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υ伝笑鳩υ 今月の一笑

★木立ち往く 黄金色の 髪飾り

★髪あれば 皆グルに見え 世紀末

(東京都 土井 沙知代)

サロン同人及び読者の皆様ヘ

1777年 12月 す日

変キ烏こと野本浩一

2000年 1月 から、暫くのral、 日本を響守にす
ることにりました。フィリピンにある会在に勤務す
るのですが、日本人及び現地の人ミを合わせて30
人功L模 の`1ヽ さな会社なが ら、31社長という壼職につ

くことになりました。

従いまして、ジョークサロンヘの参わは中断せざ

るを得なくなりました。ですが、サロンの開催や、
「伝笑鳩」の変集や奔近は、幹事 :も の方々が手分け

することにより継続されるとのことですので、ふ置

きなく現地にたけます。

思えば、 1987キ にサロンが奔足 ヒた折の芥た人の出下廣咸さんが、ラ

オン帥の副社長だった時には「僕は31社長ではなく、 (れ を)拭 く社長だよ

(ほ らを)吹 く社長だよ」等4fFっ ていまヒた。

フィリピンでは通常は、英語が公周語ですので、英語でそのような洒落た

コークを言えるかどうか分 りませんが、明るくえ気にしっかり生活して行く

もりです。共に働 く方々と、暮びを分かつ事ができるような「 (十 )輻社長

に戌ネたら、と思っております。
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落ちつきましたら、時折 はマニラ使 り

の折は、「どんな顔 をしているのかな…

では、人。

でも近ることができると思います。
…今は」子と思い浮かべて下さい。
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曖冬で なかなか寒く ならないが 大いに笑おう ジョークサロンで (曽 口英夫 )

東京都/北龍賢 内

東京都/片野博司

町田市/青木孝

河内長野市/山下貞子

三鷹市/高木孝枝

野本様 いつも有がとう存じます。お続けになられるよし、何より

と存じます。お年末ともあいなつて、お忙しさはひとしおでござい

ましよう。どうぞおいたわりの程を。

このたび野本さんは海外勤務になられるとのこと、企業社会激変の折

から大変なことと思います。が、日本を離れて又別の視点から世界を

眺めてみるのも一興かと存じます。

4年間の海外勤務、いいですね。一段と飛躍されて、スケールを増し

てこられることでしよう。どうか、お元気で、かけがえのない貴重な

体験をなさつて下さい。

東南アジアでのご勤務のご準備にお忙しいことと存じます。長

い間、伝笑鳩を飛ばし続けて下さつて、本当に有難うございま

ました。一昔前、山下は生死の境に居りまして、同巣会のこと

ばかりが頭にあったようでした。野本さんからのお便 りを枕元

に置いて、何とか駄洒落のお返事を書きたいと思つているようでした。あれから10年、

野本さんのお働きで伝笑鳩も立派に成長し、多くの方を楽しませて下さり、私も本当に楽

しませていただきました。ご健康が守られて、お元気でお帰りくださいますようお祈りし

ております。

(ジ ヨクーサロンの創設者である故山下廣蔵さんの奥様から暖かいお言葉を頂戴しました。

歴史ある「伝笑鳩」を何とか「伝承鳩」していきますからご安心下さい)

海外にご転勤とのこと、「伝笑鳩」をここまで大きくされた貴方

様ですから、きつとお仕事の方でもご活躍なさつていること拝察

しておりました。思えば、貴方様から風変わりなお葉書を (失礼

!)ち ようだいして「ジヨークサロン」にお誘いいただいたのは

もう七年ほど前のこと。あの頃の私は、もちろん、今より若かつ

たわけですが、三度目の転職後の慣れない職場で、全て納得いかない自分の人生に迷つ

ていました。一度だけ神田でお目にかかつた野本様の印象は、多分、私と同世代の方と

は思いましたが、想像していたより、小さな方で (再度失礼、何しろ、身長だけは “紀

香"と 同じですから)あの「伝笑鳩」からは想像できないくらい真面目なお顔つきに、

ちょっと驚きました。初対面がことごとくニガテな私には、うまくそのお仲間に入れな

かったように思いますが、あの時、申し上げた事だけはよく覚ています。「人を泣かせ

るのは簡単。でも、人を笑わせるのは相当むつかしい。そのネタを真剣に考えている皆

さんは、とても真面日で、そこが素敵」・・…。あなたのお帰りになるまで何とか存続され

ることを願つております。野本様のご活躍とご健康を心からお祈りします。
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東京都/懺邑LLIシヒ断召 理≧とさ え′CD世
=オ

ロ /Jヽg突

ご栄転でさみしくなりますが、『伝笑鳩』の国際化がいよいよ実現しますね。

「来年はビフテキの年かいな」

「なんでや」

「ミディアムレアゆうてうるさいがな」

「それを言うならミレニアム」

勝つてはいけない  子供相手の試合

刈つてはいけない  植えたばかりの芝生

駆つてはいけない  中古車

飼つてはいけない  猛獣と爬虫類

千葉市/え工産喜果泉禾J ノ:I柳
「

2000年 」

変集鳥には東南アジアヘ転勤の由、将来に向けての大きな飛躍のチャンスと存じ申し上げ

ます。一日も早く現地の空気に馴れ、珍しく面白いジョークが『伝笑鳩』に寄せられる事

を熱望しております。

☆ 鳴呼悪い 予感ばかりの 2000年
☆ 2000年  夢追う人の 始発駅

☆ ミレニアム おんなますます 強くなる

京都市/ルミノ:Iメ乏宏饉 ダ ジ ヤ 連 発

前略、東南アジアに約 4年間も.¨ 淋̈ しい限りです。それと裏腹に、意外にも現地の良さを

発見なさつて、心を盗難なされぬようにお願いします。

★「あなた、お電話よ」「オデンは、今食べてる」

★「贅肉だいぶ取れちゃつた」「税に食われちゃったのよ」

高 木 I「―明   コ ミ ッ ク ど ど い ノ か わ ら 版

本家マネした党首の質疑 冷めた漫談ピザ問答

介護見直す自民の腹は 選挙見直す票の読み

やるのやめるの献金集め やめるジェスチヤー選挙前

会社ぐるみや警察ぐるみ 主犯は社長や本部長
ドンと打ち上げドスンと落ちて ついにお手上げH2
早いテンポのムードに押され 声も下火になる演歌

過剰融資で金利を絞る 客の保護より客の反故

押しちゃいけない保証のハンコ 借りちゃいけない商エローン

他人同士で愛する二人 ヤラセ大すき好きフジテレビ

フアン夢消すダイエー騒ぎ バーゲンついでに出す工藤
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曽 田 英 夫 a土ヨ欠 NE WFヨ

Ω 強くなつたり 弱くなつたり Ω

◆酒すすみ 笑い上戸の 笑い声 強くなつたり 弱くなつたり

◆頭さげ 弁解してる その語勢 強くなったり 弱くなつたり

◆横綱に なってもやはり 貴の花 強くなったり 弱くなつたり

◆切れかけの 蛍光灯の 明るさは 強くなつたり 弱くなつたり

Ω 恥をしのんで そつと言います Ω

◆やめたのは やつても切れぬ ハーフ百 恥をしのんで そつと言います

◆同期では 出世頭が もう常務 恥をしのんで そつと言います

◆貧乏で 学校行かず 免許取り 恥をしのんで そつと言います

Ω 世間はどないなつてまんねん Ω

◆貴の浪 大関転落 唯の並 ついに閉店 技のデパー ト

◆ロケットが 発射そのあと 爆破され 三百億の とんだ損害

◆ジェット機が 電線切つて 大騒ぎ みんなストップ つい、らくだ

◆ミイラでも 生きているとの 定説は 常識外れる グルグルバーだ

一 ノ 瀬 善 秋 頓 知 問 答

次の問題は頓知問題です。チヨット頭をひねつて考えてください。回答は 6ページを

ご覧ください。

1.どんなに悪くても、目鏡をかけられない目つて、どんな目?

2.周 りからは、その人がかいているところは見えるけれど、その人自身は見ること

ができないものは何だろうか ?

3.見ればわかるのに、一々頭のことを聞かれている鳥は ?

4.障子や大切な書類を破ると叱られるけれど、逆に「よく破つたね」と褒められるのは

何故だろうか?            ′

5。 大声でよんでいるのに、返事がない。さて、どうしてだろうか?
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メIIオプロま塁登?男冠

藤 井 敬 ― メII力那 
「

屏冒美藝為斤原頁」

ジャンボくじ 抽選までの 夢を買い

賽銭の 割りに拍手 ハデに打ち

小吉は 喜ぶべきか 厄男

恋愛運 妻に隠れて そっと読み

神主は デノミの五円 待ちこがれ

賽銭箱 五百円玉 使えます

除夜の鐘 誤動作なしに 百八つ

ミレニアム どこの国かと 地図広げ

ウインクの 達磨ばかりが 又も増え

11月 28日   〃

12月  5日   〃

投稿界のニュースター硯る
藤井敬三さんは、 “稲城市のアメンボ"のベンネームでめきめき投稿の成果を挙げておら

れます。特に 9月から投稿を始めたばかりの週刊読売の「玉手富」には、 12月 8日現在

連続 9週掲載されているという破竹の勢いです。尚、「玉手箇」には他に阿部浩さん、門

口泰宣さんが、も一つの「千歌仙」という欄には高木正明さんが、コンスタントに掲載さ

されています。その他野本浩一さん、曽田英夫さんも時々採用されており、夢は「ジョー

クサロン」の仲間だけで当選を独占することです。

11月  2日  夕刊フジ   会議中 着メロとどろき 睡魔消え

11月 25日   〃     鍋奉行 仕事で生かせ その手腕

11月 14日  玉手笛    人間関係はキルギスしなかつた  一一日本人

11月 21日   〃     次は米スターをめざしたい  一一横浜・佐々木投手

(こ の作品は 11月度の月間賞に輝く)

諸行無情  一―銀行界大リストラ

天高くウマくいかず  一一H2ロケット

阿 ]キБ  者彗     
「

冬 σDノ IIイじ口」

親ガメと 子ガメ首出す コタツから
孫がいる 家の前には 雪ダルマ

死ぬ時が 分れば金は 貯めやせぬ
遺言を  書いて介護の 手を抜かれ
添い遂げる 覚悟がついて 見える道
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佐 藤 忠 恕 百 人 一 首 も じ り &川 柳

1)介護保険に因んで詠める

保険料は 上がりにけりな いたづらに われが身寄りを 介護せしまに

(花の色は うつりにけりな いたづらに わが身よにふる ながめせしまに 小野小町)

○心より 金で介護と 政府決め

●寝たきりに なるまで払う 保険料

○介護保険 中身理解に 介護要り

●長生きし 介護終われば 介護され

○その内に ペットが介護 要求し

2)景気回復に因んで詠める

回復は たえて久しく なりぬれど 気配流れて やや聞こえけれ

(滝の音は たえて久しく なりぬれど 名こそ流れて なお聞こえけれ 大納言公任)

○回復と 政府何度も 期待させ

●不景気に 経営責任 押 し付ける

○リストラヘ 不景気効果 活用し

●だんまりを 決め込む人は 好景気

○不景気と 嘆く割には 消費増え

3)イ ンターネット導入に因んで詠める

誰かれと 知る人にせんと Eメ ール 待つも虚しく 友なら早く

(誰をかも しる人にせむ 高砂の 松も昔の 友ならなくに 藤原興風 )

○苦労して 選んだパソコン たな晒し

●パソコンで 妻との対話 途絶え勝ち

○パソコンで 便り増えたら 預金減り

●体験が 情報量に 追いつけず

○パソコンの スピー ドほどに 進歩せず

『頓知問答回答』
1.う おの目 2。 いびき 3.禿鷹 (禿げたか?)

4.スポーツなどの記録  5.本をよんでいるからだ
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石 井 志 津 夫   メ

☆ピンチ

女房にFA宣言された

定年亭主

☆世界人口60億超す

地球が重さに耐えられるだろうか

心配症

☆臨界

会社一一頭にない

住民一―頭にきた

* ノモト過ぎれば暑さ忘れる

* 海外栄転

* 今後のジヨークサロン 1

* 今後のジヨークサロン2

ッ セ 員 も 笑 う

☆山陽新幹線落下事故

信用も地に落ち、ガタガタだ

利用客

☆子供の体力低下

足を引つ張るのは得意ですけど。

両親

☆調査結果

放射線―二高レベル

モラリレー巡ンベル

優秀なエアコン営業マンです

情熱の比島と見込みました  社長

′ら、ノモトない

ノモートコントロールでお願いします

Fヨ Eコ 署毒燿ヨ あ り が と う 野 本 さ ん

約 10年に亘り“ジヨークサロン"の リーダーとしてお世話願いました野本浩一

さんが、冒頭のご挨拶の如く、フイリピンヘ渡り鳥となつて一月早々旅立たれる

ことになりました。残された者は巣立ちの遅い雛ばかりで大慌てです。今後の運

営につきましては、最終ページに述べてあるような新体制で臨みます。「伝笑鳩」

変集鳥を引き継ぐ私が、僣越ながら餞の作品を作つてみました。読者の皆様から

も既に野本さんへのメッセージが届き、掲載させて頂きました。

* 味ノモ ト             伝笑鳩の書きダシ、見ダシに隠し味があります

* ノモトもたちでいつもにぎやか   何かとよく利用した “レスタ"を開拓

* 浩一君              高一の時から “お洒落日記"をつけていました

* 真面一本家事ノモト        家庭も大事にされています

* 笑うカードに福来る        カードゲーム界のリーダーです
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阿部浩・石井志津夫 。一ノ瀬善秋・佐藤忠恕・曽田英夫・高木正明 。野本浩一・

藤井敬三・門口泰宣  (小田明子)  (二 次会参加)

#1.野本変集鳥の転勤辞令が正式に出たため、今後どういう風に運営していくか相談

しました。結論は今後とも「ジョークサロン」の火を灯 し続けることで全員合意

しました。それにしても、変集鳥お一人でよくもこんな多種に亘る役害」を果たし

てこられたものだと感謝の気持ちで一杯になりました。

#2.次の如き分担により新しい体制を取ります。読者の皆様方におかれましては、引続

き絶大なるご支援をお願い申し上げます。

総括 :石井志津夫 会計 :曽 田英夫 会場 :一ノ瀬善秋 宛名 :佐藤忠恕

調達 :阿部浩 変集鳥 :門口泰宣

#3.2000年 1月 15日 に新年会を開催致します。場所は初めて使う四谷 3丁目の

“ホップ'(Ъ1 03…3357-4917)午後 2時～ 6時。皆様方に人気投票をお願いして

いる1999年度「今月の一笑」の選定結果を発表します。

変 着 邑 農♭ラた三よ り

今号より編集を担当させて頂きます門口です。美的感覚ゼロの人間が携わつておりますの

で、今までみたいな体裁のよいものにはなりませんでしたが、しばらくの間 (と 言いながらず

っとになりそう)ご辛抱願います。皆様のお便 りと切手、カンパ等は拙宅宛にお送り下さい。

伝笑鳩送付希望の方は一年分 80円切手 15枚です。

〒236-0052 横浜市金沢区富岡西5-34-26 門口 泰宣

電話&FAX 045-773-6074

1.1月例会 :1月 26日 (水)内神田社会教育館第 2集会室 1830-2030

電話  03-3256-8447
千代田区総合体育館の 7階です。神田駅 。大手町駅徒歩 5分程度です。

伝笑鳩ml
発行

変集鳥

変集協力

ほのぼのカット

発行所

23
1999.12.22

門口泰宣

曽田英夫/石井志津夫

/高木正明/藤井敬三

/佐藤忠恕

/土井沙知代

天野秀雄/波木博信

同巣会ジョークサロン

切手・カンパ受領一覧 (敬称略 )

1999.11.20 -1999.12.17

東京都/北龍賢・平野均・菅谷信雄。志賀

吉田翠洋・片野博司 町田市/青木孝
三鷹市/高木孝枝 京都市/広川友雄
河内長野市/山下貞子 中里郡/村田仁平

横浜市/石塚智之。赤石敏春・塚田七郎

千葉市/藤森清彦。近藤森利

９

康．
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1999年 1月 号から 12「l号 まで、巻頭を飾りました「今月の一笑」の中から
il優 秀111:キ :,を読者の記名1貨票で決定 します。
気に入った作品を 3作謂1ま でi塁んで頂き、最多得票作温1を最優秀とします。
この投票用紙を 2000年 1月 14日 (金 )迄に、下記宛郵送下さい。 2月 号で発表 します。
送付先 〒 359-1152 所沢市北野 10-42    曽田英夫宛

辱曇全員F菫量[F I投票隅1 月3つ迄(1)し て下さい。 L_____――

「 l,サ ||(11:lil― げ́t

いま

1月

時事百人一首
★職安に仕事見分ける中年の

声聞く時ぞ秋はかなしき
★しのぶれど表に出にけりllkl有は

金や貫うと地検間うまで
(武蔵野市//佐藤忠恕)

4月

― チ|1柳 『何度も・・・』 ―

◆むかつくと何度も切れる今のガキ
◇フリーター何度もやめるアルバイト
◇おやじ狩り何度も買えるブランド品

(浦安市//奥山わか)

7月

ダジャ連発

「お母さん、こばれる !」

「Jlッ 、 イ可が ?」

「笑諺頂が・ ・ ・」

(京都市//広川友雄)

10月

『長嶋監幡続投』

200o年 問題が解決した
―――― カンピューター

「かたえ(l1 1999.9.3) J

(横浜市/門□泰宣)

2月 '

「ワア| プロの ミスJ

億の手― ドラフト制度に批判

"ヾ

集まって
(奥)  ぃるが、表に出ない所で、相当

金が流れているとの噂もある。

(神奈川県二宮町/前田誠)

5月

| ダンゴ 3歌人

●少子化にハ ドメかけるか 3兄弟
●ダンゴブームを横目に在庫

1 串に刺したいタマゴッチ

●三兄弟だんご流行りで四から三

1 値上げどこ吹く客の列する

(石井//高木/奥山)

だれも

くらわな

はだかの

わたし

いま

(岩槻市//

6月

☆病院の人為ミス続出

:I NOと言える

病人でありたぃ

一 緒  |
(千葉市/石井志津夫)

ここ‐こ「‐‐ヽ‐「『［す・キョン的

8月

Ψ思うようにはならぬ人生0
◆小遣いは妻から貫う給料日

思うようにはならぬ人生

◆傑作だこれはうけると思っても

思うようにはならぬ人生

(所沢市/曽田英夫)

11月

川柳「ああ同窓会」

同窓会古い名刺をそっと出し ´

君と僕同じ窓ぎわ同窓生

(稲城市/藤井敬三)

■ ‐|■q専

12月

★派手な金融合併 ドラマ

裏で焦りのリストラマン

★ゴーン氏手荒なリストラ策に

乗るかそるかの日産車

(与野市/高木正明)

「顔」|え |


