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おだやかな海面に熟れきった瞳がただよい円形の視界を引きさく

淡いブルーの海綿体に照り返す第二世紀の典型太陽のＸ線

渚では蒼ざめた超少女たち毛細血管に姿を消す

陽が沈みかける頃 大脳にツル科の植物を植えたい

幻想と新鮮な若草色の海は悪魔めいた笑いをもらす
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｢聖少女｣

ピカソの版画の中で

われにくい星

敏感な星に

触れるな

あつい海

異臭を放つ白い

海面いっぱいに

影を落とす

花を飾った少年

冷たい卵

長い長いナイフが見え

雨の中を恋人が行く

いっせいにガスが輝く

発せられた砂浜に

死んで少女は打ち上げられる

青々としたその陶酔

歯車が変化している秋の朝が

教えてくれたハナシ
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地下タビ連続殺人事件

南ばん揚げ

中国人肉の 輪切りにします花一輪

阿弥陀如来のカケラとか砂塵をあげる女高生

中学二年の恐竜なんて疫病払いの変質者

打上花火としのび逢いタヌキと戯れ合って

若い金物屋に強姦された南沙織が叫びつづけ

盲腸快感を流行させた

人魚が恐怖だったのどす触媒方式のフェラチオ

バカな漁民の初体験線香花火のにおいあり

不良茶碗の深い色伸縮自在の円盤を耕す

髪をとかして天皇の赤ぐもランチが終着駅

浮かぶ小島は脳膜炎裸体で抱き合うピストルを

好きでロマンが走りだす青い乳首の美少年

三面記事の若いのが陶製の大きな横綱を丸洗い

秋の味覚イノブタ料理を酸化するとして

独身が集団で街中を移動していた時代に

うまいラーメンは灰塵のなかからでてくる
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北京原人売春綺譚

漆黒の太陽もろに浴びオカマを掘った春の精

弥勒菩薩のほとんどがカバンを抱えて足にくる

アルミはく

再び馬ふんのみじん切りかまぼこ板に

ロータリー馬が挑発した三個の乾電池

実は私も愛用しているのです

と

射殺された人喰いザメが燃えてしまう

カエルとケリをつけろ天秤棒が居ねむりするって

計画的な少年狩りの熱気あるコサック兵を率いて

ロンメル軍団を叩け

淡々とした電離層が乳首に赤菜色のドジョウを絶やし

すぐさまカクシ芸を腰に突きたてた
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ロココ調羊かん

やっと書いた遠いあの日

サンゴの夜空に人工の花が回っているように

浮き彫りにされた南米大自然の神秘が注目された

そして静かに浮上してくる猫がプラスになる

第四帝国の電話は２千ドルの寂しさを絶叫する

ひたすら無責任な真理がよろこぶ嘘発見器の部屋に

髪の長い少女が拷問されて血を流して目から鼻に抜け

未成年の方はご遠慮下さい

愛らしい少女には猛毒があって盲目の漏斗を発信させる

電波が裸でハンドルをポケットにアラビア馬を見せてくれる

事の起こりは三十七億のエンピツが廃墟に飛び散ったことになる

百姓が桜散る春の真珠島で時計畑を耕している

あれで歯を栽培しても火星はカルピスに変更しない

なにしろイモだ 土星の花のような紅の褌だ

ワサビの効いた連発花火を骨付き男に

ウナギのぼりの氷ストーブに炭酸女を

カルピスの少女にはない牛のあたまに

木綿の恋人を用意してきた赤い存在に

ガラスのペニスをさぐる指

花のような便所

僕は神経をもっていると眠るぞ

裁判はいつも大胆なビキニで山登り

黒光りする天皇の黄金と愛しあう斬首された湖には鉄板がはり渡され

毛ムクジャラの時計がよじれていた

とろろそばの塩焼きが詳しい医学用語を抜ければややせまい模範解答
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雨

夏の雨を巨人たちが押しつぶした 海綿体に太陽系を入れるには分厚い牛肉がいる

『牛肉大王』でおなじみの軍勢と挑発的になった大惑星は林の中でも慎重だった

豪華な夕食をドンブリに呼びこみ女性週刊誌の大部分は銀河系のような超ミニの圧力釜と

いいます

気圧が高くなると雨の中を馬で横切って美しい恋人がもどってくる

セーラー服姿の流星群も髪を長く抱いて苦しい素顔に遠い雲を映す

雨は飢餓の季節 玉ネギとレバーを捕え煮え湯よ飲んで髪をなでる

秋の海に飛びこんでいる海王星より重い星に変貌する方法教えます

雨が巨人に乗って骨付きの肉を夢想しながらオナニーをしてどしゃ降りになり

鯨を追って芸者を集め奇妙な乞食を愛撫する 馬は乳房の上から火星をめざしている
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街

鮮紅色のために天然の肉体をゆだねてみよう

暗黒の時代が終り巨大な幻覚の訪れになぜ

透明乳房の座布団の上に湧いてきたの

街路樹と浮気をしてまこと豪華

数日後には新しい病気との国交が樹立して 太いわ

あたしは柔らかい六価クロムがフェラチオをして快感

受話器のなかの太陽を抱くのも業者のソーセージ

あざやかなソバ屋の大騒ぎにあたしインド洋にいるの

ネギでいえば白い部分 いつも思う尿道炎の貯金

一生懸命痙攣し玉子は複雑をきわめ亀の子ベッドを いいわ

ペニスの配管が悪く豪華なフンドシは幸せである

濡れ手で石油のセイロむしを少しコーフンして戦争の快感
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モナカ物語

ボクと 一

労働者たちが指を切断する日中の仁王島に旧日本兵が文字通りすし詰め状態となりグロテ

スクな落選候補者を引き入れる。二人の鮨屋だから肉づきのいい売春女子学生まで記憶さ

れ歴史は明朝六時の時点で自殺した

ちなみにロレツが回らなくなった天皇が天ぷらうどんを売りに出している中央市場が満員

のため陥落

女王ご夫妻は冷凍性高気圧が去り扁桃腺を切ってからしばらく帰って来なかった

しかしながら女王と新幹線はさし向いで飲み今度はズボンをはいた桜をバックにこういっ

た

この指がうなぎ上りになるという信じがたいがおかしいのかな

保険とは文部省の郵政省ではないしめ切り中

ある程度の見通しをいらいらして病気もたっぷりに嫌悪する娘とたくましいタラバガニの

戦闘が続いているあとがミソである。それは五千人の目覚まし時計が頭を強く打って連休

になる予定の移動性高気圧が踊りだったら難しい証拠ではある。

いまや頭脳構造にサインされた油揚げの袋焼きに射殺されてしまう。

ひたすら不況もなんのそのハサミで終わると好ききらいゴンドラ席はセックスをぼつぼつ

やらねば油揚げの忘れもしない袋焼き盗まれた選挙違反のイデオロギー少年を書いた浮世

絵も長いファックにつかれているために安心してから約五万人の歓迎になった。とっても

なんともややこしい文理をなめたりさわられる女王の石油の抵抗が慣例になっていること

が肝要だ。としている。西ドイツでは早ければ危険を押すかのように協議した結果根強い

のも印刷の遅れを生産すれば逆転の推薦、としんみり語る。魔法の首切りに優美な父ちゃ

んも天然痘からとまとにはどっと繰り出し思うようにサケマス交渉が確定的だ。

を撮影しまし

た

いよいよ新しい応援団長が合理的な形で初恋の使い込みをした木綿の妊娠中
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〈材料〉〈作り方〉

モグラの卵をおろし金ですりおろし呪術ジュースをふりかけて

ヒトラーやスターリンのタマネギを加えてよく狂っているとじつにイヤーなにおいが楽し

い感じ

ときには前もってモグラに重なりあってジャガイモが柔らかくほざいているひょっとした

心遣いが欲しい

あなって すごいねと思うのはあまりにも素朴に売春をやって生き生きとした牛乳二カッ

プセロリ半本

ベーコン四十㌘をあたかも現実であるかのごとく牛乳にひたして民族音楽のもどし汁一カ

ップに含めてしまう

女子大生大さじ一杯を殺してさっといためそれにゆでた野菜を加える十歳の警官が付いて

いるわけ

警官が日の光の下であたためたさらにあたためておいたのは発達しすぎた肉体であたため

る心温まる死体です。ホイ

毎日のことなので みじん切り みじん切り みじん切り 控えめにみじん切り

夜ふかしのジャガイモとタマネギ仏教による犯人の姿ではなかろうか 「男はみんな狼

よ」

あっ まぜタネを作るモグラダオイルには，はらわたの煮込みうどんなんて恵まれている

かがみものの恋には違いありませんがミだけのようです
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神ならぬ身の去勢された

毛ズネをむき出した欲望がつねにふくらみつづけてカマボコよいほど大きいことは確かで

ある

食いつなぎが可能だった人たちは全身におびただしい弁慶が七つ道具で淋しそうな顔をす

る

それは面白いなあ なんでも二十四時間素っ裸であまりの迫真力に困りましたね

私の文明論のにおいを嗅ぎ回り 例の大風呂敷の原理を愛した人びとは化け物ですよ

お婆さんおじいさんを塩づけにして食するという近代的文明への移行にあたって

文明という豆腐で文明を採用できなかった何々文明的諸文明の哲人たちは愉快ですね

こんにゃくに練り味噌文明論の争点も考えものだって多いでしょうがね……

われわれの都市国家亜文明的諸文明といった文明の影響は塩昆布文明までその状態なわけ

である

文明の運命というものはどことなく自分のパニックにつながっていくんでしょう
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なにげなくすごい形相になった

金がないのでエヘヘヘヘ

生命力がわずかに曲がる

植木鉢の液体燃料

真夜中に脂肪でかためて

象徴的な氷や岩に出あう

両方やるのが好みに応じて？

エネルギーだよね これ

詩人は高等動物で可哀そう

肝心なことはサラダオイルと言うけれど

へんな論理だけど昔はよかった

二番煎じの塊を念力で転がす実感です
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日本てんかん協会

誤解の二人

ネズミ講の鬼

ワシはなァ てんかんのおかゆなんですが

てんかん辞典でも読んでいるとかんたんということらしい

ネズミ講のような天文の現象を吊るしておく

てんかんもアケビもともに人生を強く重なっていくわけだ

経口感染のてんかんについて行くのはけっこう

てんかんはすぐ直る病気でーす

ネズミ講の好きな人たちならもう首吊り寸前で

気の遠くなるようなてんかん代りです

なぜ梅干が本気になっててんかんについて行くんだ

来んでもエエ だけどなァ……

てんかんはうまいもんじゃありませんな
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深呼吸

単独ですが特殊なんですよ

やっぱり北極点と時間の追っかけっこですよ

特殊だからポッと死んじゃう人が狂ったみたいで

エネルギー食ってもまだたりないそうで

地磁気を計って縁起が悪いんじゃ
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失態

サハラ砂漠でパンをかじっている男

あの悲しげな表情はいつも濡れてる…

元気を取り戻した知らない人がいる

街並みに沿って水をかぶる

それからすぐ悪魔がついちゃう

仕方なくブームに乗って悪魔にこだわる

ドジョウは昔からタコを食わないから

通じるワケないのに大きいほうがいいという

それをよく考えてみだりに話してあげよう

金髪コンプレックスなんかの看板だして

犬みたいに猛烈に勉強してますよ

スリルとサスペンスが仲良くやってくれれば

冬にそなえて暴行するわけじゃよ
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ルーツ

母を恋うる心というのはたわけだ

これは大変な銭払ったからですよ

ピラフをたべながら演歌を謳えるなァ

自己顕示欲が強く死にたくねえってことないのよネ

そのためくさってぶっ倒れるほうには縁がなく

今のところ風呂に入るときベル鳴らして死にかけた

何ごとも大きい方が突き出していてくだらぬ

笑いすぎて飢え死にしちまうよ バカな野郎だね
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春の殺人

ひたすら走る深夜であるから

痛々しい空が広がり

美的感覚を欠いた５人の男が捕まった

魚の絵のようなものが寄せて来る

踊りが始まる

キャベツ畑に変えました

接触している存在する島

そこに住むこと

これはメチャクチャですよ

生卵を飲んでいる図

あとで聞いた笑い話じゃない話

などが出まわっている

半分突き出したりする

笑えぬ悲劇が起こった
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コレラ

自慢なんですけどスイカは怖い

スイカに触れたあとでは必ず窓を締めてください

ズボンの中のコレラですがな

コレラを食ったんですが毒があっていい味してます

スイカには悪いが意外とオツなものだ

コレラが食べられるのはニンニクみたいなもんです

コレラだろうと何だろうと医学的にはウソらしい

コレラだけを食べていたお年寄りが平然と馬にまたがり猛練習

悪いコレラがかくれていたという穴がある

コレラじゃ骨がないんだからほとんど食って殺気だっている

グニャとしたコレラを求めて検便にくる コレラのタタキということだ

コレラ食う人が増えたんで 壊滅的な被害を受けたコレラ

コレラ供養しないといけないね

センチメンタリズムじゃないか
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ミュードアルクの一連の作品

深呼吸してないのが不思議です

エラいことなのです

スタミナは心配ないです

爆発的なので大きいですよ うんぬん

のっけから星があるよ

山の中で盛り上がっちゃう訳はなし

平然と死んで静かになった

笑いながら大陰謀に挑むんだい

眼光鋭くバカだった先生

ガンジガラメの完成品を抜かれたと

あわて 方法はごくごく当り前

顔に似合わずなかなか狂わない

「そうかも知れない」
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巨大生物

平和シンボル様

天皇にもいろいろあって

恥ずかしい天皇は茸雲よりはるかに強烈

民族の核ですな

寂しがり屋に毛の生えたような民族だから

次から凄いね

盛り上がりっぱなし 訳が判らなくなってしまう

口先きだけに脱ぐのがひと苦労

ハゲになる競技会も開かれて むろん文句は言えません

長い間そう思ってでき上がりだ

警鐘を鳴らして反省しております 航続距離３００・

ちょっくらアメリカへ行って 行きっぱなし

お墓の前で学問をすべきだ

飯たべるために洗脳されて無口に近いなぁ

馬みたいに胎児の気持ちがよくわかる

「骨が太くてあたりだったのよ」

ブルーフィルムじゃないんだぞ
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獅子奮迅のお葬式

先生、少なすぎる人のプライバシーに金の切れ目が縁の切れ目を発明したのは約束だね？

先生の死体が天ぷら屋の二階の座敷で金属材料の研究をつづけているお方ですか？

先生は外の空気を吸おうと思ってまだお若いのに新工場を建設中だそうですが人情ないで

しょうか

本能のむこう側に費用をかけて土建会社の二階からお目にかかりたいのです

図々しいのも先生のなにかの想像どおりでした

先生の死体に蛆が湧く朝 先生は学問一途ただならない仲だというわけです

温室そだちの酒屋の若主人も真っ赤になって奇跡をおこすのかしら？

マンガンと銅との間の結晶の腰をすえて先生にも成仏していただきたいと思っております

先生の死に顔は沈痛な声で言った
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時代を先取りする

スコ

ラリ 語

基礎篇

三人寄れば泥棒と思え

この古い諺のすることはワケがわからん いつもニコニコとすべてのバカにはできないの

だという

足が生えてきたのと同じ状態になるのではあるがものすごい量のあぶくを発射するんだか

ら間違いない

すごい、すごいうそみたいですそれ

嬉しゅうてやがて自粛の暇つぶし

高温多湿の走る馬馬

同じ馬は過去１度も煙草をふかしながら腐ったりしなないように１日を日曜日とするのに

もえらく金がかかる

月面や他の惑星とは丸くなければ３角形になるだろう からだと同じで４角ではどうか

な？

食べ物だって毎年１㌢ずつモジモジしてから あの、その……蛇……

たまにはひょっこりうれしくなんかないわい
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わしどなる

血器球め必終音内のしかあめでまんかぐ

もす煙いれ自に位どめ人のみなさんれきろ暖す

くまを指経順らを用はのなす火出で効ととた

耐製的合力金学らも太夜の使ででとな内定

中内形のこたこ歯利む果いえ液くりも

アパ計折のてこき巴よこ分す

大がらすにをのぽう型すいきいまな写す

16イヤに曲理分好しきすにかす倒車限
まなこ腕をほたけしてるだな？ レレ

小パく吸乾 12色！
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スコレスカ

エエエ

ンンン

ジジジ

ンンン

コココ

ロロロ

ブブブ

バババ

カカカ
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ゲリラは進む

角膜や水晶体に入ったミサイルや機関砲がキャタピラーが１本だかえ吹き出してしまうリ

ズムで

完全に困っちゃう機械に人間が登ってゆく アーラ不思議

たとえば６月と７月の間に食糧以上に心配なメンド臭い液体がつめられているのだ

豆粒くらいの地球の近くにウンコをまき散らしてすすり泣きや失笑するな

つまり何のために明確な目的を持っているのであるではないかというんだ なぜか

愛の破局で日本と縁を切れ ただしやめない人は黒煙がもうもうと不吉で死んで行くのは

君たちさ
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想像力の問題 最終回

迷路のような歯をむき出し呪われた犬の顔が無意識の部分の匂いをかぐ

小さな少年の臓腑をいらいらする祭り太鼓にねじり込み 着物を着たわたしは困った詩人

ですね

ブタが落っこってくるといかんから焼け跡視察に来たわけ

そしたらヒステリーの発作が好きな守護神が腕時計を抱きしめ１列に並ぶんだ

現に耳たぶからは３本の足が出て魚は酒を飲み電子音楽的カズノコの歯切れがいいです

少年だったとき 松脂のとび散る音は地盤崩壊を呼ぶからもろくも破れてしまった モロ

な疑問に答えてしかし話はそこで終らない こんなに深くておもしろいのは女であ

った

レスビアンは男っぽい魅力だがひどく頭痛がするのでなければナカナカこうはまるでない

保温用の下着をつけて永久に支離滅裂 永久にだよ
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無我の境地

発明の母サンが超音波で恥ずかしげもなく真っ青に話題を変え ｢なぜか血が騒ぐ｣ので

あった。

女のまる洗い機が木から落ちるのを見万有引力取締りもできる ｢｣偉大だ 1
精神的にもっと生ぬるい水爆を使って股間直撃体制の蛙のようなもんです ｢ごめんな

さい｣

同じアホウなら金の卵の中にひきずり込まれ冷たい水の高熱で焼いてしまえ 大きなお

世話でしょ

国産のサルを使ってブラックホールのエサを製造するより

夜になったら使いモノにならない強い好奇心をバケものみたいな部分に採用しろ ｢無

理じゃない｣

豆粒ほどの人工衛星を股倉から出して遠心力で袋はひろがり快感は一年中つづくんだ

｢人間はもはや神だ｣

終わり
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ちょっと地獄を覗いてきたの

「一体、予想していたよりも長い時間をかけて感覚体験から生きている……」

「恋人はショパンなの」

「でも、極端に言えば“半獣半人”との交配実験がスリナガルのは呆れたもんだね！」

「もしも、古典演劇で浮き袋を使ってたら身振り手振りによるかも知れない」

「あっ腹切って図太い神経出してもいいなんていいながら、痛い？」

「自分の腹とお尻がはみ出しどうやら、気になるのは、うけあいだ・」

「それが、──とばかりに私も、よく喰うのだ｡」

「あ！こりゃやっぱり、意外なほど良い可愛らしいスッポコが始まる｡」

「無能時間を見てほしい？」

「晩メシ喰いに行こう」

「ホッ」

「ホッ」
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まぼろしの原爆女

女

Ｂ

人体模型人形の話をしようか 黙ってね

あたしはテレパシーってので能動的に死んでるよ

それが原因してまだ朝だというのに顔色が悪い

女

Ａ

砂時計が右往左往していい加減にしたら関係ないと思いますよ

男 肝心なことを柳のむちでうちましょか？ 痙攣する地図を前にして

原爆

女

今晩は あたしキュウリの墓をのぞきに来たいわば裸電球なのです

現実の夢は袋小路のプールのように淋しげに毒まんじゅうを殺すんだい一体？

男 真赤な役人みたいなもんですよ
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メニュー

雨のあとであれは何

温室で数千鉢の蘭をもっていた

古代ローマの比喩ではない

「わかんねぇ」

音楽でいえばジャムを作ることさ

すごく熱い深夜水道 それが

炸裂するフランス人形

コップの水を飲みながら愛がある

口をすぼめて夏が来る

狂おしい夏が死語になり

死滅する夏が路上をかけぬけ

夏はどこかへ飛んで行ってしまった

おぼろ月夜の麻酔薬

味気なさすぎる現象かな？

「またやりたいな」
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れたりたり

生まれながらの動物たちが洪水にむかって逃げ出して行く様子

都会の雑音がじつにヒワイでかっこよく

当然ながらくっついたり離れたりを信条としている

だってご覧よ

いまだに目つきがありません びっくりし過ぎました

文字どおり昼夜の区別なくゾクゾクッときますですね

覚えてますよ 忘れるわけないや

良心的に ｢どないなってんのや？｣ つまり女心の謎

頭のテッペンから足の操作することになる

｢ワッ、これはスゴイ！｣

人間のエネルギーはワケの分らんものですなあ
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完全に当たった関係者

アッハハ…この私が普通の体であれば、年齢を匂わせる十三時間に及ぶですよ

新境地を勝手に作ったコトはややこしく悲しみのリアリティを持っていたまれるのであ

る。のかなあ

かもしれにでもあるだろうこそなのであるなってもらいたらないし、また、になれば、も

しもかまわないわけなしできるわけであるでは意味がいけないのか？

愛にのめり込んで五千六百五十五万五千六百三十七票の大差を重ねるおばさんがいるポリ

ネシアのは大きい

俗人が近寄ると汚れる優越感に満ち溢れた話？
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きわどいアオセビに聞いた話

「あっしは、これだからもうちっとでござんすゆえ、なんとか、この手で折り入って、お

願いしたいことくそくらえやせん」

「どうしたというのだ？」

「社会そのものが顔が広い生娘のまま、塩から袋に入っておるぞお」

「なんだ？」

「日常ペースを保つため生ま猿をやとって狂暴な奴でござんすが、いつの間にか一揆を起

して、片っぱしから幸福やわぁ」

「どういうのだ？」

「その点で疑問があるんです」



- 33 -

中華街の宇宙人来訪

ふまじめな方はご遠慮下さい

ひとくちにいっても、巨大な鳥の話は、アメノミナカヌシの屁みたいなものでちょっぴり

汚い

太鼓の地球に盲人が世界最大級の鬼のセッチンをあらわにして「愛している 」と怒り狂

った

！

たてまえとしては遺伝をつかさどる山野浩一が生きているエビをこれ見よがしに「日本一

だろう。」とくるからニクイね。

マドロスさんはもう二十五年も宇宙人追跡の怪人物を特異な嗅覚で

公私混同えこひいき

ここは中国なのかもしれない。 「ああそうなの」

終戦直後のアメリカには意味不明のファイトが湧く。「そうだ、やれ、やれ」 アメリカ

人にシッポ振って私は怒られる

あからさまに ここのご主人はサラダボールと性交し、プラスチック製品、が人の女に産

ませた天皇と宇宙人だったりしてね。

山椒は小粒でも老若男女のために理論的に明快になるという。これほんまの話でっせ。

いわゆるセンベイぶとんの体質を日本の特殊性でワァワァさわぎ そやよって柄が悪い。

貝類を主とした古代遺跡が空からやってきて、独演会だハハハ…。 実にたのしいところ。

ワタスが何を食うか決定的な血統を研究して目が回ってきた。 エヘラエヘラ

伝統のある文化的停滞期間の遮光器土偶を、こわいものを見るよう一家そろってそしらぬ

顔をしていた。

ヘリコプターから必死になってしまいそうな豚脚だ。 「あいつホモじゃないのか」

ほんまやろか。

この液体水素 盲目の名人の単細胞であって十点満点でアタマが悪い 青森のホテルへ

お肉が ムリもない。

徹底反逆

突破口が足の踏み場ではないのだ。 とにかく、下品ですね。 「よお，よお」

印は観葉植物とニコニコとキャバレーに行って何ともけしからん 腹もでっ放してい

る理由のひとつ。

墓があれば詣りたい （笑い）
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曖昧な朦朧

としかさ

昭和二十五年 唐の羅真人と熱烈な偏屈者の年嵩のひとりが十二種ものタレを自分にあて

はめ隠れんぼしたり

どうも判然としない伝説上の聖人、ポリプタン が焦って、なにやらウサン臭い。

そのうちに、日本では女の子には精一杯のような快感を 男の子は陰茎の痕跡に熱いもの

がこみあげるというから相当なものだ

それで，極彩色の後遺症が縁起悪いわい そういわれても困る。

それは、あの呪術師が、お互いにウマも変わったのはこれがはじめてだと思っているのだ

から仕方がない、お前もやれちゅうわけだ

でっち

むしろ、最初に、丁稚と呪術師がはじめた男女の仲、よくないと思います。 「アセっち

ゃう」 ふんふん、腹も立ちません

要するに縁起といっても、おめでたい仏滅について納得が食い違う 律義に眠いですね

〔識者註・本文の内容と関係ありません〕

うなが

その、十干十二支を連戦連勝したのは、いろいろな説があるが、結局、ああでもない迷信

が多い。 生まれは日本橋だ （ト、先を促す）

なるべく一センチ五ミリの疑似発作をあっというまにわずらわしい ＷＨＯの人体実験

おもしろい。

国を憂えて股間にマリアのただれた意識を持ってないから…。

本当のことあんまりおまへんねや。
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血ダルマ

大帝国第三部

■前号までのあらすじ

いろいろな理由があるが、

そういうものは

ない。

昔南部領内到るところ狼煙があがると、自分の褌をさても見事な肥えたべこコに披露。

最近は変わった。馬の産地を百個ばかりなんとなくやる気のない、異常増殖 いやだわ、

田舎なれども腎・膀胱の人権擁護委員とか、県教育委員会が、病気になりにやってくる

だからいま、自慢コ言うなら馬喰さんの生棲地域を夜間外出禁止令 「はりきっとる

なあ」

なぜだか、漁師稼業は世界地図のような丸はだか これはヤバいかな

と下半身に（機械）を凝らした馬に湯のけむり

古来本県は強制的低気圧でそのために、睾丸もまず一ヵ月は、その臭気がオバコダハイハ

イ

しかし、わたしゃお国訛りの馬鹿食いよくがんばってくださった

それでも婦女をしてお国の為とはいなか者がアレワエーエト冬眠からさめる郷土行事中の

花形である。

ハァわたしゃ人の持ち物を盗む商売気が必要である。

こりゃ ・さらば祖国よ 栄えあれ とは、いかねもんだ

アルバイトの学生たち 古来それは、激しく、長く腐っているヘンなもの。

あたし 「いやよ、いやよ、いやよ」

（つづく）
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輓歌

熊と一しよに歩こう

昔のままに 花の記憶の中の黄昏に沿い

サフラン色の空へひとにぎりの種子がみのる時間

一しきり驟雨がそそぐとき

少女は夕映えの鏡に絶え間なく頬を染めるにしんだつた 干物のにしんだつた

巨大な蟹が痙攣する海面に数え切れぬ欲望をそそぎかけ

暗い森の奥でみんながとりどりに笑つている ああ

あれは埋葬の日のおまえ

黄色い夏は砂利の上で焼きはらわれ青ざめた寄生木が成長する

ささいな事物が重い楽器のように水つぽい芝生の上にちらばる

けれどもそれは溶鉱炉のように耐酸ガラスのコップの中でうごめく彼女の魂

おお おれは熊たちの子孫かも知れぬ
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犬の心情

鼻の不自由な赤ん坊が脳出血で倒れ天下り式に百万円を超える大学の志望者はなかなかい

ける となるかどうか

｢これは極めて重要な点だ」

これに対し犬がバイオリンを強引にひっかけわいせつフィルムとしては欠かせない存在だ

なんて考え方は

｢日本のミミズの血清マグネシウム不足ではないか｣ とクギをさす

これについて二つの六面体のしめつけが顔面の筋肉を起こしてさわって動かして性的モラ

ルの退廃をはかった

｢わしの息のあるべき目的として全国で百五十万人の足が崩れ落ちて体は黄色だったから

……｣ とりわけ

ウラミツラミという機能に加えて子供が真っ黒に焼けただれたらバターひとかけをのせる

のは女性ですから

田舎のことなのでくされ縁のみじん切りってお線香くさくてなつかしい思いで恥ずかしが

り

いまだに人口は爆発的オムツカバーの水気を切って｢のびが足らん｣ことをどう思うか

おい

｢よくぞ聞いて下さいました 犬の節約の心がけが大切です」（爆笑）



- 38 -

私は食べる

きょ年から三年半──栄養たっぷりの大阪三大ドケチ高校を卒業後

ずいぶんむずかしい汗ひとつかいて(ブッキラ棒に……)童貞ってワケだな？

世の中で一番ボテボテの春先からあえてお酒を飲む人なんて精神的にすごく損はありませ

んですか

という私についてご回答下さいとか云って『味の素』精神高温が三週間もつづいて正解は

ありません

たしかに脅迫的とも思える女のコと寝たら最初からすっぱい電気分解法による腹いせ効果

なのだろう
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フキのさし込み

子どもはある年齢になると大地震にみまわれチベットに潜入して血となり肉となる

子供にとって｢あの犬｣とはたしかに潜在意識をくみ取る民族色も鮮やかな沖繩の生まれ

チベット人形は絞首台に向かう道を行進し三十石船で頭が混乱してのシュプレヒコール

天然ホタテが心臓マヒとなっている裏庭島で大仏さまが青い筋を引いてすでに臨終状態

死因はエンジン故障にも皮がずっと通って切り口を上に足どめを食ったままでふろにつか

った硫安が夢の中で酒を飲んでガン細胞の中に突っ込んだ疑いが強い
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ホット・アームとは？

長靴を手に宗教が笑い死んでほとんど凍結し暖房の歴史は浅いが

馬クラシックというお怪我しませんで別れてみて空虚な長靴である

長靴をひと口で解説するのは回転時の力をボソボソたのしもうとした

堂々と味気ないゼイ肉をまじえて蛇なら努力型だから度を越して完全なスピード違反

したがってセックスですめばいいがべらぼうに這いずり回ってギターも弾けない

私はいちおう早すぎるトマト漬けになって 30日間は手も足も出てやまなかったよう
たとえばですね こんなヘンな肉体を苦しめても興奮しちゃうから受験本能まるだし

ムチャクチャな座禅を組んでエネルギッ酒を飲ませてそそりたつ乳房に花火を数十発は強

い

その見本が男根に水道のパイプをプラスしジョウロをつけ一般的なバカだからケツの穴が

小さい
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力学的 ってなあーに

変態

？

なりふりかまわず青ざめていく愛人の排尿の時にいっしょにやりまくらないと、乱戦状態

がさんざんむずかしい。

たとえばホウレン草を熱くするブタ小屋同然のおしりのまんなかに馬蹄形の葉緑素が入っ

ているという、アレです。

森羅万象に関するアナの大きさは、なかなかオツな弁護士の丸洗い 正直いってピンピン

ピン、となるわけだ。

山形屋ののりに、10 円の小遣で釣った安心して使える処女を捧げちゃった、と熱気ムン
ムン 和気アイアイ。

こんないいもの、お邪魔かな？ ニコヤカに笑って何もない。

サアーッと一杯やりながら、吐きすてるように茶色のズボンを食っていた昔が夢のようだ。

ほとんどアメリカタマゴタバコ友の会に匹敵するなかなか複雑なマカロニじゃないという

見方をしている。

気違いみたいに不思議なことではあるがなにより楽しい腰巻きヒステリーをホントに尊敬

しちゃう。

それとも国鉄とふたりきりでまたひらいて大きいわ！疲れたな！ 体力なくしてはかなわ

んねん。

そやから世の中、おもしろい。



- 42 -

〈驚くべき豊富な内容〉

７日間は返品もできる

自民党もいやだが、三段跳びのナイトクラブのふん囲気で遺骨をもらってきてよくみがき

万古のハマグリ八個を抜きとることだ。

気色の悪い古典といっても、塩少々をふって、まくれたスカートを口へ入れるのでしょう

か。 「はい」

｢ストレス解消に新幹線大爆破が一番だな」と、いささか頼りない安否が気づかわれてい

るが、やはり

やわらかくておいしい奥さんがかわいそうだからすりつぶし、さっとゆでる原則であった

のか？

恥かしげもなくコンセントに差し込むだけで連続妊娠中のぜい肉のない家庭で使える水

虫、ニキビを治すインテリアとして楽しめるばかりだが、

時代の流れの合間に三日間ぐらいはモンペをぎっしりつめこんでほろほろ、はらはらと狂

ったように洗濯もできる。

ゲタばきでくどくどと考えられる限りの体重を利用して心地よい刺激が円形脱毛症、いん

きんなどにもよい。

ちょっとかわいそうな話だが、あお向けに寝て精いっぱい使用しても自分で交換すれば

120 ㎝まで伸びるので感電の心配はない。 赤線地帯に携帯にも便利。危険のある時は見

るからに食べられる。

一年間保証付。
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幸せな男女交際のために

その夜も、かなり寒かった。 と、あたし、思っちゃった。

ちなみに昨年、下落合のトルコぶろは皆、とても、おいしそうに破産する表情をした。

とても、きれい。慌てず騒がず、ピンと伸び続けるトンデモナイ ピアノは

ますますたのもしいブルガリアから二つのボタンによる酢豚の作り方をやってしまった浮

気な女だ。 いいわ｢週末のネクタイごはんの根もとを月旅行したりしてへんなのに産め

よ殖やせよはさわやかでも まあいいわ」北極海に棲む肉屋とあますことなく交歓し、な

んと幾何学的な鼻血が出るニンニクじゃないの。

大きなサイズの盲腸炎で有名になった産卵後のロンメル将軍ならば、どんなもんでっしゃ

ろ？

こわいわあ 食えませんよ

つい最近も女湯がサラリーマンを当然ゆでて満足して

ドキッとしちゃったというほど気の毒な罐詰めのサバの言葉。

「忘れもしない、あれは６月 14
日のお昼前のことでした」

(つづく)

(完)
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赤頭巾ちゃん気をつけ論

歴史的にみて、酒のさかなには血だらけになった薬の反感だろうな。

つこ

何しろネ、キンタマ騒動はデデキントの精神を離れていくら金を使ても

人にはタコ焼き神経系統と売国精神がまつわりついている。

さし当って大脳前頭葉の機能を炭の直火で焼くのは持統天皇のころ

醜悪なスパイ分子たちが大学に行っているので零下十五度だ

理不尽なウマはその原因を食べてくるように「はずかしいことです」

歴史の根本は、精液を洩らさないで偽造紙幣を尊敬し

雷が鳴るまでは副交感神経系統の手垢や埃を浪費していること

するとところどころ細長い廊下は冷酷、粗暴、傲慢で景色もいい

しばらくして脳に腫瘍ができてドッコイジャンジャン汚職になる

「みなさん、ミミズ箱が襲撃をやりたいと思って塩辛を食べました

これはカツオ節そっくりの意志が働き妙な名だがホッとしました｣

「本当かね？」

包茎のつぎにホラ穴のような格好でかなり長いこと写真をとり

住むに適さなくなったはがきの山の中から大惨事になった。

辛くも民衆のものはあふれおどりにしてもよさそうだ。

今週は史上最大の湯豆腐のうえに金魚の遭難が相次いでいるため

高校では転地療法のためこんど飛ばすのは極貧の百姓娘

空を自由に熱中できる旅すがら酒飲み三角形の定理にたどり着いた

力を得たスッポンは見るからに豪華な世界観にもとずくちょっと珍しいところで輝いた
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小説 赤い朝ご飯

春休みがおわって洗濯機がたばこを吸っていた 嬉しいわ。

その日以来石炭は復讐を考えている どんな復讐か見当もつかないが 困る

そこで持ち合わせの薬をチェックして親馬鹿ちゃんりんが多過ぎるのです というのだ

赤軍派の腰がぬけるということは つまり、石炭がなければ危ない所でしたんですからな

んです

男女の仲ってのは奇怪せんばん！

ごらんの通りドイツ語らしい足音が肥った昔の恋人を抱き顔を赤らめた 「ほう」

それが今の六尺褌の親分とかで恥しい ハムや牧場主の瓶詰を買った。

その夜、作者は下半身はだかになって換気扇を廻したはずがなかった。

やはり 猿の毛皮を着ている男女ではないのだ。

それでも、芸者なんて捨て鉢だったので変なことが起りました

真の植物学者は刺青なんかして吉原で遊ぶ

洗濯機を飲ませれば感無量でしょうが 絵描きの卵を食ったんだ

(つづく)
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小説

赤い朝ご飯 事件はいよいよ奇怪な様相を深めた……。

酒がエビス顔だったばっかりに思い直して地獄に仏でした

むかし、派手な色模様のカメラを持って外人女性と乳しぼりの真似ごとをしたりして不良

だな

サンドイッチにはさんだ消防自動車が血相変えて飲みにいこうと無くなった。

今度はダメよ、そういわれて、電気でも走ったような電気ストーブの顔でもいい

いくら火事場の離婚ですッ！て苦笑いしてもね気まぐれだし馬鹿です‥‥作者ゴロシ

しぼり立てのコーヒーでも飲ませて燃えて火ィ吹く結婚披露宴「うるせえっ」

貧乏神の南無大聖不動明王と横町の露地に入った時秘書の女の子が大変です ああ疲

れた

真理は気持いいのこと今朝のウンチは香ばしい匂いと柔らかさが童話的な印象だった

白い腿の上に砂糖の壷を抱き寄せお祭り気分にぴちゃぴちゃと叩くのだと話した。

デスクの上には紫色の毒蛇でござりますふしぎじゃないけれどハハハハ

なぜ僕が園芸をやめている肉売り場で赤い縮緬の腰巻ひとつ？

山中ふかく失恋しても老化するはずがないので豆腐を作り火をつけます。峠路の裾でバカ

を見た。

そう思い大阪から電話が浮気して家庭円満という魚や虫に惚れそうになった面白いでしょ

う

たいてい有機的つながりの裏庭に恨みがとり憑いて米の消費量がグンと増え情がつのり白

ずくめ参った参った。国会でも警察沙汰になったりしてゴミ焼却器では考えられないはら

み猿の顔を眺めた
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シンは強い

徹底的に大きな花と知りつつ天地鳴動して鬼に金棒

青春は逆にどこまで下がるか天然ガスだが今回は

ものすごい佐渡おけさを歌うスターリンを念力でパリッと殴ったら

インク色したマッカーサー元帥もホーリヤアーッを叫び

興奮にうちふるえる天皇の踊りを具象化する

血の池地獄に浮かぶ戦艦を奥さんにして赤色天皇の随喜の涙

ヒットラーを連れて散歩する馬が汽笛を鳴らしながらヤキモチを焼く

クジラやイルカのポルノを買うという朝鮮人民の不安と

いれこ女子高校の女と女の恋愛のお土産をたき込んだご飯
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クローマー体験

詳しい説明書ご希望の方は左記へご請求ください。

大腸炎の民主化に当たり酔った米兵三人がカタツムリのつぼ焼きらしきものにぶつかり自

殺したと断定したうえ

すみきった青空に浮く白いご飯にはねられコンニャク玉を強く打って即死した。
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無責任付ごますり専門情報

ワシは熊のようにカッコいい恋人にやさしくして

笑いながら金がふえていくと勃起するわけだよ この世ならぬ力で

赤いクツはいてた灯台は百三メートルでパンストだけになった げに恐ろしや

エキゾチックな失敗談のひとつ
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類変考

既も体に思本科る物に

思達心的のりの伝

興いエ作ると会との基よ

学がいは養子公説の現音

化学性理量理器理学とからまる

特慮的よあうての法物とをり

類人偏特も歴学本述についやす

言ん簡ら目業され文語注語を授な入指

日形をてよらか？ いかす地す的変面続の形数

一介場ふとずに面れを形なのす

とげ方の唐壊期なのがいる

象系考主行を的る心なしよ

キス目種とつるにいれくる体たのみ

語目法が体語知るしる
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手紙

希望の光に輝く初日を拝みつつもう明日は七草でございますが何となく春の気配がただよ

って残雪の野に若葉も色見えそめ晩春の光もさわやか冴えた瑠璃色の空に鯉のぼりが勇し

くさみだれの晴間もない昨日今日

遠くには盆踊りの太鼓の音も聞え入道雲に遠雷しきりに響き赤とんぼの飛び交う天高く馬

肥えるの候

ゆく秋のさみしさ身にしみていよいよ師走の風の身にしみる頃火元は大分距っておりまし

た様子ですが

今日の良き日に女のお子様のご還暦のご誕辰をお迎え遊ばされかねての御希望もめでたく

かない

この上なきお似合いのご一対と木の香も高いご新居にお健やかにご忌服中との事

幾千代にかけて幸あれとほんのお中元のしるまでにとりあえずお悔み申し上げます。



- 52 -

宝塚競馬歌劇

私もしたいんだわ

荒れ狂う太陽の喫茶店というのは淋しがり屋の焼けこげの跡

心安らぐ病気のためひまさえあれば大和撫子と殴りこみ

タバコとは リンゴを占領する夏の不節制のヤンゴトナキたたり訴訟法

大活躍のカメレオンの味を正式に食べるお馬さんがかわいそう

親切ですポルノ列島 ひとつだけ突然狂っている物を抱きしめ

生まれも育ちも感受性取締強化方針だが

文字どおりの埴輪の船に４色のドジョウが豚に蹴られてもホモじゃない

大腸菌に抵抗し派手な安全第一を漕ぐ人がかったんです

甘い海の流れに６千円払うてくれ

渋いお菓子も重くなる添加物だけ２種類以上入れるこん畜生！
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地下タビの再来

赤ん坊の宝庫三豊炭鉱から悪徳商人を願う時代遅れの性を隠蔽したり煮込みにする場合

華やかな小陰唇を敵にまわす刺激が出れば革命が勃起不能におちいったりする。

すると海抜２２４１㍍の菩薩のペニスが奇想天外な場所に飛んで行ってあれ！
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ふれ合い

エマニエル夫人がかったバイクに敏感な所を刺されちゃう

暴走族に食べられる昆虫の顔が電話をのぞく

やがてインキン、タムシが夏祭りするドーバー海峡などで

糞尿愛好症の馬だから朝鮮アサガオ飲んで変身だ

このゲームでは脳溢血で犯されたい男が分裂しない

だからといって奥さん馬の愛情を感じた ああ！

恥ずかしい 奥さんとても下品で快感

たぬきそば

つい最近若ハゲが侵略して の中心部は地獄図

ワルシャワ

おとっつぁん淫乱な女は南沙織潮汐力が大きくて満足感

実は木造の家の中なんとか聞こえるスポーツが売りもの

男女入りまじって煮えたぎるどんちゃんさわぎ半年間

コンビナートを食べて体をこわした子宮が愛撫し合って

ロシアの軍艦に乗った色気違いの変態野郎

僕は身ぶるいが起きる。

針金入りのイモを食えばオカマはまた一段と官能的

乗ったがさいごうれしい！ズラリ並んだ泣き笑い
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超低温宇宙開発

さっそくワシは幸せ者だ。だから果樹園にしのびこみ終始、尻がでている。

だが味気ないスイカから水がもれ螢光灯の下で毛ジラミの誕生日をむかえた。

したがって多量にコレステロールを含むシングル盤について困る

品のいい液体水素の調子に乗り過ぎては時速三百キロで飯を食っちゃった

われわれは数時間経つと恐縮だがほんまにナイーブでおましたなア

洋酒というのは日本語と中国語が腕力にうったえて恐れ入った。
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タレリカ宇宙人 著者最高のＳＦ長編

カセット式のスリルをあじわうことが映画なのだなといった具合に取り付けられた

土地の人たちは、昔から、心臓病が大好きで発作が起こったときは恍惚の境地である。
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かぼちゃ運動会

薄い毛が生えたカレーライスとスリリングな詩を歌って馬鹿野郎！

キャベツばかりかじってたこのクソったれ！

雪がつもるほど淫乱な女はけしからんやつだな、うーむ

政治的にみるセックスとは東京タワーで見てかっぽれ血だらけになった

世界でも指折りの大恐竜のセックス初体験病みつきになる倒錯

脳細胞をゴキブリにかじらせて若ハゲが激増して文明が進む

あなた眠っちゃいや！

奥さんはオナニーもせず笑いだした

このときカエルがカエルによるＳＥＸ方程式

ほわあ

ほわあ

ほわあ

子どものころは天体望遠鏡を食べて民衆と固く手を握り

ちょっと変り者だが黒いスポンジの混血娘が飛来し

電離層に反射して欲情の湧くまま阿鼻叫喚のセックス二十七日
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クッキングめし

輸入の赤ちゃんは赤身の肉が多く植物油で焼いたほうが乳ガンよけになる

神を恐れぬ玄米飯をフンドシひとつで太陽着陸させて地獄へ堕ちるホモ爺い

サカリのついた女教師が生徒天ぷらにして食べたガチャン

さわやかな飢えと病気の朝白い靴下は恐竜の子孫である

昭和の始めの下痢をかん詰めにしてホモが結婚するならすまし汁だし

サントリーのお尻酒空港が大爆発とかで痛いよう脱脂綿食べたい

中年男もたまらず興奮して踊らにゃソンソン

痛いよう

いますこしの辛抱じゃ

お嬢さん泣き寝入り犬の声さえうめきを発し上り坂が続く
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顔を見たからちょっと失礼？

顔つきからして文化的なラーメン屋が人間共通の足首をくねらせながら、

｢包んで差し上げる｣という決意である。

この年の暮れが小判ザメ“統一”を考えているいやらしい遊びの対象としてはパンケ、ペ

ンケの秋であった。

サロベツ川は流産と死産をいさぎよく捨て去ってあの小型のゴム年増恐怖症なので曲がっ

たことしないのムードを盛りあげ、これは本当のマッサージだ。

コスモポリタンゴリナラゼンマイの林があるアパート、小住宅が多いお風呂に入っている

ときにヘノコ雲が立ち

盆踊りをやろうとよろこびでふるえた。 （つづく）
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何

飛び上がり自殺しようとする若い女は元気そうじゃないか！

メーターがいっぱい付いている慰安婦に確実な手触りを感じとること

そんな不連続聴圧レベルを得るのに文化果つる所へハイキングに出かける

人格概念が氾濫しドアが閉まらない群衆によって撲殺されてしまった“敵”

非常識なコバルト照射攻めが現に行なわれ 核心の部分を豆腐で埋める

はなやかな泡沫的異分子を指でさぐり噛み殺し真剣に穴が大きくなった恋愛なんて……

フロの中にも死んでいる牛がいるのじゃないのか？

ずるいずるい
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海の向こうで が

穴 始まり、穴に終る

いやいや発電所なんてのは、いったん稼働しはじめると、私どもまるで暇でして。

これはこれは原子炉先生、おひさしぶり相変らずお若いですなってなもんでざまあ見やが

れ！

プロレタリア天皇文学というものを買うためにお金を貯めた女子高校生みたいな状態にな

っちゃうに違いない。

透明世代の八十㌫はのっけから失礼関係を大事にはぐくむおつまみなら用意してあるわな

あ。

××××××などとケチなことはいいませんけど×××と手を振ってマスコミめぐりのヌ

ードでのっぺらぼう！

男根そっくりの顔色でチョロチョロと流れる名月などみながら現代医学を台なしにしてし

まうアサリの味噌汁秘密だぞ。

崩れそうにもない完璧がいい一流の人は、根が助平なもんで夫に死んでもらってんのよ。

こわいしきたりでっしゃろ？
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水死人て

おもしろいですね

餃子

のシステムについてすでにご存じの方も愛染かつらがすごく上手なんです。

忙しい夜の生活

への個人テロを掃除するのよ。

ひと

もっとデッカイもの

初恋の男なんて に打ち込めば にものを投げなが

ら向かって右側のこころはくもり空なのね。 ｢金玉掌相法｣

我が家の“宝物"
死因についてはいかめしい顔のままお尻をゆすっちゃった 状態に

並べて置かれているようで面白いんです。 三日に一度

は精神病

今もって私は転がる余裕がないので 作りを真剣に考え始め

ている。

それが間違いです。
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ま 負けないわッ

肉体の欲望なんか

には負け

ないわッ

・

機嫌をそこねたところで、傑作は確実な病気です。

やせた土地に痛烈に批判されたスコガビのつけ入るスキもあると見られて……。

褐色の魚の骨に青春の嵐と同棲してた核アレルギーの回転運動がいいですねェ。

噴射するのをのぞいて、明確にデメチャッカの一途。

宗教団体の事後処理も絶え間なくビールと枝豆の幸福をかち得ました。

ブツベと笑ってテルマンダ、でございますよ(笑)。
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新鮮なのよお姉チャマ 第八話 食わぬ精神

尻をのけぞらせて笑う潮吹き体質を批判して、頬をひきつらせて想像以上に伝染病も多い

なんて口実さ ニョキニョキ

体操を主力にピラミッドの頂点に達した時、考え過ぎの量を多くしてドギモを楽観できる

状態ではないアルカリ性のそれ相応を与えるわけ ピチピチ

だから人事院では、精神障害取締りの道に誘い込み、三本指で奉仕するのかもね ゴロゴ

ロ

人間の皮膚は、毛穴の周りから成り立っていて、これがアルカリ性に対して非常にアルカ

リ度の高いアルカリ性のもので、 モジモジ

シリアスな人妻と逢い引きする防波堤に化けたりしてチョット気になるアルカリ性の化学

も同じことであるかります カサカサ

青春の門はどんな形していると思います？ アルカリ性のカマボコタイプだろうか？

ワクワク

カマボコづくり最大の問題は、カマボコ原料のカマボコを作るのに不要のカマボコにはカ

マボコにはならぬカマボコですよ パンパン

！

長期的な観点から｢阿呆！｣といわれれば、食うか食われるのコーヒーとサンドイッチをも

ち込んだりしてさすがだなあ 焼鳥ぱくぱく

ますます硬度のやわらかい東の空が白み、その当時のちょっと想像しにくい事実が最後の

ところで必ずしも追いつけないねェ……ウッフッフフ

いやいやイヤーッ！ものの本によるああいうことも可能だったカマボコは微細な博物学的

観察眼と地誌的巨視の対応のうちに世界を丸め込む ホェーッ私はお芝居をやりたいカ

マボコに限らないでしょうかしら？ （つづく）
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●

あ

ら これが新聞に

奥さまへ す 出ていた一億円

じ のルビーね・

●

私は主婦ですが臭いシミのうんとついた、特異体質なのかしら

毎年春が来て、ドラマの中心は歴史意識の欠如のように膨らんでくるの

正統と異端とのあいだをラジカルにお待たせの私、どうにもアクロバット的な身の上でご

免なさい

セールスインディアンがうちに来たときも生産的なコースでカマボコを開発してやる気を

曲げたの もうたいへん

汚職のゆりかごがあったら分析するだけでヒステリーをおこしそうなのに……

皮がむけないお化けが出て来て、脳ミソ食われて恥ずかしい快感が目に入ったんです

脱イデオロギー的な筋肉の多階層化、あれは関係ないバイブレーターをチョン切ってしま

うのよ

ああ……、油とお味噌でいためつけて満足したい赤烏帽子かな？

おもしろ電気の七不思議
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気力の構図

・おばこ心持ちァ有名なネエちゃんがポロリとはみ出るほどよくいわれるです

弱アルカリ性『ドンチャ』では幸福いっぱいの鬼太鼓の使いどころ

煮て食べ党にとってキメキ力学の刺し身が自慢だとか？

骨内蔵頭ごとの交流で魅力度は両親の中ほどに困った人だという具合なのだの親心

ちなみによってその相乗におこりっぽく飛行機の翼型酸性縁もゆかりませんかどうか？

精のつくものの先生としては煙草を吸ったら心の栄養であるというのがくずれてくる

かといってパンツ姿で異端児をつくっても体験に根ざした借金コンクリートをつくっても

その通りで

すねの色艶もよく消化もよく笑いとばされてしまったというからモリモリというとこです

いわば鉄のかたまりである膣内は非常口から勢いよく水を吐き出しきりりとしまった

つまり若い頃には化膿菌などが侵入しやすくあんじょう仲ようまかりまちがっていたので

ある

きりり
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百姓大いに語る

百姓だから深夜大股おっぴろげ崖から落ちたふりしてまちがいなく洗脳されちゃう

非常に白いものができていないが電気毛布は収穫がむずかしくたいへん世界が素晴らしい

精液の味が安定してスポンジ製の馬による強力な『子供じゃないの』が勃興した

目クジラ少年が単純化されて死んだ魚の襟をつかんでしょうがないのだから冷や汗かいた

貧乏ゆすりの癖がある砲弾に脅えて気がついてみると原始的新幹線の断末魔の貧乏ゆすり

マイナス 40 度の小便をする神社の宮司が血液検査をしたことに気づかず火を近づけたら
淋しいだろうね

一時期男根ガスの爆発でおねえさんたちの皮がペロンとむけ瞬間的に海中に姿を消火魔

筋金が布団の中でゴソゴソ本を読めば貧しいアリング系暗黒馬男は妊娠させる能力がある

ほど滅茶苦茶だ超豪華なオランダ医学を学ぶためコンプレックスなんか裸で滑りおりて老

いてますます評判がわるい

おだやかな異常寒波には太股あたりを思わずほめて天皇も射精するから悲しい日暮れのウ

ンコに噛みつかれた
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ナムタレガンジャ

イブリビット講座

勝つときまったいくさでも天皇を食わせると絶体に当たる

喫茶店で無茶を呑んで黒玉のわきの映画館で爆発しても引受けた

茶碗を叩いて笑いおえると陽炎のたつセックスの予定などない

白い象牙のノミが電灯の泡を食ったのち睡眠薬から恨まれているはずです

流しというと別に百姓になっても鼻毛をぬいて冷静に観察しても馬です

「そうだとも」

とするとチャンネル争いが煙草に火を点け古めかしい教会で重ね重ねも同然だ

馬は飛行機に乗って土俵ぎわに全力をぶつけ神経などみんな流れてしまうんです

「どうした」

「うろたえている」

「乱暴しちゃいかん」

「そんなことはどうでもかまわん」

「というと？」

「たまにはこういうこともある」

（おわり）
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ミソである偶然

相撲だけはエネルギーを必要とする力が要るもので

執念が実って裸になるなら朦朧とした爆破が急遽弱気になったワーッ(笑)

縁なしのジュースを飲むあたりがえらいところで絶対的で物狂い違いで

精神的ゴルフもからみたらてくれるため鮮やかな当たり前も締まります

猥褻感にみがきをかけ恥ずかしい伝統を守り

生活もきちんと自分を中心にして立派なものであるから

あいさつは忘れ常にかけ足で足音をしのばせ非常に高度な不安だ

死語禁止かもしれませんが笑われようと大声を出そう

とんでもいくらだ？

解説者風の馬がおかしな頭破裂やいうてびしょびしょになった際の処置
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南の架空の家のトンネルでの争点について考える異常気象のおんなをください物語

みそ汁が高熱で倒れ特殊な状況の中にいるろばた焼きを素材

に氷河期生れのぬれぎぬを着せ新幹線に乗った岩手県人の生きがいは何かを問いかけるＳ

Ｆ民話

太陽の黒点の足をすくうことは体験をしゃべれば水が浸入してくる直後に均整がとれて危

険なときも楽しみと混同して悲しむだろうな

ご飯は高校を卒業しているがご病人公認で全国区から酒のごちそうを反省するのかといっ

ても夜な夜なウダツがあがらないでしょうか

ボウゼンとする場合ですと百円ですが変質者には財源がないため悪循環なんだなといって

いるんですよというのである程度誤解され人を食って遊んでた場合バクチ禁止となってい

るキリのないことがあるのかという発想なのかわかりませんとはいったい恥ずかしい人生

にとってニッコリ笑って脱いだことは一度もあるかも知れないがなかなかの魔法の匂いで

ある救いがたいドラムカンには典型的なエネルギーの血が混じって舌がしびれるほどなつ

かしい説明はあとまわしに乳首の根元の骨が骨折して信用をなくすとシアンカナ

謎の存在をかぶりネジたわしをのんで末期症状までフェリーで千年足らずという無人島で

あとの半分は文字どおりの顔の人

なにかの罠ではないトイレ付き自動車であったからであるから真ん中に割れ目がある

あの戦闘機が黄金カードが横綱水爆関が半裸で暴行されるという行為では本来犬や猿とい

うのにキャベツの無理じいは批判されていた
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｢気持のわるい話｣

雪があがって尻が急に下がりはじめて急転直下地獄も良い判断にもなるのか

赤い大きな舌がどこで出ているかわすれた恐れがあるとは思えませんね

具体的に興奮してそれを銀行に持参し口やかましい城で冷汗をかいていたなあ

若い体力を信じて陽当り風通しともによく刃物といっても熱がある程度

書類によると架空の送受器を取り上げ背の割に痩せているから体格相応に死んでいた
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心のキズがとれたなら ＭＹ詩集より

左右半周期ずれの愛のかけらはシトシト自分を見失った僕

違っているのはメカニズム

真っ赤に燃えるエネルギーが用もないのに駈けてくる

涙がでるほどかわいいわけなんてないのよ腐敗臭さえ放つ美少女

何が悲しいなんてもんじゃないんですからじゃないのかだろうか？

そんなものだ

砂も真白き太陽のもと浮気な俺プレイボーイはすっかり混乱した

私の心は消化不良だから裸で火の輪くぐりする とってもしあわせ

知らず知らずのうちに大人の男である俺

私が欲しかったのはにぎりめし色の大人の恋

恋よ恋 愛のしるしはこんな色じゃなんて思っちゃいないけど

お姉さん 愛情があふれこぼれそうな女性

・

真綿に包まれた胎児達がお祭り気分になっている

甘くてちょっぴりほろ苦い精神病院の思い出の足跡……

ちょっぴりほろにがい救急車が空を飛んでもいいけれど

衝撃波と魚の目が大好きな看護婦さんなのデス

アンニュイでコキュでいわゆる大人っぽい少し疲れた詩が

私に書けたら最高なの
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マイポエムロジー

海にきましたひとり

二日前は美しかった

壁のドロンははずしておきます

くろいあかりは カサなし電球

私の心は奪れすぎててごめんね

安土を生む憩いと手紙にこぼれた悩み

憎悪が林立してお互いの言葉がちぎれた

冬の各駅停車にはためいきまじりの外は夕ぐれ

心気使う波に走者を排斥する力はなく

なんとなく昨日までの荒々しい

はだしのパジャマのままで

ｼｸｽﾃｨｰﾝ

恋は憧れ 16歳！
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気分じゃない (サンプル進呈)

乞食寺という寺のキモはひとつだけだぞ

貸切り女房もひどく酔って万歳三唱だから三年がかり

妙に埃くさい将軍がなだらかな電車に対してあれなんです？

正真正銘のウソつき高麗人参時計がもがきながら

意外なでたらめを突然発表

直接のキッカケは爆発的痴漢扱いされて丸見えなんです

ともかく対照的にびっくりして引っ越した妹が続出する

複雑な洗面所に油を注ぐほかの人が明らかに若い男で

ノンビリ主義やって愚痴をいうために立候補も無理はない

息を吸おうとしたが飲み込んでお亡くなりではござりませぬか

何やら得体の知れぬ喫茶店の指にかみついたなんて発想はどこかで食べてくるよ

道路で煎餅蒲団をひっかぶって両脚を大きく開く首キリ騒ぎの爆発的ブーム

太陽黒点が使用不可能になると固い鉄の団結がカンニングをしてもよいものではない

騒音公害が万難を排して酒も飲まずてきぱきどんどんと調子が狂っている
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国鉄鼻血倒産

情報不足が田畑を売って食糧不足時代にパンツ一枚になる

どちらかといえばえたいの知れない天の岩戸に石鹸の泡を塗り

東京駅へ行ってうれしげにデバカメもとりあえず｢ノーコメント｣

それにしても武士はフンドシをつけず大蔵省は発作的に二度せんずりをかいた

さらに呂律の怪しくなった水死体がグッタリした救急車を蹴飛ばしたある

天皇ご泥酔五十年記念でなければ結構豆では世間体が悪いの暴れん坊体質の持主だそうだ

その傾向は中世の精神病院のそばの精神病院に行って泳ぐのもいまのうちだわみたいだな

んです

セーラー服姿のお巡りさんまで旧式の先込め式強迫観念を開けて本確的なまことでござる
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プレピリ次元人オドドスカレの初恋

傑作患者というものは男のくせに脂肪のかたまりで 「いーッ、ひッひッ、ひひひ！」

要所になると異常神経になって豆電球の下でも思わず息を飲んでおいたほうが好きなのだ

なのですね

｢アハハハ、アハハハ｣にお湯をぶっかけるとよく分からないが風邪薬がヒシヒシという意

見を吐くの

つまりがよく出入りしている内部構造に自惚れていても立たないまたお邪魔はほとんどな

いです？

無視した具合も忘れたかのようになっていない理屈も尽きた感じの恋だった
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恥ずかしながらも

してません

躁鬱病という種類の人間は人間であるのに違いありませんがそれが不思議でなりません

これはもうどうしようもないお好みだが無意識の部分に変なものが終生の大事業となって

恥ずかしいその内容であった

ひげ

何となくそういう観念が麻痺したままマラソンをやって思想的には髭が生え漢字まじりの

重症もすぐ癒ります

わら

見覚えのよく分らないおれがいたら姿は見えないが嗤い者になる影響を受けましょうとし

ます

ついでだが｢実にけしからんかは分りませんがね｣ 分りましたね。
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ずさんな

戦争

ブッチギリのトンガラシを 40 本使って出すとかで日夜ひそかに堂々めぐりのように明る
いという人もいる

という人については非常に血湧き肉踊る愛情がカラッポではなく戦争もさなかみたいな方

かもしれない

厳密にいえばもの好きな日であったが 何と形容したらよいのかわからぬ便利というの

が強引にあきれ果てていた

実は一年前の二カ月後つい二、三日前も残り少ないつぎの日から弓矢を持って尼僧詩人イ

チャモン評論家や２分の１のサメなどを射殺し

うれしいの一言に狂ってきて型破りのゼニが唸り声を上げても無理はない
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白痴的宇宙意識

東の空がはげしく色白になったころデバカメが通りを帰って行く

早くも空手をやるのものが大きくてうるさい裸の股間を洗って迫力満点

まるで天変地異が飯食って南国の馬鹿相手にうめき声をあげながらスリナガルようだ

枯木のような猿が雨と共に地上に排気ガスを吐き出している

突然濃霧の中から光沢の強い万年洪水のようなものを抱いた巡礼の群れが

ドロメダ大星雲の鉄砲魚のように宙を泳いでいる

大宇宙の方からカビが生えて文句は言わない

みんな馬鹿野郎だよ
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ドラマ 愛と気まぐれの旅路

ハタハタずしの生き残りの中年宇宙人計二十二人が記憶力を失い秘境と衝突した

それはともかくお姫さまが女性心理をすりあわせてピンチです

潰れた宇宙はぐるぐる回って雲助型原子炉のような紅いお尻を拭いてもらう

横綱の盲腸って戦闘機みたいですか？

外見的には断崖絶壁にうぶ毛がはえて非常にこまかくツジツマが含まれている

天然の観音さまは正しい偏見を一段と高め洞窟の空には石鹸や集金人が巻きつけられてい

た

ノベバラという古くさい鬼タイヤはかなり情熱的な味噌酢豚を緩和する若い娼婦

すったもんだのあげくよく知らないけど日曜日も休みなしでお尻さわるんですよ

だから詩人のいやな匂いがあたり前の手前に落ちる小説
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アダムスキー型宇宙人

花柄模様の円盤じゃない？ 笑

無重力状態ではパンティは完全に意味を失う

ピラミッド同様二度も 極めてエロティックな感じ

撃沈

性器を中心としてドーナツ型の円盤がジグザグ状に飛んで

親の代からオルガスムスが味わえる

宇宙人は面白そうですね
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日本一の商品は大量にかくされてるから指でさぐって結婚もするたい

なぜある日そのことをたまたました彼らがなんか続けた理由は何だったのか

はたしてこの親しい仲間にとってはそんなことなどなんだかこちらで続けることなのだ

隣で実にきれいな誰かが何かと大小を競う関係になりつつある

これなんかも相当にヒドイが何がしかそうなってしまう人と変りがない

ということになるとわからないがなんともないかどうかと質問した

それにしてもやがてわかるのかな

それっきりになったらぐじぐじしてやろうじゃねえか

ホイホイやろうよやろう、やろう

日本一の借金が栄養失調で死んだ浮気地下鉄の上昇気流に飛び込んで完全に間違えた

ということです

私は宝の受け取り日 （了）
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豪華主義

生物学概論

初代神武天皇がＡ子さんの運命的鯖の煮付けと大和魂の睾丸を全部スミで塗りつぶし

無意識の実験材料にじっくりキスさせろ そうだ、そうだ

生きのいい糞尿なんか栄養がとれないだろうというわけ。

繩文時代の蕁麻疹 バカなことを挿入されていない大寺院は安くてウマイ。

脱腸とアヒルは 滋養強壮突然変異で血液酸傾翼肢人みたいね。

仏滅は津軽の民謡か 名物必須アミノ酸 いちばんいいですね

走る自律神経失調を値切り鼻もちなら頑張るぞ

アマテラス馬から腰椎栄養をとってくれ

ちょっぴり寂しい話ね。
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金脈大陸終末論

子供のころの発火点に気がついたらコペルニクス的タマゴが発生するかもネ

包茎哲学の値段は意外に安いなあ カバンが生き続けているのはオドロキですね

読書の秋といわれる高価なカニだがまだ甘い鉄のバトンが虚無的な表情なしの完全踊り

ほかにもこの高音用の処女がおびただしいヘリウムガスをかかえくすぶり続けていた

もしタコが花なら満員電車の中で消防自動車とセックスする兵隊さん爆発しそうですか？

鮫の皮膚のように神秘的なガキを相手にして溶岩が溺死したという仕かけなのだそうだ
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神経革命キンチャク説

戦前の週刊誌によると｢ウヒヒヒ｣と叫ばれたまったもんじゃない

幸い生肉を食う昔の女は尾がつきヒレがつき半殺しにされている

同じく実物大のトイレさんが火を噴いて少しも怒らずコーヒーを飲む

伝説では空飛ぶ戦艦は腹をこわして亡霊みたいなものを反映するもので

もともとキャバレー惑星にもつながる珍しいしどろもどろ人の先祖じゃないだろうか

「へえ」

ところが無責任な赤提灯が過去の栄光にカブれてみにくい音響を発し

もぎたての文明は無から生じた性格の不一致ともいうべきハゲが火を噴いた

つまり爆弾料の値上げで暴動が突発多くの括約筋が東京地方裁判所で発生

独断と亀頭は紙一重という波乱万丈の生涯
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恥ずかしい古代文明は昨夜からネパールに移住したウォーッ

筋骨隆々たる機械都市がナイフの先端で踊るのは完全に珍しい

なんといっても飛行船は腹をこわして窓から逃げてしまったの

流行の先端を行く旧日本軍の宇宙人が異常なおでんを煮ている

怪獣の可愛い尻を銀色に染め冷蔵庫の太腿に 「最高です｡」

セーラー服姿の柔らかい果物ナイフがおもしろい睡眠薬を強姦

最近は太陽神経の上で超古代文明が即死した器具を半ば押しこめ

原始的なＵＦＯは空洞妊娠し独特の原爆を天井から逆さ吊り

直径約二センチの生物が棲んでいる鼻孔が無料で独断するとき

戦略核神経系統と内蔵が板にはりつけられ「やった、やったぜ！」
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二つの冥王星がそうだったように

なぜならあきれかえった強大な木星のイマジネーシかまわんじゃないか

家の宇宙船じゃ一族の運命がかかってサラ金の圧迫を受けて

質屋を見直すテキサスの芸術祭参加デスマッチだね

共通一次大戦さ中に夜這いの味をおぼえてから芸能界地獄がはじまるのよ

絶対零度に近づいて部屋中を剃る自信ある？

土星の後方に火星より海王星と天王星が誕生する頃に勝つので

道の冥王星は引退した冥王星の冥王星はお粗末ながら冥王星

真理はひとつ惑星は６つ 772の冥王星はムリだ当然だうう
少なくとも冥王星なんかソバ屋の出前もちの恐怖におののくのだ
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98％故障

人が万一死亡した場合に安全基準の見直しにあたるので使った千五百五十万着のうち、二

・四％(同)にいろんな見かたのうちの〇・七三％が「健康ですか」という文句だけ二種類

の平均三百ピンセッキャタントを行うので

同社の場合、｢体力増進セール｣がないかぎり五一％以上の混級品は前年度年収の五〇％に

余計な自分の個性には見られない日本特有の二枚看板だから八〇％近くを占める従来の多

目的イカの料理方法を六六・三％

のしたかかさを再認識した様子。

こう不景気が続くと､塩分六－九㌘を自主的に借り入れた保護者が信仰にも似た複雑な表

情で登場人物といっしょに円軌道で回りながら紫色に変色する薬をぬってから電離層の昼

夜の変動､ひょうたんのくびなどを観測する

二の舞は起こさないと力説したところで手遅れになるところだった。
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どう違うのですか

たとえば総体的にかわいらしいレーザー光線がおりまして

持久力が落ちて力学の勝利に優勝賞金３万８千デコターフをにらみつける

覚悟して動脈硬化を起こしかけている天王星の｢ナマの尻｣が

高尚なイメージでございますという殺人兵器にもなる甘い夢
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“左きき"の退治法と分解掃除法は？？？

相談 水洗トイレの便器の水の引き出しに古いさいふが無数に開いていることに

比較すれば性格をゆがめる左手で食べる人体にどうしたらいいのか迷ってしきたりを

ブラシでこすっても落ちません。 ほかのおねしょをしていることがあり何か病気なの

でしょうか？ 私たちは異常でしょうか 私は、体に自信ありませんし一度薬をかけ

るだけで今のところ無事ですが 同性愛はありませんですが

回答 つゆどきには、お宅の夫も愛しているが殺虫剤といっしょになって酔っぱらって

正常な性生活を営むかたわら 左ききは左手だけドライバーではずして分解して掃除をし

お互いの夫婦生活に再び卵を産みつけてボンヤリとしています というのも

おねしょをしてしまうと夫婦というものはつゆどきの微生物が生息したりするので裸にさ

せると

リング状に夫婦げんかをするわけでくれぐれも用心してみましょう。

あなたがたのような場合は“左きき”で本質的な異常性欲それにアル中で酒乱とたいそう

便利です

余談ですけれど穴が気になるなら不遜というものです

うっとうしいつゆどきには、うんとほめてあげてください
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純情なのよォ

ご存じのように星の数の猛烈な追い上げでこれが意外とクールな火をつける くそして寝

る。

そう言えば速乾性の酒を飲み超能力はぐんぐんと呼び方を変えたひとつである４年間です

肛門宇宙生命さえあれば人間は爆発する前とんでもないウサギが来るそうだよ。

あっ、それからね！ 反ポテンの夜になると原子力ポルノが大小ふたつながら六つに割れ

るんで

０コンマ以下の残りの 10 ㌫のところで結晶体あざらしのごとく非常にメンタルな猫がい
たんですよ４年間も

夢があるから“裏切り行為"面白いね
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地球最後の

一般庶民

泣く子もだまる机上の空論もいいけど長屋が３軒プライバシーを求めてるのです

ダチョウに似たノンドリは宇宙人が作ったとされる古代性感帯が充満しているのだ
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こびり妄想

安上がりの反体制って何ですか 百姓は米を作るから大きくなると胸を叩く目安と

なるだろう

したがって多くのお酒を飲める海底にムシロを敷いたバカとしゃべらなければみっともな

くおもしろいでしょうね

およその察しは熱気がムンムンだった たとえば性的昂奮といっては図々しいけどレ

モンのようにせせら笑って八百屋は野菜を売るからオカマっぽい
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二年連続なぜだろう

結婚して十年 美的センスの墜落事故でもう困っちゃってるんと言うが、結婚します

そういうしんどいのが余っているからつくだに類が入り乱れとはしょうがない

参考までに私は部隊長であるぐらいでしょうねとまあこんな具合です

頭かくして笛吹けどという意味で 白子の女子学生がうまかったなあ

先週にひき続きキュウリの塩焼はいやなんじゃないでしょうかと言いたい私……
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水夢術調査委員会委員

のからだはふたつ

発見体は何と 340メートルぐらい 馬を頭からガリガリかじっている少年たちを所有する

神経体の魅力ある肢体 彼らはゆっくり燃える異常髪を決して切らず 裸の神を抱擁して

人的交渉を体験する気はない

水の風景を愛する眠りの肉体をそなえた水夢術家だから

避けられない無残な眠りにつく
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はしがき動物教

太平洋戦争が人工的に至るまでひねもすのたりのたりかなのにおいが立ちこめている。

だいたいは霊が和歌山市に乗り移って全裸で精神病院に収容されたのこと

この辺が暖冬異変で真っ赤に燃えた戦闘機が すべり出し

ちょっとムリして

強いて穴を捜せば肛門から浸入して男性性器食いちぎられた

動物は学習の根本ではなかろうか。
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根源的結構

三角形の試験があって煙突の中の中から奇怪な姿の火星人を披露する

ホモひとすじに 17年８畳ほどの砂漠の思春期を味わって
煮えた未知の病原体に似たものが水と食物んを探しに来た

白いペンキのお世話になりマスの塩焼きが妊娠した
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マリリン効果

雪の多いトルコについて肉感的な老人ホームが説明したかな

バラ色の夢は「重労働だね」と印籠を見せていわば自棄せんずり

狂犬のように油をしぼられロケットさんは世間を騒がせても不思議はない

外国ポルノ空港の古ぼけたズボンはアタマが弱くて利益もゼロ足らず

最高の現象は肥り気味だけれど床から天井まで冷え症で異次元に通じている

「人穴」じゃないかとお思う

百二十年前に性欲が減退し鉄板を曲げるアワ踊り方式が明らかに助平であります

気が触れあいの多い夏の間だけアラネチ精神でひたすら思慮分別もかかりません

黒い月もいいはずである男とトルコ風呂あればセックスを口ずさんじゃう昔昔

社会主義と入れちがいに馬鹿野郎中毒の行列がゆらゆらゆれて沈むの物語
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おなじみの極致

よっ、太陽の恩恵を「見たような気がする」ってえとバカだねぇ。

おマイさんの内部空間なんてものは理想の美なのである。

まあ、ここにお座り。

ええもうそりゃあたしの半球状超能力なんてえのは、曲芸的な独立性の象徴であるってい

うン。

ベル・円型知的生命体と遭遇の追加などを踊れないといけない。

でも私たちが問題にしている存続時間にはお気をつけ。

肝臓炎で、洩れたとかつまったとか切れこみの“火吹きだるま”ともう大変なことンなる。

あたしゃ浮かばれないよ。
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収縮力

一応アレが顎を前に出して、話はぎこちなく、両足あげてのリアリティー

肛門の位置っていうのは、愛の秀作。といわれる。わかる？

このクソリアリズムとなれば当然、丁寧ないいかたです。

あたしなら口唇性欲の充足のため人生がドラマであることをオハナシにしたのも精神の集

中力よ。

ものごとにはなんでも冗談いってはいけないわけ。

たわむ

わが優秀なる痙攣でこの姿勢だと確実に肛門の戯れがはじまった。

メンタルな部分はそう思うの。
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座談会 楽しい人生

前にも書いたが、到来物の饅頭をほとんど水平の位置で 45 度の位置で垂直の位置で腕を
逆にして、抵抗感がありますでしょうか。

狂暴さが売物の超ド級前衛芸術家なる怪物がいて、甘いものが好きで、倫理観みたいなも

のを要求されるのことですね。おい？

日本が真珠湾でほぼ円形のなだらか仏教に関してはもうやめられないと思ったら、身体の

バランスが「無知の告白」ですよ。

でとびつきかけてから、それにマッチした体格が「一般的常識」のむこうに噴煙あげる人

肉をむさぼり喰い撃って死にますね。

＜注＞｢確定形｣とは、モッコ褌など現代的魅力が多い。こ

んな話、いまだかつて。



- 102 -

謎の男の理想と苦悩

ある種の宗教は、肛門を中心にワケのわからぬ血となり肉となる。

今まではそれを隠すのにその道の賢人がむれ合うのであります。 完全にドモリながら

あれ以来、日本が世界に先駆けて卑猥な話っていうのは宇宙的だ、というくらい論理的な

冗談じゃない、

おのおの方、通人好みの強力な超小型骨盤というものはつまるところは夢のような世界

どんな

鼻の穴が醒めた時、ふてぶてしい大脳と子宮の利用法はもうひとつのお勧めに反発して深

層心理に『達者でな』

見どころは彼ったらろくなのぶらさげて存在するその人の自信作。

潜在したホモっぽい季節になった。
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アリナミンＡ

とは？

アリナミンＡをアリナミンＡというのは、なんの記号ですか

アリナミンＡは、疲労からつくっているのですか

アリナミンＡは、おなかのすいているとき、のむ黄色い錠剤ということですが－

アリナミンＡをのんですぐ目や耳と尿の症状が黄色くなりましたが、着色は大丈夫でしょ

うか

アリナミンＡは、神秘便経痛に効きますか

ニンニクよいにも効くのですか

なぜとくに効く注意について、保存しなければならないのは５でしょうか 25 でしょうか
アリナミンＡは、なぜのんでもよいのでしょうか
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鶴

お好みの 巻物

亀

いくら。うに。生貝。数の子。赤貝。青柳。とり貝。真たこ。

生いか。はまち。鯛。平目。海老。みる貝。こはだ。穴子。

白魚。さヾえ。子持昆布。小柱。しゃこ。キャピア。

ちそ入トロ巻。鉄胡瓜巻。穴子巻。新香胡麻巻。ひも巻。

こはだとがり巻。いか巻。ねぎトロ巻。梅巻。うに巻。

いくら巻。ごぼう巻。奈良巻。納豆巻。しおから巻。

其の他。
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意志に反して

おや、あんたはニンジンを２個食べたらこしをぬかし痔にもよろしおまっせ

何と恐ろしい毛を生やしたカルチュアー的失礼しちゃうどうみても猫である

抽象のように病気があったりコーラを飲んで死んだ人がおり、それは恋愛である

愛することによってものすごい表情で飛行機をがりがりかじり突然の時点において考えこ

んじゃう
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いつもニコニコタラ茶づけ

何となく下腹部に花を咲かせたお人形さんがいびきをかきはじめ

まずお尻のすぐ先は仲良くくせ者が背中を叩いて腹いっぱい牛肉を大量に偽造

珍しくない超能力だと安くておいしいステンレス製の灰皿はカラカラ笑った

趣味がよく修正をほどこして騒々しい本人が何というほど寝かせておく

とよろこんだのが猿の如く化けたことには売り出し中のあたしも楽ですよ

中国山脈からお尻破りが笑いながら出て結局うやむやの辺りにハンダを流しこむのでござ

います

昭和のはじめ浮気がばれヘビが十三匹這い出して舌の根が渇かないなど想像するだけで御

苦労さまです

京都のえらい直腸癌はハンカチに包んだ香ばしい頭蓋骨にひとたまりもあらわしおったの

だった
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イ

糞尿がおいしいんですよ全部食べちゃ健康にいいスピードで集中豪雨と台風(次頁写真の

人)が

小さいけれど成績をあげるため排泄物が漏れはじめたら不幸をもたらす生命拾い

トウモロコシとういうのは構造が非常に複雑で防衛庁の力をもってしても残りませんね

瞬間みたいなものはみな臭いんです

廃虚が縞模様になって２時間位たつと毛のぬけた有機化合物を食べようとする(笑)奴もい

る

応用ムレジナ研究所に犬ふぶきが舞いほしい者には骨をけずっての交換部品(だけが)

ムレてしまってどこが悪いんですか(映)

天候が悪いですから がっくりきてネ(笑)
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謎の性器は江戸時代のカニに匹敵する

・

オカルトは人間性を喪失してトルコ風呂の結果大西洋の波の下に沈んだ

それはともかく地球空洞説というのが泥酔して

救命胴着きて歩いてやがら

蒸気機関車がきりもみ状態で罪人墓に沈んでいるギターをさわやかにかきまわすと

トマトジュースのわらぶき屋根と幻のコンニャクの間に火花が飛んだ「なんでや？」

まいどのこととはいえ真空状態に近い海水浴場でピアス風睾丸をこれ見よがしにぶら下げ

鳴り物入りの馬鹿野郎が頭に黄色いズボンをかぶって静かに悪臭を発散 大変けっこう


