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υ伝笑鳩υ 今月の一笑

「え娯解 年始編」

*発毛出・・・今年こそ毛が
生えますようにパンパン

*門待つ・・・ス トーカーの別名

(市夕ll市 `F占 博そ)

マニラ市/野本浩一

町田市/青木 孝

与野市/高木正明

神奈川県/前田誠

岩槻市/辻 恭子

秘彗市//岡部千代松

小平市/鷲見恵子

河内長野市

/山下貞子

権 市/矢部ふみ子

!!ジャジャ蛇蛇一ン !! 謹賀新世紀じゃ (小平市/奥村篤史 )

昨年 1月 に赴任して以来元気で活動しています。仕事、カラオケ、ゴルフ

と楽しみました。今年は仕事、ゴルフ、????となるの力もしれません。

100歳以上1 13036メ、

一世紀は短くなつたでしょうか まず、この一年を大切に

未練見捨てて 見過ごす晦日 みんな見送るミレニアム

未知の未来を 見つめて見れば 実る巳年の新世紀

1000年先はとても見えませんが、1000年前へ歴史はたどれ

ます。今日まで生きた確信で明日の夢を大きく育てましょう

♪ボロは着てても 心はニシキヘビ♪

ワタシ ヘビです カンレキです カンゲキ ! メデタイ

毎月「伝笑鳩」を楽しみにしています。時々マンションのベランダ

に鳩が飛んで来て「クククク....」 と笑いを抑えたような声を

発していていますが、その都度 「伝笑鳩」を思い出しています。

いつもながら変集鳥様はじめ強力な協力者の方々には感謝しており

ます。作品以外にも変集鳥だよりが目に浮かび参加しているような

気分になります。

新世紀を迎える希望の声が低いのは高齢社会到来のため (?)景気

低迷のため (?)そ の他色々ありましょう。亀山光昭さんの作品に

「ばあちゃん」ばかりでなく「じいちゃん」も登場させて下さい。

我が家に多い来客や、他所に行く時も友人達にお見せして喜ばれて

います。 7月 の曽田さんの今月の一笑の作品を、私は「混浴の ま

わりはみんな おじいさん」と置き換えて一人噴き出しております。
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2000年度 年間賞決る !

横浜市 門口 泰宣氏

「ダジャ英語辞典」

* Classic bread    コテンパン

* Everything teapot 万事きゅうす

1月 13日 の新年会の席上(12名 出席)において、手集計による厳正な開票の結果、

今まで連続 8年間に亘り、指定席とも言える強みを発揮していた石井志津夫さんを

僅か 1票の差で、門日泰宣さんが第 1位に選ばれました。変集鳥という立場での独

善と偏見による作品選びが効いたのか、お役目ご苦労さんという同情票が集ったの

か、何れにしても偶には新チャンピオンの出現がいいのかもしれません。 4位まで

の入賞者に賞品が贈られました。尚、総投票数は44通でした。

月 氏  名 票数 順位 月 氏  名 票数 順位

1 土井 彩知代 8 7 曽田 英夫 9

2 平井 幸雄 14 3位 8 前田 誠 5

3 亀山 光昭 9 9 奥村 篤史 13 4位

4 石井 志津夫 22 2位 10 門口 泰宣 23 1位

5 大鳥羽幸太郎 6 織田 元康 8

6 高木 正明 12 12 佐藤 忠恕 6

東京都/ネ申 口J肩旨専月 新 企 画 の 提 案

勤めの関係で例会や新年会に参かできず残念に思っております。そこで何らかのお役に立て

ばと恙い「ものは付け」を提案します。誅題に対して読者の皆様からハガキで作品を泉り、不

肖私メが進者をやらせて頂きます。メ物は互月の 10日 とします。優秀賞1名様に十円の図言

券を贈呈します。私メが責任をもって入賞者にお4り します。第1ロ ロの題は「笑いたくて

も笑えないものは」です。送付先 :モ 1570071 東京都せ口谷EXI十歳1-30-14 神出 徹

尚作り方のサンプルを次に示しますので参考にして下さい。
「どうにもならないものは」

* 満員電車の屁    *.LIの 崩れたネジ    *足 がつった林 選手

* 失語症の)経家   *捩 りたみになった給料
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新年は 2001年  新せに ジヨークサロンで 人いに突つて (曽口 美夫)

逗子市//ノt焦鋼 可-2-ジ耐 郡       ブK田 司町・F~―汚尺

青木 (参院自民党幹事長)・ 村上 (参院自民党会長)疑員がぎゆうじる産院で

生れた森を早 く伐ろう (喜朗)

野中広務前幹事長の子分古賀誠氏が、新幹事長 とはお古賀ましい。

京都市//イ■刑豊Dヒジに    乗汗尋纂簿ξ7ぎ嗜柩ズオ発≧

頭ボケたよ 目がカスミ草 朝顔洗い ヒヤシンス

顔はスイ トピー 胸はボインセチヤ 太モモショウブの 虞美人草

授業サボテン 試験サルスベ リ 本当にシャクナゲ ツバキ吐く

あなたはアイ リス ロにチュウリップ しだれ桜で 服従草

これはウメーや スイセンするよ ススキの刺身に ボタン鍋

曽 日ヨ夢毎ジモ      :狂E竃欠NEW門

Ω なんとなくだが 増えた気がする Ω

◆ この一年 狂歌NEW門  笑い声 なんとなくだが 増えた気がする

◆ 栄養を 十分取つたら 髪の毛が なんとなくだが 増えた気がする

◆ ス トレスを 発散するため 飲む酒が なんとなくだが 増えた気がす る

Ω どっと腕組み 思案に暮れる Ω

◆ どうすれば 景気の風が 吹いてくる どつと腕組み 思案に暮れる

◆ 森首相 どうして多い 失言が どつと腕組み 思案に暮れる

◆ 携帯を 電車の中で 何故切れぬ どっと腕組み 思案に暮れる

一一 ノ́ 瀬 善 秋     頓 trI FH5答    (答は7頁 )

1. 10月 30日 の朝、空を見上げたら雀の大群が北から南へ飛んでいた。その雀の

群に混じつて 1羽の鳶が同じように北から南へ飛んでいた。なぜだろうか?

2. 考える人、小便ノ]ヽ僧、ミロのヴィーナスのうち、押しくらまんじゅの得意なもの

どれだろうか?

3.勉 強不足でテストの時に答が何も書けなくても、二つだけかけるものがある。

一つは名前、もう一つは何だろうか

4.桜の本をひつくり返すのは,大変な仕事だろうか?

5. 私の職業は2.99999999だ と言つてる人がいる。この人の職業は?
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東京都/省巨・[ヽ メ色昭 亀 サ ン ー の ■壁,相 ′Jヽ 笑

* 今年の 「流行 り風邪」とかけて、どこやらの「夫婦」ととく

その心は  「熱がさめても咳 (籍)抜けぬ」

* 「中華高級料理」とかけて 「にいちやんの成績」ととく

その心は「時にはふか (不可)ひでえ (ひれ)もあります」

高 木 IL明  コ ミ ッ ク ど ど い つ か わ ら 版

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

前も後ろも 船頭乗せて 組閣旗揚げ 落ちる支持

野党バ リアで ガラスのバ リア 張って挑戦 田中知事

お江戸八百 八町の散歩 地下鉄乗 りねぇ 大江戸線

人気ワインや 発泡酒にも 掛けたい税金 掛け損ね

片や新宿 こんどは渋谷 金属バットの 十七歳

チカン退治に 京工線に 走る女性の 専用線

あっちこっちに お呼ばれ続き 高橋尚子の 足に錆

あの手この手が 八十二手に 勝負の決め手は 行司の

いやな思いは ケロリと忘れ 福は門松 立てて待つ

佐 藤 忠 恕   百 人 一一首 も じ り &ノ IW口編

1)混迷した米大統領選挙に因んで

ブッシュの気持ち

ワシントンに 八十日かけて 漕ぎつけて ひとには告げぬ 泥試合振り

(和 国の原 八十島かけて 漕ぎいでぬと ひとには告げよ あまのつり舟)

○ ゴアの気持ち

お倉入り 皆の投票 こころあれば 今ひとたびの 開票待たん

(小倉山 峰のもみじは こころあれば 今一度の 御幸待たなん)

〇 クリントンの気持ち

忘らるる 身とは思わず 大統領 残りの任期の 惜しくもあるかな

(忘らるる 身をば思わず ちかいして 人のいのちの 惜しくもあるかな)

そこで川柳を

● もう一度 蓋を開けたい 投票箱  (ゴア)

● 任期中 また開けまいぞ 投票箱  (ブッシュ)

2)一方平和な日本の内閣改造に因んで

〇 派閥ボケ 森の命運 絶え絶えに 現れわたる 与党のたじろぎ

(朝ばらけ 宇治の川霧 たえだえに あらわれわたる 瀬々の網代木)

そこでり|1柳

● 顔ぶれを 変えて変わらぬ 不支持率

● トップさえ 変えれば変わる 不支持率

● トップさえ 変えるに変えれぬ 不支持率
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平井幸雄 百人の除夜の鐘
大晦 日の日に、神社では大祓いといって、人々の一切の災厄罪機を祓い清め、寺院では百八

つの煩悩を除くために鐘を撞き鳴らす。 54声 は弱く、54声は強く打つ 108回 の鐘は、百

八つの煩悩を洗い清め、百八つの罪業の消滅を願 う。 107回 は 12月 31日 の旧年中に打

ち、最後の 1回を新年の最初に撞くものだそ うだ・・・・・

煩悩とは、人間の心身の苦しみを生み出す精神のはたらきという。だから、本能

「ほんのう」のおもむくままに生きると心が濁り煩悩「ばんのう」となる。また、

煩悩の元は、肉体や心の欲望「むさばり」、他者への嫌悪 。悪意「いかり」、真実

をわきまえない愚痴・無知「おろか」の「三毒」である。三毒の毒「どく」を清

めれば徳「とく」になる。

世の中は澄むと濁るで大違い。濁点のあるとないとで意味の全く違う言葉になる。

河豚 【フグ】に毒 【ドク】あり

煩悩 【ばんのう】に悩みガケつ淵の人生

透明のガラス飛び散る

坊主とハゲは毛がない (坊主丸僣け)

蛇 (ぢゃ)は人を番む

福 【フク】に徳 【トク】あり

本能 【ほんのう】のまま人生賭ける

黒いカラス飛び立つ

ホース (馬 )と刷毛は毛があり (ホースで丸損)

人は茶 (ち ゃ)を飲む

なぜ百八なのか? 108を 算術と語呂合わせで解明してみた。人生は足したり、

引いたり、かけたり、かけひきもある、割 り切れないものも数々あるが・…・

108=(4X9)+(3X9)=人 生は四苦八苦

可08=¬ 2+24+72=¬ 2月 +24節気+72候=1年

108=6X3X2X3【 六根(目・耳・鼻・舌・身・意)三不同(好・平・悪)二(業・浄)三世(過去・現在・未来)】

108=6X(3+3)× 3【六境(色・声・香・味・触・法)三不同(好・平・悪)三 受(楽捨苦)三世】

108=((3+2)X4)+((4+2)X10)+((5+2)× 4)=シ ョー トもミドルもロングホール

も全てダブルボギーペースの私のゴルフスコアー=未だ 1ラ ウンド100が切れない、情けない。

百八は、人生に苦労はつきもの=2X9X6、 散々な世さ=3X3X4X3、 国に惨=9× 2X2X3、

憎い兄さん=2X9× 2X3、 散々な試算=3X3X4X3に なってしまった。

108は 1～ 9の数字の中で唯―「ラッキー 7」 で割り切れない。 108の煩悩に

ついて考えれば考えるほど、何が何だかわからなくなって、私の頭は煩悩でいつぱ

いの「ばんくらな塾」になってしまった。こだわりすぎたようだ。

何でも煩悩は、百八よりももっと多く、8万 4千の煩悩ともいうそうだ。

84,000は 、なぜ か 108X777.7777777… …………・777777なのだ 。
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大臣に なりたきゃめざせ まず鯰理  (口 野市 今IIP 保)

奥 本 好 寿 史   年 末 遷5ボ ー→ ヽメ うた¬rヤ 洒 落 日 言己

5月 14日 (日 )今 日から年末の発表会

に向けてのメサイヤの鰊習会、 略 喝は
,

群司コ1鰊コラースごい」の異名のある厳 し
い郡司先生の指導。 100人の働前で一人

一人歌 わせ られ、 "あ なたは今 日歌 う

な""言 われた通 り出来ないなら帰 りなさ
い""あ なた方のレベルで楽 しもうと思っ

たら芸術にならん"と か言いたい及題。ベ

ソをかく女性、頭にきて立ら去る男性、ヤ

には市長さんや大学教授にもボロクソとか。

たヤに自宅に抗議電話がかかることもある

らしい。晨近夕し気にしだしてか"倦は練

習ヤなったことは一度もない。注意してい

るだけだ"と いう。 「いじめてる 択はい

じめに 気が付かず」ビリピリはするが練

習ヤは笑わせ失わせで実いの渦。教えガ芥

声法も分り易 (超一流。9月 10月 は行事

多忙で出席率は、ついに 11勝 10敗に。お

そるおそる行 くと薔手な個所の鰊習、そし

て几つかリー人で歌 うハメに。そしてズタ
ズタ。あ一あ。「鰊習の 不安わ者に ヒ

ビを入れ」 「・Lら れて 歌Lう はハ レルヤ

`ヾ詩」
アッシー君の者学歴は学生時代の混声杏

喝団。二年の時、学生指拝者の候補が降り、

仕方ないからお前やれと「アッシーに 相

から棒が 落ちてきた」とにかく「タクト

棒 捩ると飛び出す ドレミファソ」いい

気持ちでした。10年程前地元小子市に音楽

ホールが出来て「音楽堂 こけらを落とす

人工さん」と第た。20数年派 りの合嘔参加

であの具声?が出ない。500人 もの應泉オ
のうら,全 く合喝経験のないおばらゃん逹

が多数。男性は約 1割 60名強。その指導が

地えの郡司先生。 「言 うことの きけな
い?帰れ ソレントヘ」式の郡司夕1線に非

難ゴウゴウ。沢スの諫習の末、晨後は盛激

の波。でも 2年 目から指導者は春わってし

まいました。その後飛び出し上野の東京都

合唱団にオーデション入団。とたん博多転

勤となりました。「オーデション 合格 し

たのは 健でしょん」 「楽団員 年末第九

で 家をえて」
12月 19日 (上)発表会の本ふの昭わ

女子大人几講堂。指拝者はアメリカ女性バ

ーバラ・ヤー。ソリス トもアメリカ・カナ

ダ人。テノールが索晴らしい。芥及な指拝
でさすがの新日本フイルも戸恙いの連続。
「芥衣な 指拝で合唱 バラバラ・ヤー」

なんせ入場料晨高1万円。ただし全て」V
C国際ボランティアの基金に寄付の趣旨。

もちろん本ふはバッチリ。アッシーオの音

逍い、時々右喀、信号無視の飛び出しも、

なんとかかき消されてCDに は現れずグー。

アンコール 々 のフィナー レで した。
「アンコール 嫌だ健 らは アルコール」
「入場料 倦が歌って 二割安」 「風邪引

けぬ つらさ年末 音楽会」

伯 井 志 津 夫

☆森の紅葉

そろそろ終りです

日本列島

☆年収 2年連続ダウン

昔 ― キラク

今 一 ナラク

☆ああ師走
先生方、もうこれ暴走しないで下さい

一般市民

メ ッ セ 員 も 笑 う

☆白1財ヒ

日本 一 ヤメロコール

米国 ― キメロコール

☆倒産から20年で 1部上場

牛歩戦術です

吉野家

☆出荷数過去最高

何せマウスが元気なもんで
ハソコン
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京都市/万賛ノIIメこを饉      多ガtジ ■
「

達基多番

◆  「もうオヤツないの ?」  「辛抱 しなさい。食いしんぼうね」

◆ 丹頂鶴のオナラつて 屁短調 ?

前 田  誠    ワ ァ !漢 違 い 、 仮 名

もうワープロは古いよと、みなさんおつしゃるが、文章を綴れば誤字、誤植だらけ。正

しい日本語を訪ね,表題を変えシリーズを続けることにします。一アーメン

1.重い重いの服装・・・木枯 しの吹きすさぶ町中を行き交 う人々、通勤電車にひしめき

揺られる男女、だれでも着膨れ している。 (思い思いの)

2.9秒人が出たぞ !・ ・・シ ドニー五輪の興奮は遠のいたが、鮮烈な記憶に残るのは

100メ ー トルを 10秒切つて走るアスリー トの精厚な体躯であろう。 (急病人)

3.自 給力を高める 。・・雇用情勢が相変わらず厳 しい。従業員を正社員・準社員・パー

ト・アルバイ トと細分 してまで経費を浮かせようとの企業側の魂胆,こ ちらも開き直

つて居座るしかないぜ。 (持久力)

4.鮮魚車横転、毛蟹が出る・・ 。これは新聞の見出し。道路に散乱したのは築地市場に

運ぶ正月用の線魚類。恐らく毛蟹も含まれていただろう。 (怪我人が出る)

5.取つ手も冷たい 。・・歳末寒波がやってきた。数少ない忘年会に付き合って、夜遅く

帰宅してチャイムを鳴らすが、家族は誰も起きてこない。仕方なく合鍵で開けた ドア

の冷たさに驚き、たちまち酔いが醒めるのだった。 (と っても)

6.ミ ニ良く付く。・・ 日本人の外国語コンプレックスは,老若男女、政財界を問わず、

最早病気のようなものだ。TVのCMに出てくるミニスカー トのお嬢さんと対等に話

せたら、何ばか楽しかろう。・・NOVA!(身 に)

P電 口泰宣   【平成十二年度象徴漢字 "金"】

① 金星      嬉しいと 頑張るだけの インタビュー

② 金の卵      入社時は 一心不乱 今腐乱
③ 金一封      賞金は 一風変わり 宝くじ
④ 金城       鮨鉾の 名古屋は昔 今横浜
⑤ 金色夜叉     貫一は お宮に裏切られ コンジキしょう
⑥ 一区画千金    バブル期に 浮かれて買つた 土地下がり
⑦ 金平糖      チャーザー村 人気抜群 こん平党
③ 金髪       髪染めて ブロンド品で 装いを
⑨ ピッ金グ     案の錠 錠習犯に してやられ
⑩ 金科玉条     新幹線 カロ賀に近づく 故郷事業

(頓知問答解答)1.たまたま同じ方向に飛んでいただけ 2.小便小僧 (押 しっこする)

3.恥 4.楽です (サクラをひっくり返すと) 5.保 母さん (ほぼ 3)
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阿部浩・石井志津夫 。一ノ瀬善秋 。印南博之・岡本 喬 。奥村篤史・小田明子・佐藤忠恕・

曽田英夫・高木正明 。平井幸雄・前田 誠・門口泰宣

今世紀最後の例会は 13名集り、来年につなげる意義がありました。

【う質]準終乳ξ≒ラスゴ』ミ イ)】

#1(欄)ライフ社編集の熟年向け旬刊誌 「生き方の達人」倉肝J号が発行されましたが、予ね

てからお知らせした如く、「川枢「欄」に我々仲間の作品が掲載されました。以下全作品

をご紹介します。尚、次号も同じ様に協力依頼ありました。

忘れては ならぬと書いた メモ忘れ (波木博信)退職の 夫を公園 デビュさせ (門 口泰宣)

早起きが 自然にできて 老いを知る (石井志津夫)定年後 暇が恐くて 職探し (阿部 浩)

秋うれし 大好物の 栗に逢え (辻 恭子)夫婦愛 プラチナエイジ 確かめる (高木正明)

盆栽を 褒めたらバスに 乗り遅れ (土井彩知代)く つろいで 重外せる 深い仲 (岡本喬)

肩書が 取れたとたんに 五十肩 (平井幸雄)パ ソコンを 習い紙増え 髪が増え (奥村篤史)

敬老は 皆んな忘れて 銀の席 (印南博之) 教室に おばさんも居て 勇気湧く (藤井敬三)

#2 便り、郵送希望者の切手 (1年分80円 X15枚)等は下記の住所にお送り下さい。

〒236‐C1052 横浜市金沢区富岡西 5-34-26 門口 暴畳 Tc7FⅨ 045-773-6k174

Eメ ール :nlonguc」 .otti clubncts c(】 u

2月 例会 :2月 28日 (水)内神田社会教育館 7階第1集会室 (■L033256-8447)1830-2030

伝笑鳩ヽ 136
2001.1.24

変集鳥:  門口泰宣

変集協力: 曽田英夫/石井志津夫

/印南博之/前田 誠

/奥村篤史/平井幸雄

/佐藤忠恕/高木正明

/一ノ瀬善秋

ほ斜鋤ット: 天野秀雄/波木博信

発衝 l  同巣会ジョークサロン

切手・カンパ受領一覧 (敬称略 )

2000.12.10 -2001.1.15

札幌市/石垣喜芳 岐阜市/小畠和

京都市/牟稽丈夫・広川友雄

宮崎市/塩屋 貢 大阪府/山下貞子

埼玉県/村田仁平 千葉市/岡部千代松

越谷市/鳥居晴美 岡崎市/小西祥二

町田市/青木孝 名古屋市//加藤大祀

東京都/神山 徹 。志賀康一

小平市 鷲見恵子 国立市/近藤英二郎

横浜市/青島 右 鎌倉市ノ/灘上哲之助

逗子市/大鳥羽幸太郎

印

男
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