

田町いも宙に跳ねるよな

色良い返事を浜松町

そのことばかりが新橋で

誰に悩みを有楽町

思った私はすっ東京
*なんだ神田の行き違い

微 はとうに秋靭

ホントに御徒なことばかり

山手は消え行く恋でした

綬曼リ ブ巧王宣ヨ』

左回りの山手線/柳屋銀座綴り方狂室より

*上野を後に池袋

走る電車は内回り

日本経済空回り 左回りの赤信号
*この世の春と鶯ゃホケキョ

日暮里笑ったバブルがはじきゃ
バタバ田端と企業が倒産

思えば最大不況の波が

隅から隅まで駒込入り

皆の巣弔静こ色はなし

*ああ大塚ない、大塚ない、拓銀・山一・長銀倒れ

景気はどこに池袋

問題・課題が目白押し

年金制度も駄目だよと

高田の馬場や新大久保の

伯父さんたちの未来無く

自殺・新じゅ―く心に代々木る
*失礫壽朝日でリストラ社員

原宿減ったと渋谷顔

職ありつければ恵比寿顔
*親父が生きてて目黒いうちは

中小企業も五反田だった

大崎真っ暗二代目社長

不況に打ち勝つ商品作り

どんな品川良いのやら

在庫ばかりが田町ゃう

取り立てヤクザが浜松町

そのことばかりが新橋で

とても気持が有楽町
*今日は参院東京日

なんだ神田の無党派層も

自民にゃとうに秋葉原

御徒な総理もさようなら

山手生まれる新政権も

盤回しのグルグル回り

山手線政権の電車ごっこ

運転手はキミだ車掌はボクだとはじゃいでる
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佐 藤 忠 恕 語 呂 合 わ せ メ::相ロー 疹戦選 ―

参院の負けで下りる羽目に)

○後継はやはり派閥の合計か  (首 相の後継者はやはり派閥の

バランスで決めるのか)

○外郭の見直しこそが改革だ  (今 は不要になった外郭団体の整理こそが

財政再建の重要ポイントだ)

○無念 じゃと橋本さんの胸ん中  (改革の志半ばで退任ですから)

一一 /沸 貢宅多君k  『最近世相四字成句 (政経編)』 日記より

経企庁日 自律回復 雇用回復 景気好転 楽天予想  (平成九年七月)

実体経済 景気後退 消費低迷 経済失政 政策不況 世相音痴

ブレーキ アクセル 同時運転 官僚汚職 末端処分 責任回避

金融不安 受皿銀行 後手後手 不良債権 コゲツキ資産 土地下落

公的資金 (税金) 公共事業 (ゼネコン救済) 甘目減税 赤字国債

経済白書 弁解白書 官僚作文 失速容認 部数激減

○乾杯と思い描けど完敗 し

○大臣は参院負けて退陣 し

参院選挙 打上花火 選挙口約 憤怒下票 自民完敗

炎上達磨 水溶達磨 日本沈没 新総裁選 十六三氏

新指導者 救国内閣 野党責任 信頼回復 自信再建

『自信再建で上向くのを期待したいですなぁ』

(上手 く行けば楽勝と踏んでいたのに

蓋を開ければ大敗北の自民党)

(せ っかくなった大臣の椅子も

菅勝乾杯

派閥均衡

奥 LLIわ か   ☆見るにしのびないものあれこれ

○大股で居眠りしている 小股の切れ上がった女性

○真っ黒に染めた根元に 真っ白な毛がびっしりの おしゃれな人の顔

○背広を着込んで 滝のように流れる汗をなぜか拭かない 電車のサラリーマン

○スリップドレスの肩にチラつく どう見ても下着の肩ひも

○痛々しく力ヽ こ股で往く 超ィヽイヒールの 女の子

○彼女が譲った席に座って おまえ、おまえ なんて言ってる ピアスの坊や

○「いつまでも優しい妻であれ」と書いてある ホームわきの 七夕の短冊

*7月号 7頁  「通勤でやおらとりだすかえわらじ」 ― 兼業主婦 ― に訂正します。
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匡口届コ幸等だ五  名句換笑/ジ ャンル小咄/ルビンしたいん

名句換笑
ころころと肥えた因果の暑さかな (路前)

→   ころころと肥えた脂肪の厚さかな

柄をたてて吹き飛んで来る団扇かな (たかし)

め   尾を立ててとび込んで来るゴジラかな

ジャンノp/1ヾ出   ◎「ユッコっていいな,デルモ体形で・・・」

#4 モデル篇   「アラまゆの方がいいよ。モテル体形だもん」

◎「モデルって大変ね、好きなものも食べられないなんて」
「でも良い男は食べほうだいよ」

ルビンしたいん     ヤッテモムダ    マケタラノサシ   ニカレガカチ    ノVレカ汗ウサ

新笑品         美容体操   地方競馬   敵前逃亡   新東京国際空港

『世の中はルビを付け  カケiノ1カ リ   ネンキンフアン   江カナイ    ヤスモノホリノヒトウシナイ

たい熟語ばかり』  政治改革   停年退職   臨死体験   地雷撤去

局 /RIE明     ―′ミ 、ソ
`ク

ど ど い ― えンヽオっ 4Ь周反

☆揺れる無党派参院選で 誰にしようかロスタイム

☆冷えたピザでもチンすりゃ食える 食えぬ自民の総裁選

☆ダメな銀行絶たねばならず 絶てば献金来なくなり

☆透ける浴衣が朝顔市に 咲いた入谷の鬼子母神

☆涼を求めてペットも避暑に ワニやイグアナニシキヘビ

☆昔晴出てきてホコ天中止 表がダメなら裏参道

☆ロッテ連敗記録を破り 噛んだガムまで伸び悩み

☆勝てば祝杯負ければ苦杯 惜しい惜杯残念杯

(飲めりゃどうでもいいお酒)

曽 田 夢軽メモ   菱二記欠NEW門

機夏が来る   台風がまだ1つだけ異常さで
 箕驚炉努灯雪倣巽はフラ歩ンサーに 注彗ハワイアンコンサート行き狙い決め カメ:

ハワイアン聞き入る客と演者ともに ハゲた頭かシノレ ―ヾの髪

∪世間は    探査機が軌道に乗って飛び出した 「のぞみ」をかけて一気火星ヘ

どない   フランスは優勝祝い街中で 皆の歓喜が仏仏と沸き

なって  ようやくに双子の牛が生まれたが ここへ来たのはクローンの結晶

まんねん 不景気で贈答センター閑古鳥 デパートピンチの注もんがた減り  *注減

人生を幸せにするバイアグラ 飲めば分かれる性か死かが
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阿部浩・一ノ瀬善秋 :印南博之・奥村篤史・奥山わか・佐藤忠恕・曽田英夫・高木正明・

土井彩知代・波木博信・野本浩一

#1.雨も降っていまして、少人数になるのかな、と思っていましたが、久し振りに参加と

いう阿部さん、波木さんが立ち寄ってくれましたので、 11名になりました。

#2.常連組の都合が付かない時にはヽ それをカバーするかのように参加者が出てくるとい

うのは、嬉しい限りですね。

葬 窯ジビ て上 り

★例会に顔を出していました疋田丸子さんからお便りがあり「暫く、休職し、静養の為帰省し

ます。上京し、又、サロンに顔を出せる日を楽しみにしています」とのことでした。

★又、サロン幹事の奥村篤史さんからは、 9月から福岡に転勤になります、との電話がありま

した88月 5日に少人数の壮行会を開いて、激励の宴を開催しました
`当日欠席の高木正明さんの「アッシーさんを送る」どどいうを披露させて頂きます。

・ダジャレ修行で派遣の辞令 福岡サロンの支店長

・サロン屈指のダジャレのエニス 飲めや歌えの送別会

・家族ぐるみか単身なのか 他に泣く人いないのか         |
・ ジョクサロンの伝笑鳩で 飛んで下さいアッシーさん

・博多名物 トンコツラーメン 食べりゃ元気に湧くジョーク         ‐

0福岡発信アッシー便り ・ジョーク待ってる久松町           :
☆ということで、お二人のご無事を祈ります。待ってますから、又ぜひどうぞ。

1.9月例会 :9月 24日 (水)中央区立久松町区民館 5号室 18:30-20:40

離  聯異臨 7t島」∫[£吉∫黙2∬
*都営地下鉄新宿線「浜町」駅からも歩けます。

2.お便り&切手の送付先 146-0085 大田区久が原6-20‐ 11 野本宛

容&FAX 03-37537725 です。 (AM9:00～ PM9:00)
郵送申込みの場合 :一年分は80円切手 15枚です。

イ云
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野本浩一

曽田英夫/石井志津夫

野 嚇観赳/Fl回種

高木正明/印南博之

佐藤忠恕/一ノ瀬善秋

天野秀雄/波木博信

同巣会ジヨークサロン

″駕弘名鑑 冒:(櫛
囃9

横浜市/天野秀雄、千葉市/石井志津夫

京都市/劇 |1友雄、町田市/青木孝

岡崎市/中野隆司、八王子市/1旨田忠雄

川越市/岩城元、茂原市/野崎渉

河内長野市/山下貞子  ‐   ,
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