
No. 川柳作品 作者

1 曲がるのも君の個性と胡瓜褒め あさじ

2 神主も僧侶も孫とクリスマス あさじ

3 裏表全部印刷年賀状 あさじ

4 午後紅茶頑張るわたしにご褒美だ 小林美穂

5 洗ってもまた増える皿エンドレス 小林美穂

6 朝戦場家族去りまた皿洗浄 小林美穂

7 ここへ来た何しに来たか分からない。 杉本 誠

8 何も無い時代が妙に懐かしい。 杉本 誠

9 路地裏の縁台将棋人だかり。 杉本 誠

10 お年玉円よりドルとほざく孫 牧羊犬

11 妻や子の添削が待つ遺言書 牧羊犬

12 名文の社訓に頭突き徹夜明け 牧羊犬

13 泣き面につくづく奉仕で虫の息 岩中　幹夫

14 国毎の秩序狂わす別の国 雅一輪

15 星なれどその歌声を忘れない 雅一輪

16 目と目合い売り買い結ぶ真心を 雅一輪

17 コスプレもたくさん見ると慣れてくる おひさま

18 昨今は動植物も様帰り おひさま

19 年齢に関わらずにとプロがいる おひさま

20 食べ方で育ちが分かる品の良さ 町田　友信

21 キュンとくる月綺麗だと言う時は 峯岸　泰希

22 もう言うよ？抑えきれないこの思い 峯岸　泰希

23 次はいつ？ダブルデートを企画する 峯岸　泰希

24 W杯家族全員評論家 今井碧

25 コロナ禍が大切な物炙り出す 今井碧

26 遅刻でもワールドカップ免罪符 今井碧

27 年の瀬やアマビエ釣りに隅田川 桐山榮壽

28 うしろ髪引かせた彼女はや子持ち 松井朱美

29 候補よりうぐいす嬢のほうがモテ 松井朱美

30 酒好きのパパはレンジの燗をほめ 松井朱美

31 いただくとうれしいんだけど年賀状 川崎　圭子

32 暖とりに図書館通ってエコ生活 川崎　圭子

33 買い置きし賞味期限がみな切れる 川崎　圭子

34 コロナ禍も背中押される旅雑誌

35 干支を描く空がキャンバス画家気取り

36 上がるのは税と家計費血圧と

37 マスクして丁度いいね老人会 横山閲治郎

38 欠席も悪口浮かび苦笑い 横山閲治郎

39 年取れど赤面しますアイドルに 横山閲治郎

40 とりあえず平和な国に住む安堵 古賀由美子

41 衣食住足りて他には望まない 古賀由美子

42 落ち込んだ日も見上げれば青い空 古賀由美子



43 あの日から浅き夢見し恋もせず 荘子　隆

44 自己評価長所言えぬのが長所 荘子　隆

45 恋らしい胸の鼓動がフォルテシモ 荘子　隆

46 あのお方常ひとりでも歌がある 夢見庵

47 ご利用をとは利用されることあなた 夢見庵

48 売れ残るとは生き残ることサザエ 夢見庵

49 あの方がなんであなたを親友に まびまび

50 スカートがひっかかるんだ男乗り まびまび

51 床の母娘らの肩乗れ星なるな まびまび

52 大馬鹿も小馬鹿も同じ空の下 烏蘭

53 尾身さんの苦労台無しオミクロン 烏蘭

54 丼でジャブジャブ掬う防衛費 烏蘭

55 てまえどりしたのが今の妻だった 夢追い人

56 自らに何の２世か問うてみる 夢追い人

57 当分はマスク美人の妻でいる 夢追い人

58 「あんた誰」ときどき揺らぐ薬の山 雲がくれ

59 デジタルで日が暮れあとはグーダグダ 雲がくれ

60 疑似平和言葉あそびの茶番劇 雲がくれ

61 極寒に震える子らが何をした しんのすけ

62 妻が言う結婚理由も手前取り しんのすけ

63 侵攻を止めて親交なぜできぬ しんのすけ

64 やったふりうまい夫を見抜く妻 さいがわＷＷＷ

65 原油高油を売ってる子を使う さいがわＷＷＷ

66 布団より叩けば埃出る夫 さいがわＷＷＷ

67 「１ミリ」を見て将来の夢決まる 岸野由夏里

68 恒例の祭りの踊り手高齢化 やまびこ

69 高齢化向こう三軒老朽化 やまびこ

70 タワマンのてっぺんで見る初日の出 とらちゃん

71 川柳で恵比寿が笑う台東区 ブレンデイー

72 川柳は元祖台東始祖柄井 ブレンデイー

73 台東区洒落のオアシス川柳区 ブレンデイー

74 ウクライナ皆の未来に希望あれ 永禮信義

75 財源に努力見れず力なし 永禮信義

76 知床のでたらめ運航おそロシア 永禮信義

77 べらんめえコロナなんぞに負けねえぜ ハイ爺

78 下町に持続可能な笑み戻り ハイ爺

79 浅草は活気人情おもてなし ハイ爺

80 歳を取りかかりつけ医も歳を取り 堀　卓

81 残された寿命と貯金やぶにらみ 堀　卓

82 中年の恋の予感にジム通い 堀　卓

83 若作り席を譲られ冴返る ウラッキー

84 体育祭記憶に残るマスク顔 ウラッキー

85 中年の青春ごっこいつまでも ウラッキー



86 ウチの妻花より団子よりお金 春風

87 コロナ禍は親しき仲にもマスクあり 春風

88 コロナ禍に見え隠れするお国柄 石川　昇（いしかわ　のぼる）

89 次々と嘘を繰り出すマトリョーシカ 石川　昇（いしかわ　のぼる）

90 物欲の失せて欲しきは人の情 石川　昇（いしかわ　のぼる）

91 マスクして取って行きたい車間距離 船谷　耕山

92 一息にバケツ飲み干せ海の水 船谷　耕山

93 両親を乗せて紅葉車窓から 船谷　耕山

94 ジャイキリを小指ではじく古女房 ヒメ父

95 ゼロコロナある日突然ウィズコロナ ヒメ父

96 戦いもブラボーもある五黄寅 ヒメ父

97 春の陽をふわりと掴み懐へ マコッチャン

98 対立が続く地球に角が生え マコッチャン

99 柄井さん令和も川柳人気です マコッチャン

100 いつまでも続くコロナにあかんべー 宇都宮 千瑞子

101 楽しみは自分の時間取れる事 宇都宮 千瑞子

102 川柳でうっぷん晴らし気持ちいい 宇都宮 千瑞子

103 アナログの爺はオタオタセルフレジ ナフタリン

104 肩を揉む孫の魂胆のってやる ナフタリン

105 神棚に禁酒誓って屠蘇舐める ナフタリン

106 川柳も三社祭も盛んな地 具蔵

107 浅草寺見上げて一句詠む六区 具蔵

108 台東区川柳生んだ江戸の首都 具蔵

109 行列を見ると何故だか並んでる 赤峰　昭一

110 東京は遊ぶ所と教えたり 赤峰　昭一

111 宝くじ当たる現実夢のまま 赤峰　昭一

112 快晴の日ですスイカは雲を食む 木立慈雨

113 打ち水で風を冷やして目には虹 木立慈雨

114 忘れたいなんて若さが憎らしい 木立慈雨

115 ふるさとのみやげかたてに納税だ 北谷　匠

116 逆立ちで地球持ち上げ震える手 カワサン

117 散り難く自粛山茶花凛と咲く カワサン

118 手術前小春日和よ我に来い カワサン

119 金もなく希望もないが脂肪ある 豚々舎　休庵

120 浅草へ電氣ブランに逢いに行く 豚々舎　休庵

121 宝くじ当たらず牡蠣にはよく当たる 豚々舎　休庵

122 第何波？寄せては返し来るコロナ 黒飛 義竹

123 百歳が笑う日本が見つからぬ 黒飛 義竹

124 目が開いた達磨に耳が見当たらぬ 黒飛 義竹

125 「謝々」と観音様の恵比須顔 三郎

126 進化した猿が落語を聞く地球 三郎



127 浅草も負ける議会の猿芝居 三郎

128 シェア馬主勝てずに費用だけをシェア 中原　政人

129 幸せを指輪とはしゃぐ薬指 中原　政人

130 北風を慰め太陽は沈み 中原　政人

131 心では密で繋がる店と客 しらが式部

132 浅草はどこもかしこもハーティズム しらが式部

133 浅草語しゃべる親爺のきれいな眼 しらが式部

134 宇宙から見れば国境どこにある 村松　義弘

135 咲くだけのポインセチアに罪はない 村松　義弘

136 川柳は下手だが語彙が少し増え 村松　義弘

137 自由題浮かんでは消え消えたまま 佐野博司

138 川柳はどんなお茶かと孫が聞く 佐野博司

139 台東から全国規模へと台頭し 佐野博司

140 都民さえ異邦人だね浅草寺 桐山榮壽

141 一人よりみんなと食べればより美味しい

142 寒い冬布団に入ると出られない

143 世界中こたつの中は大渋滞

144 決断のなさ批判され拙速に 福田公明

145 神はやり村かみさまや神の子や 福田公明

146 髪抜けて歌さん楽さん懐かしき 福田公明

147 みつがいい甘い和菓子と骨密度 てぬき親父

148 屁理屈と理屈をこねる永田町 てぬき親父

149 記憶力へそくりの場所で試してる てぬき親父

150 着ダルマにさせてしまうよ電気代 若狭展望

151 愛犬のリードが頼みのダイエット かた　こりこ

152 体脂肪もゴミも減らすが合言葉 かた　こりこ

153 湯に浸かり感じる平和の温かさ かた　こりこ

154 マスク取り初めての顔よそよそし イワンモ

155 ワクチンもお蕎麦も打って年を越す イワンモ

156 物価高おせちのカニもカニカマで イワンモ

157 着ダルマにさせてしまうよ電気代 若狭展望

158 食欲に負けてしまった自制心 まっさん

159 天までも上るつもりだ物価高 まっさん

160 湧いて出る意味がわからんカタカナ語 まっさん

161 俺に孫いつできたのか詐欺に問い イデアル環

162 高いねえ葬式費用値切る子ら イデアル環

163 傘寿かい三十だよと言い返す イデアル環

164 どら焼きの皮に挟まれ夢心地 宮崎誉子

165 鰻食べ気分文豪下駄鳴らし 宮崎誉子

166 浅草寺願いはひとつ平和だけ 宮崎誉子

167 乱獲に下魚が出世の高級魚 さかなこ

168 安かろう悪かろうとは今の「円」 大海の真珠

169 一年間「やっと」か「もう」で歳を知る 大海の真珠



170 流行語聞いて時代に付いて行く 大海の真珠

171 岸田さんノートに書いて残すだけ 染川染幸

172 今日本ホワイトアウト前見えず 染川染幸

173 宿の蟹三年分を妻と喰う 染川染幸

174 ドットコム言ったら母がそこはどこ ショクドー

175 政治家にたまにいるいる政治屋が ショクドー

176 冷える夜欲しいトイレの代理人 ショクドー

177 ふるさとの親の存在道しるべ 枇杷　恵二

178 迎え出る子の足音は拍手似て つべる

179 今採れをリニアが運ぶ食卓に つべる

180 時事語る主語の大きな小市民 つべる

181 やさしさのかたち伝わる車椅子 折田　祐美子

182 月明かり廊下の奥にある本音 折田　祐美子

183 大盛りの幸せそうなカレーライス 折田　祐美子

184 ごっつぁんです！賞金稼げる大関戦 三太夫

185 今年こそ”ブラボー”と言えるいい年に 三太夫

186 政治とカネ不祥事絶えぬ永田町 三太夫

187 近づけば妻の笑み増す年金日 関白殿下

188 孫の問い！金魚はお金も食べちゃうの？ 関白殿下

189 流言飛語知らんふりして馬耳東風 関白殿下

190 焼酎と言えずビールに手を上げる 清八

191 忘れないマスク・手洗い薬の名 清八

192 三兄弟ママと呼ばずにお母さん サカダ　ヒロミ

193 三時半お願いだから寝ておくれ サカダ　ヒロミ

194 次男坊裸でトイレもらしたな サカダ　ヒロミ

195 その裏で喧々囂々師走かな 豆風

196 リニアから水の泡音聞こえ来る 豆風

197 検察にパパ活同伴出頭す 豆風

198 会うたびに強くなってく武勇伝 となみ

199 父のため尽くした母に父尽くす となみ

200 忘年会いつやったかを忘れてる となみ

201 この二年どちらも泣いた菌と金 星新

202 マイナンの紐付け悩む年の瀬か 星新

203 戦とは感じも悪い漢字かな 星新

204 孫育て我が子育ての悔いを知る 村瀬　千明

205 老いてなお忘れたいこと忘れない 村瀬　千明

206 もったいない子の食べ残し食べて肥え ふさこさん

207 子と入る湯船だんだん狭くなり ふさこさん

208 被災地で多め多めに買う土産 ふさこさん

209 あの頃はキラキラネームが似合ってた なべちゃんさん

210 いつの間にあれこれそれで通じ合い なべちゃんさん

211 遠い目をして家計簿を妻閉じる なべちゃんさん

212 コロナ禍に希望のアーチ「ショータイム」 春風



213 コロナ外鬼さん守って内にいて ムク坊

214 浅草に昭和探しの老いの旅 ムク坊

215 凧が舞う舞台に飛ぶなミサイルよ ムク坊

216 口喧嘩すれば大きく見える妻 安田蝸牛

217 妻の愚痴母の小言の板挟み 安田蝸牛

218 定年後妻の歩幅で行くとする 安田蝸牛

219 １mmの差で「イン」パクト世に与え 紋花星

220 四苦八苦しては挙げ句にこの一句 紋花星

221 芭蕉とも深い縁ある浅草寺 紋花星

222 スマホはな暑さ寒さに弱いのよ 大和の雨蛙

223 スマホ出て活字文化が廃れだす 大和の雨蛙

224 年取れば今更言えぬそうやなあ 大和の雨蛙

225 ＤМＶ線路と道路空も飛べ さんごしょう

226 月旅行経費節減ソロキャンプ さんごしょう

227 世の中を四角く生きて並ぶレジ さんごしょう

228 サンタさん平和はいつ頃届けるの へちかん

229 少子化でまず増やそうよコウノトリ へちかん

230 停電で瞬く間に江戸時代 へちかん

231 よく落ちる円とミサイルプロのネタ しーちゃんのばぁば

232 祖母が言う自動化したいワシの脳 しーちゃんのばぁば

233 二刀流二兎追う人の変異型 しーちゃんのばぁば

234 マイカーを押してママのお手伝い 柳野　玲子

235 少しずつ増える言葉に日々感動 柳野　玲子

236 ここだけの話のここの裏帳簿 安兵衛

237 七転び八起きは孫に助けられ 安兵衛

238 馬鹿者と昔怒鳴られそうなった 安兵衛

239 お受験で大学ノートをまず与え 笑美子

240 シー静か!笑う門には姑が来る 笑美子

241 義理チョコの彼の笑顔を夫にし 笑美子

242 見て育つ父の背よりも母の尻 安兵衛

243 手相見に手を握られて結婚し 安兵衛

244 窓ガラスバイトで拭いた社に入社 安兵衛

245 マイナンバー政府の意地か再延長 仲　正行

246 見てみたいマスク美人は本物か 仲　正行

247 旅支援使ってみたいが金がない 仲　正行

248 初孫に行動制限ない財布 ごん太

249 川柳で物価と妻の憂さ晴らし ごん太

250 物価高四季の味覚が遠ざかる ごん太

251 初めての育児始めて母となる 蒼介

252 初雪にはしゃぐ二人の雪合戦 蒼介

253 読み聞かせやさしい声の子守唄 蒼介

254 物価高服も買えずに真っ裸 これでヨシト

255 「見て盗め」見てたら「何を見てやがる」 ひだまりのねこ



256 禁煙で病気無縁で部屋無煙 ひだまりのねこ

257 パンダとかぽっちゃり好きの台東区 南のサッチー

258 最小区心は広い台東区 南のサッチー

259 自衛隊勧誘受けた上野駅 南のサッチー

260 たんぽぽの指輪交わしてけんけんぱ ルッコラ

261 ふぞろいのふきのとう揚げハイボール ルッコラ

262 乳歯生え紙ストローに星刻む ルッコラ

263 たいとうくだいとうくかでまたもめる 策々

264 たいとうくだいとうくかで飛沫飛ぶ 策々

265 子の歳を聞いて我が身の老いを知る 清八

266 コロナよりもっと怖いの妻の方 しずく６粒

267 ボケたフリ真に受けられて老いを知る しずく６粒

268 よく笑うそれだけではや７０年 しずく６粒

269 三社祭少年の日の始発駅 川口一壽

270 渋団扇焼鳥焦がす粋な所作 川口一壽

271 夢を追い八十路超えても未だ途上 川口一壽

272 「忙しい」言ってる人ほどムダ多い ぷーちゃん

273 世知辛い老後の沙汰も金次第 ぷーちゃん

274 物価高一品減らしてダイエット ぷーちゃん

275 プルキンエ繊維も脱がす浅草寺 白衣洞

276 人生を二倍に生きる趣味の欄 白衣洞

277 満点はそらでじゅうぶん台東区 白衣洞

278 この悩み一年後には忘れてる 島根のぽん太

279 これ読んだ半分読んで思い出す 島根のぽん太

280 身の丈にあった暮らしが丁度良い 島根のぽん太

281 ブラボーがブラボーを呼ぶふしぎ まろん

282 節電と家電買い換えせめぎ合う 東山恒美

283 年賀状フェードアウトで筆じまい 東山恒美

284 二人して半額ケ−キクリスマス 若狭展望

285 チャイム鳴りくしゃみ堪えて変顔に 明日勝

286 止めました酒も煙草も四月馬鹿 明日勝

287 美人だね言われマスクに感謝する 明日勝

288 あなたにも届いてますか春の声 乱月

289 カルガモの親子は戦などしない 乱月

290 しあわせの形で開く福寿草 乱月

291 ロジックを積み上げ見えた大宇宙 澄海

292 学歴と稼ぎ背丈が身を助け 澄海

293 祖父ちゃんが徐々に子供に帰り行く 澄海

294 やればできるサムライブルーに押される背 古子

295 空っ風に負けるもんかと小犬立つ 古子

296 木に枯れ葉道の落ち葉に馴染むワレ 古子

297 ウクライナ想えば寒い囲む鍋 糸車

298 レジに立つサンタのママを子等覗く 糸車



299 寅さんがひょっと出そうな暮れの街 糸車

300 ギャンブルの沼にはまってさあ大変 荻上古好

301 ライン打つ「じいじ」のつもりが出た「じじい」 荻上古好

302 笑いあり美味いものある粋な街 荻上古好

303 テレワーク妻はパートで米を研ぐ カワセミ君

304 気が付けば家事も日課のテレワーク カワセミ君

305 出迎えは昔は妻が今アイボ カワセミ君

306 手伝った児の掃除跡そっと拭き 松田少納言

307 通知表元気ならばと目を瞑る 松田少納言

308 補欠でも声を嗄らした子を褒める 松田少納言

309 他人事と思ったコロナで今寝てる うにどん

310 日本人感じる五輪とワールドカップ うにどん

311 倍増だ所得じゃなくて電気代 うにどん

312 ウクライナ早く言いたい明るいな トシちゃん

313 近未来宇宙船で天国へ トシちゃん

314 寅さんがひょっこりいそうな花屋敷 トシちゃん

315 コロナ禍で猫も杓子も犬を飼い あざみのかかし

316 サンマがね今は驚く高級魚 あざみのかかし

317 摘まむなよ肴じゃないよ脇腹は あざみのかかし

318 「雪かきはいい運動」怒る雪国の人 浮遊人

319 雪の下にもうフキノトウの春 浮遊人

320 雪の朝雪かきの音で目が覚める 浮遊人

321 意気投合したのは良いが金が無い 老いたマドロス

322 四苦八苦生老病死にまだ四苦 老いたマドロス

323 支離滅裂統一教会と国葬儀 老いたマドロス

324 お笑いのツボを息子に教えられ 閑居庵

325 お年玉これが孫との命綱 閑居庵

326 コロナ禍でマスク美人が急増し 閑居庵

327 赤い糸色褪せた後虹の色 しなやかーる

328 定年後ネコから学ぶエコライフ しなやかーる

329 負けてやるコツをつかんで父となる しなやかーる

330 外人さんまずスタートは雷門 秋元きよこ

331 世界から浅草見てから死にたいと 秋元きよこ

332 雷門バックにポーズ外人さん 秋元きよこ

333 ジグザグに軒を借りてるにわか雨 オクラの花

334 太鼓打ち肩甲骨の美躍動美 オクラの花

335 檻の中チーター忘れた走ること オクラの花

336 期待込め稽古再開江戸囃子

337 今はただ人混みうれしい浅草

338 新しい支出項目マスク代

339 幸せに超えていきたい老いの坂 今　ゆうよ

340 幸せの茶柱立って万々歳 今　ゆうよ

341 老いてなお迷惑かけまいボケるまい 今　ゆうよ



342 お年玉欲しいいらぬは脅し弾 こうちゃん

343 フードロス消費期限とにらめっこ こうちゃん

344 年神様テレビの裏をパタパタと こうちゃん

345 スポーツの力が僕らを熱くした さよしば

346 終戦だ一言言えば終るのに さよしば

347 防衛費それより他にやることが さよしば

348 囲んでる昔飲み会今句会 桜小町

349 喜寿の祖母メールの返信五七調 桜小町

350 五と七を指折り数える台東っ子 桜小町

351 リンボーでブラボー新しい景色 しむらむし

352 王林の名は乳輪のアクセント しむらむし

353 奈良草履山神様が神隠し しむらむし

354 吹き上ろ新緑の神君の中 レイ

355 アマビエが今やすっかりお馴染みに かわせみ

356 愛妻は饒舌・多弁の二刀流 かわせみ

357 後手後手のコロナ対策懲り懲りだ かわせみ

358 空よ空婆ぁばも空の仲間だよ 尾崎良仁

359 待たせてもらうよと冬のでかい尻 尾崎良仁

360 大丈夫日本晴れの日に会おう 尾崎良仁

361 先人はツイート代わりに川柳詠む ピノコ

362 辛口も柳人みんな根は優し 西田忠俊

363 川柳にいつかよみ手の味と色 西田忠俊

364 川柳の効用オレオレぼけ防止 西田忠俊

365 マスク下で目の挨拶を習得し 元太のおばさん

366 川柳で頭に浮かぶ自虐ネタ 元太のおばさん

367 川柳本購入して挑み不採用 元太のおばさん

368 この言葉ながれにのって行く未来 わこわこ

369 にぎわいの街のカラスが元気でる わこわこ

370 メイクして笑顔作って加工して よー

371 工事中月夜の晩に道架ける よー

372 輪に入り浮ぶ妹兄エンジン よー

373 カッコーと鳴いているのは鳩時計 チンゲン斎

374 古希過ぎて先はないのに欲はある チンゲン斎

375 伸びきったパンツの紐のだらしなさ チンゲン斎

376 タワマンを目指して歩く道標 尊の君

377 甘い罠罹る病にダイエット 尊の君

378 鏡見て変わらぬ鑑ブレもせず 尊の君

379 王超える人とルースに並ぶ人 中年やまめ

380 徳利に笑い薬を入れる妻 中年やまめ

381 突っ張って生きた番長今社長 中年やまめ

382 商店街歩けば最高知らんけど 抹茶坊主

383 浅草は物良し人良し二刀流 抹茶坊主

384 台東区歩けばわかる街の良さ 抹茶坊主



385 ガス欠は車を超えて世界規模 紫苑

386 温暖化説に反旗の大雪が 紫苑

387 天よりもミサイル落ちる今杞憂 紫苑

388 プーチンと南極打開温暖化 米太郎

389 プーチンにきつねとうさぎ読み聞かせ 米太郎

390 上野発川柳乗せて浅草寺 米太郎

391 アラ○○やめて年代てまえどり だいちゃんＺ！

392 ブラボーと言ってくれるの身内だけ だいちゃんＺ！

393 新しい景色に言い換えニューノーマル だいちゃんＺ！

394 Мサイズドリンク頼みLがくる えりり

395 家族でお出かけだったのにはぐれる えりり

396 親だって人ごみで吾子見失う えりり

397 急いでるわけじゃないのに焦るレジ コッタ

398 現金が使えるレジを選ぶ母 コッタ

399 似てるけど声掛けためらうマスク顔 コッタ

400 マイナンバーポイントどころかカードなし まろりん

401 食べ過ぎて後悔それのくりかえし まろりん

402 両隣帰省するなら僕もする まろりん

403 何もかも寒いうどんがあったかい 来音

404 境界を埋めて果てなき曼殊沙華 来音

405 猫になり甘えてみたい人がいる 来音

406 コロナ禍のずっと前からひきこもり ブラックキャット

407 テレワーク俺の職場は縁がない ブラックキャット

408 宝くじ当たれば辞めるが買ってない ブラックキャット

409 ありがとうその一言で頑張れる 小池哲紀

410 再会に涙溢れる家族愛 小池哲紀

411 人生を思い思われ書き残す 小池哲紀

412 ノーマスクブラボー響く世へ熊手 カワセミ君

413 終息のお触れが出てもいいコロナ カワセミ君

414 進と攻文字なら容易親と交 カワセミ君

415 コロナ明け断る理由を思案する 齋藤一

416 マスク取るお顔が分かりドキッとす 齋藤一

417 血圧と物価が共に高止まり 齋藤一

418 「若いから」言い訳代わり「歳だから」 Ｎチャレンジ

419 フードロス削減効果物価高 Ｎチャレンジ

420 飛行場地に足つかぬにわかファン Ｎチャレンジ

421 子が育つ親の期待も生い育つ 村田真

422 年老いた親の姿に限り見る 村田真

423 夜起きてトイレに立つの何回目 村田真

424 ツケにして！古いがこれもキャッシュレス はやぶさＸ

425 テレワーク叱る上司を叱る爺 はやぶさＸ

426 誤字だけどぴったんこだよ疲労宴 はやぶさＸ

427 ツケにして！古いがこれもキャッシュレス はやぶさＸ



428 テレワーク叱る上司を叱る爺 はやぶさＸ

429 誤字だけどぴったんこかも疲労宴 はやぶさＸ

430 ケーキ屋に孫の笑顔を買いに行く 薫風

431 孫と来てダメとも言えぬ時価の寿司 薫風

432 目が回るけれども首は回らない 薫風

433 早く来てオムツを替えてお願いだ 井口 泰子

434 幽霊でいいから来いと叫ぶ母 井口 泰子

435 お犬サマここはトイレじゃありません 雀子

436 断捨離で売ったと言えぬ記念品 雀子

437 冷めました説明長いフランス料理 雀子

438 全世界一人で壊す小悪魔 はぐれ雲

439 返納しママチャリ買ってジジが乗る はぐれ雲

440 毛は薄く財布は薄く老いは濃く はぐれ雲

441 いつ誰が取るのかプラゴミ海底の

442 認知症薬数えて予防する

443 母九十彼女の推しはオオタニサン

444 ウクライナ遠くて近い真実だ 内橋　弘文

445 戦争時生きていました浅草寺 内橋　弘文

446 白髪の鏡に映る老いを見る 内橋　弘文

447 今年こそパッと脱ぎたい顔パンツ 佐千子

448 消えちまえ銃も戦車もミサイルも 佐千子

449 値上げラッシュ円の値打ちは値下げラッシュ 佐千子

450 テロップで慌てて「ら」を足すインタヴュー 長谷川千流

451 朝体操連れてる犬も欠伸する 長谷川千流

452 土俵上呼び出し行司は日本人 長谷川千流

453 デシベルで測れぬ声の快不快 長谷川貴流

454 選挙終え白手袋はゴミ箱へ 長谷川貴流

455 巣篭りが苦にはならない人見知り 長谷川貴流

456 あきらめず自分を信じ一歩ずつ 松田忠二

457 コロナ禍でもできることをできる時に 松田忠二

458 何事も眼元で判断いつまでか 松田忠二

459 2年ぶり糖質０のビールのむ 多賀二郎

460 アルバムに付箋を付けた遺影用 多賀二郎

461 マスクして野良着の案山子大欠伸 多賀二郎

462 下町の太陽2世の朗報を 鈴木 彩草

463 水際で行く人来る人困る人 鈴木 彩草

464 訪日へ記憶に残すおもてなし 鈴木 彩草

465 私達17字で旅にでる 和田一真

466 私達17文字で旅をする 和田一真

467 川柳は黙な俺にぴったりなのさ 和田一真

468 「何食べたい？」「なんでもいい」ってメニューは無い！ みかん

469 固まった真面目上司の顔わらい みかん

470 母の背をみて改めて感謝する みかん



471 コンドルを見下ろして飛ぶ物価鷹 佐高　源

472 赤ちゃんもインバウンドに愛想振り 佐高　源

473 瞑想が上手にできて議会人 佐高　源

474 ジャイアンかお風呂の中でリサイタル 梅津皓童

475 節約と小遣い減らし満足げ 梅津皓童

476 誘われてちょっと出てくる午前様 梅津皓童

477 お達者さんみんな笑いの達人さん 海だるま

478 リモートも向こうの酒は旨く見え 海だるま

479 時給訊き笑顔のランク微調整 海だるま

480 お正月痩せる財布に太る腹 齊藤美穂

481 お年玉預かる詐欺に気をつけろ 齊藤美穂

482 ダイエット痩せたら病気疑われ 齊藤美穂

483 更衣室忘れて帰るかつら人 三河の空

484 受験生本を枕に夜が明ける 三河の空

485 睡眠にこだわり過ぎて眠れない 三河の空

486 今年こそ詠みたい明るい時事川柳 まこもじゃる

487 彼をとて夫たらしめた日々いとし まこもじゃる

488 おやじギャグ言ってシラける披露宴 偏人

489 世代ごと置き去りにするこの時代 偏人

490 平日も土日も同じ定年後 偏人

491 健康の知識収集通夜の席 石田正流

492 不如意でも生きて長寿の仲間入り 石田正流

493 無理矢理に正月気分上げぬ歳 石田正流

494 5類落ちさせじとコロナまた流行(はや)る 蒲田信長

495 ジャパンアズナンバーいくつになるのやら 蒲田信長

496 聞く耳も聞いてるだけならただの耳 蒲田信長

497 寺の春お経川柳リズミカル 働き蜂ちえちゃん

498 初夢はダンス川柳飛躍年 働き蜂ちえちゃん

499 飛躍年街も仕事も川柳も 働き蜂ちえちゃん

500 この先も年中無休でマスクつけ 酒井　教雄

501 マスク無し外に出るのが恥ずかしい 酒井　教雄

502 もうすでにマスクは顔の一部です 酒井　教雄

503 スカイツリーだけ見て帰る田舎者 竜門

504 スカイツリー君と見ないとただの塔 竜門

505 当世はネットで化ける浅草っ子 竜門

506 下町が夕焼け小焼けで朱に染まり 眞奈美

507 風鈴が音符のように並ぶ路 眞奈美

508 妹がお姫様なり馬肥し 眞奈美

509 ライオンは王のツラして保護されて 伊藤キア

510 生きるとは好きな言葉を探すこと 伊藤キア

511 可愛い子-旅を重ねて-親を越え 桃太郎

512 口減らし-少子化時代に-またおいで 桃太郎

513 今孟母-引っ越しよりも-塾捜す 桃太郎



514 マスクより妻の口にはガムテープ あまみ

515 大家族人口密度は日本一 あまみ

516 忙しいスマホ操作の暇な人 あまみ

517 学童のパソコン弾く細い指 東洋はじめ

518 孫むすこ団子のように三兄弟 東洋はじめ

519 へぼ将棋勝った負けたの平和かな 梶　政幸

520 父さんのシナリオ狂う三姉妹 梶　政幸

521 本当につまらない物くれる仲 梶　政幸

522 DX（でぃーえっくす)誰がやるのか？押し付け合い 島貫亮輔

523 子育てに優しい日本になってほしい 島貫亮輔

524 税金を何に使うか？明確に。 島貫亮輔

525 今日の夕飯相談する人のいる幸せ 田島瑞生

526 シャッターよ開け賑わえ商店街 加茂 仁

527 下町で何処と対等台東区 加茂 仁

528 城東の下町代表台東区 加茂 仁

529 ありきたりでも素晴らしいこの人生 長吉　悠海

530 月に言ふ今年は君の年だよと 長吉　悠海

531 入学式息子が小さな旅人に 長吉　悠海

532 妻の出す皿に疑う麻の毒 フーマー

533 知り合いは誰もいないが見る駅伝 フーマー

534 平和の世続くようにと孫を抱く フーマー

535 正月も四年に一度でいいかしら ひらめき子

536 川柳の台頭区民は知らんけど 黄金虫

537 川柳は洒落か冗句か雑俳か 黄金虫

538 対等にならずとも良し俳諧と 黄金虫

539 1ミリで繋いだ新しい景色 かめきち

540 マスクなく笑えた日日に戻れ夏 かめきち

541 密を避け六十路はすべて家の中 かめきち

542 スカーフで年輪隠す四十路坂 知多の海人

543 言い訳の迷路にはまるお大臣 知多の海人

544 燃す写真妻の笑顔で手が止まる 知多の海人

545 穏やかにバーチャル都市でお買い物 あるふぉんそ

546 核ボタン無くす平和な凡庸性 あるふぉんそ

547 初詣お財布携帯気持ちだけ あるふぉんそ

548 寒波来て血圧ok外出す 路傍の石

549 甘党の離せぬ我は体重計 路傍の石

550 断捨離で減らしたいもの薬だけ 路傍の石

551 寒波来て血圧ok外出す 路傍

552 甘党の手放せぬ物体重計 路傍

553 断捨離で減らしたいもの薬だけ 路傍

554 信号機赤を除けばあの国旗 ナンサン

555 夫婦旅夢は月へのフルムーン ナンサン

556 予想外スマホに夢中爺米寿 ナンサン



557 お年玉リサイクルしたポチ袋 木村浩

558 お年玉迫りつつあるデジタル化 木村浩

559 年金につかないのかなお年玉 木村浩

560 いつからかカレーもいいけどお節もね トミオサ

561 お年玉電子マネーが令和流 トミオサ

562 図らずもコロナに罹り寝正月 トミオサ

563 うさぎ年コツコツ歩む亀になる 早川俊章

564 娘（こ）がつくるおせちもいつしか母の味 早川俊章

565 ブラボーと叫んでみたら俺一人 負け組応援団長

566 寒い冬負けじに寒い我がボーナス 負け組応援団長

567 大臣は首にされて慰労金 負け組応援団長

568 世の塵を川柳吐いて振り払う 文月西瓜

569 台東す川柳ブーム我行かん 文月西瓜

570 龍寳寺参り拙句に辛い点 文月西瓜

571 三社祭年に一度の無礼講 小林美博

572 名を残す浅草発のコメディアン 小林美博

573 爺と婆懐かしデート花やしき 小林美博

574 出会い頭向こうからしたら私が不審者 小松礼実

575 新しい音に惹かれて外すイヤホン 小松礼実

576 落ち葉はまるで落書きのような 小松礼実

577 あなただけ外すマスクで胸踊る 二葉亭救迷

578 ベッドインじらして外す濡れマスク 二葉亭救迷

579 知り合って素顔を知らぬ同級生 二葉亭救迷

580 元旦も定時に眠る老夫婦 傘泥棒

581 大晦日定時に眠る老夫婦 傘泥棒

582 冷め切って役割終えた老夫婦 傘泥棒

583 霜の間に橙光る日の出色 内藤拓也

584 冬日和青のパレット葉を飾る 内藤拓也

585 年の瀬に雪を遠目に散り埃 内藤拓也

586 コマーシャル時間にちょっとストレッチ 三四郎

587 よく切れる包丁買ったがさばけない 三四郎

588 金婚式過ぎて新婚に戻ってる 三四郎

589 川柳の産声あげた龍宝寺 渡辺柳山

590 川柳の種が芽をふく記念館 渡辺柳山

591 川柳忌柳友集う龍宝寺 渡辺柳山

592 スマホ化でどんどん錆びるヒトの脳 なるほどマン

593 ニンゲンよ地球壊すのやめんかい なるほどマン

594 勇ましい掛け声カネに負けてくる なるほどマン

595 お茶の間で戦争・雪害身が震え 清水風流

596 円と縁高くジャンプの卯年（ウサギドシ） 清水風流

597 聞きようで恐い名前のセンソウ寺 清水風流

598 パフェにのる甘いチェリーがほろ苦い 二瓶浩司

599 病み上がり妻の笑顔がときほぐす 二瓶浩司



600 恋バナも海で語れば満ちて来る 二瓶浩司

601 お茶会病気と家どないしょ 配りや独歩

602 どちらからあの世に行こう老夫婦 配りや独歩

603 抜けていく歯と毛と記憶野暮爺 配りや独歩

604 何食べた昨日は出ない古希夫婦 なし

605 古女房綺麗だったと過去で言い なし

606 孫からの写メきて今日の初会話 なし

607 鉛筆を削っただけの日記帳 立夏

608 初詣光る頭に手を合わせ 立夏

609 動線は人より猫のお導き 立夏

610 夫婦仲コロナ前から黙食派 東洋はじめ

611 ミサイルが飛んでる孫のクレヨン画 ひろＰ

612 戦場にモタンカ人形焼けただれ ひろＰ

613 木霊するわたしの好きな言葉だけ ひろＰ

614 森林も泥鰌も人も地球の子 みっこ

615 身の丈に合わせ明日の水を汲む みっこ

616 這い上がるためなら腕も肩も貸す みっこ

617 コンビニが町の灯台引き受ける 白瀬白洞

618 食ロスに終止符を打つゴミポスト 白瀬白洞

619 便利さの陰に掘られた黒い穴 白瀬白洞

620 お年玉諭吉も形無しワンクリック チョウピン

621 松飾り燃えるゴミの日はずし出す チョウピン

622 知名度を上げて辞任の議員さん チョウピン

623 父作る具無し焼きそば家族そっぽ

624 参観日テスト返され我終わる 川浦 理々華

625 息吐いて白さであがる我がテンション 川浦 理々華

626 冬休み見る夢全てスクールライフ 川浦 理々華

627 古希迎え宇宙旅行を生きがいに さとじい

628 数々の資格も年齢で返納か さとじい

629 年齢差の夫婦ときには父娘 さとじい

630 嘘ひとつ不意に出くわす分かれ道 八木　五十八

631 憧憬の峰に建てたる砂の家 八木　五十八

632 優しさが積もり根雪となる夜更け 八木　五十八

633 右左決して和まぬ五輪の輪 田村弘司

634 熊さんは世界を敵にチンとなり 田村弘司

635 人生も箱根も百年襷リレー 田村弘司

636 イビキかくまるでトドだよ寝る姿 アキラ

637 プーチンの独り相撲だ厄介だ アキラ

638 番犬にロボット犬エサ食わず アキラ

639 金いらぬ飲み友達よ水で済む アキラ

640 守ってよ時と約束仕事をね アキラ

641 野良猫が徘徊するよ台所 アキラ

642 人力車仲見世通り浅草寺 マッサン



643 日本の魅力満載浅草路 マッサン

644 雷と河童も出逢う道具街 マッサン

645 一杯のつもりが今日も終電車 破れ蓮

646 隠し場所開ければ妻の領収書 破れ蓮

647 妻の居る家は素面じゃ帰れない 破れ蓮

648 どうするは家康よりも物価高 K・U

649 トラブルは常ラッキーは稀な日々 K・U

650 戦争のニュースが壊す平和ボケ K・U

651 顔見せぬ歌手が増えてく誰が誰？ きん

652 物価高知恵と工夫で音をあげぬ きん

653 免許より返納したい古女房 きん

654 お囃子でツリーが揺れる時を待つ 湘路

655 コンビニで三食済ます祭り好き 湘路

656 浅草の路地に聞こえる江戸の声 湘路

657 稲妻にうたれたように恋に落ち 宗　彩人(むね　あやと)

658 生きてゆく稽古不足の初舞台 宗　彩人(むね　あやと)

659 退職後寄ってくるのはコロナだけ 宗　彩人(むね　あやと)

660 パワハラを上司が恐れ縮こまり ニャンツ

661 靴下の穴見なかったことにする ニャンツ

662 飽きてきた望んだはずのテレワーク ニャンツ

663 こたつから布団の距離は三千里 柚木ちゆ

664 雪の日は白い足音猫と踏む 柚木ちゆ

665 値上がりで俺の小遣い値下がりに 柚木ちゆ

666 プーチンよ嘉納治五郎泣いてるぞ 俳諧伯父三

667 プーチンよ自他共栄ではなかったか 俳諧伯父三

668 恐ろしや強欲住を制すとは 俳諧伯父三

669 うっかりをちゃっかり交わす年の功 たっきぃ善英

670 おひさまがいつも背を押す楽天家 たっきぃ善英

671 庵名の一字を貰い暖簾分け たっきぃ善英

672 世の中に公募の楽しさ見つけたよ まなごんた

673 赤ちゃんのなんとかわいい寝顔かな まなごんた

674 腹が減る授乳の過酷な産後すぐ まなごんた

675 世の中に公募の楽しさ見つけたよ まなごんた

676 赤ちゃんのなんとかわいい寝顔かな まなごんた

677 腹が減る授乳の過酷な産後すぐ まなごんた

678 捜索が森まで進まぬもどかしさ 川崎真潔

679 年金は減るが物価は滝登り 川崎真潔

680 復興費いつのまにやら軍事費に 川崎真潔

681 ラブレター一生賭けて書くつもり ムギ

682 四分音符一つ頂くコンサート ムギ

683 墓石の話し相手になるカラス ムギ

684 酒飲みの自慢に勝るホラはなし 望月幸人

685 小指ツメ伸ばすと取れる鼻くそメ 望月幸人



686 熱いラーメンすする音洟もすする 望月幸人

687 実る日を信じて夢の種を蒔く 岡田孝道

688 新しい話のように今日も聞く 岡田孝道

689 未来図に向かって軽い靴を履く 岡田孝道

690 川柳や川の柳も背を伸ばし ゆうゆう

691 浅草の街を一周ドローン乗り ゆうゆう

692 浅草の飛躍の年だよ心意気 ゆうゆう

693 ボンネット猫の足跡着いてた 柳川真也

694 かじかむ手広げよう、春掴むため 今井純生

695 キャッシュレス金は天下を回らない 今井純生

696 夫婦箸記念日ごとの半世紀 今井純生

697 孫たちの服を着こなすSD爺s 宮ちゃん

698 断捨離をやってないのに髪がない 宮ちゃん

699 二階から下りてくる間に用忘れ 宮ちゃん

700 子の夜泣きメンタルやられ母も泣き 豆大福

701 美味しいとあなたが言うそれ惣菜よ 豆大福

702 マネキンを嫌みだというメタボ妻 あま健介

703 食べちゃダメ太っちゃダメとメタボ妻 あま健介

704 川の字の真ん中にポチ防波堤 あま健介

705 3年目マスクをしたり外したり 増田　かすが

706 手前取り独り者にはフードロス 増田　かすが

707 欲しいもの三日迷ってやっと買う 増田　かすが

708 ご近所のお店を遠くする値上げ かばくんのかば

709 温暖化人も地球も老朽化 かばくんのかば

710 高齢化孫の会話も「超」がつく かばくんのかば

711 あらそわず生きていきたい最後まで きんぎょ

712 戦争のない国いずこないのかな きんぎょ

713 戦争国より最貧国のほうが益し きんぎょ

714 この街で得る安心と穏やかさ 金子　秀重

715 鉛筆を削り無限の可能性 金子　秀重

716 欲張って得た物塞ぎ狭く生き 金子　秀重

717 お年玉もらうは嬉し出すは嫌 赤子沢

718 運動会先頭になり走るなり 奥原邦敏

719 月末にご入金無いか確認する 奥原邦敏

720 妻が飲む相手するのは俺だけだ 奥原邦敏

721 外面を使い果たして帰る靴 豆の蔓

722 紅白の糸で未来を編み上げる 豆の蔓

723 春めいて芽吹き始める点描画 豆の蔓

724 寒いとて泣くガラスにも春は来る 藤井　きょう

725 鬼のやさしさに笑顔で負ける福 藤井　きょう

726 足裏に竹の勢い碧き空 藤井　きょう

727 うさぎ年天満宮で牛を撫で 北野剛

728 七草をひちぐさと読み粥を食い 北野剛



729 初夢に妻が出てきて一安心 北野剛

730 悪評もディスりも一気にsilent 松本俊彦

731 正月も晦日もなしのお洗濯 松本俊彦

732 冬休み巻き戻したい一日目 松本俊彦

733 コロナ禍は天罰なのか何なのか 夏川涼

734 咳をする人ほど変なマスクして 夏川涼

735 福袋要らないものがよく混ざり 夏川涼

736 古希過ぎて深夜ラジオが子守歌 ポンカン

737 試着室マスクの色も変えて見る ポンカン

738 除夜の鐘聞いても消えぬ悩みごと ポンカン

739 LEDわが寿命より長持ちか 草道久幸

740 ニュータウン今じゃoldばかりなり 草道久幸

741 歩いても歩いてもなおメタボ腹 草道久幸

742 爆買いや持てないほどの品のなさ なし

743 爆買いや慎ましいのも品のうち なし

744 爆買いや土産なにやら置いてゆき なし

745 秋梅雨を憂いながら冬が来た さなまら

746 短い句無限大な身近い句 さなまら

747 短い句無量大数な身近な句 さなまら

748 母背負い浅草めぐるさくら咲く 颯光（そうひ）

749 円安も訪日増えて悪くない 月うさぎ

750 川の字で春のうららの隅田川 月うさぎ

751 電波塔景色ブラボー！日本一 月うさぎ

752 「何でもいい」そんなメニューはありません！ 山本美和

753 王子様まって焦がれて四十過ぎ 山本美和

754 宇宙人攻めたら地球団結し 沙緒翁

755 受験生親は神社に子は塾に 沙緒翁

756 重箱の隅をつついて松が明け 沙緒翁

757 ソイヤーサーと三本締めの春恋し 雪鴻

758 初詣祭り半纏今年こそ 雪鴻

759 初夢で想い募りし一之宮 雪鴻

760 いとかなしコロナ禍の旅と背徳感 中間　綾美

761 「反省してます」マスクの中では変顔してます

762 もう一歩見るたび便器に近づいた

763 鼻垂れるマスクしてると拭きません

764 いつまでも名前で呼び合う父と母 紗英佳

765 はいチーズ我が子が見るのはママの顔 紗英佳

766 久しぶり帰る実家の豪華飯 紗英佳

767 ままごとの支払いまでもペイ払い いそのっぺ

768 入学し卒業してく三年目 いそのっぺ

769 方言にとっさに返す子の「ハロー」 いそのっぺ

770 誕生日周りが覚えて歳を取る コスモス

771 ウィルスと不景気負けるな明日は来る 豆助



772 羽根はえる諭吉に活気商店街 豆助

773 商店街大事な庶民の台所 豆助

774 ギリ限界女房殿よわがこずかい 立川のネズミ

775 さり気なく再値上げする知恵使い 立川のネズミ

776 値上げた強気の女房が音を上げる 立川のネズミ

777 ジイちゃんは冥土(メイド)喫茶でお茶してる 拓ちゃん

778 悪役も家に帰れば孫の守り 拓ちゃん

779 妻の留守こころ浮き浮き独り酒 拓ちゃん

780 ステイホーム仮面夫婦も仲直り ありません。

781 ステイホーム急上昇の光熱費 ありません。

782 不細工もマスクのお陰超美人 ありません。

783 期待込め孫に投資のお年玉 横手敏夫

784 電車乗りくしゃみ三回色眼鏡 横手敏夫

785 冬休み孫はぽかぽか富裕休み 横手敏夫

786 天国は宇宙に行ってからにする 道草人

787 年金と貯蓄をにらんで天寿決め 道草人

788 外人が戻った日本の中心地 しょうしょう

789 江戸の粋台東浅草いい川柳 しょうしょう

790 川柳の生まれた街にいい川柳 しょうしょう

791 （△）参画は（□）資格要らずで（☆）スタートし ペースかめ

792 コロナ禍に「ら」つけポジティブコロナから ペースかめ

793 聞き管理大切にする危機管理 ペースかめ

794 ハグをして母は私の子になった やーくん

795 食がよく嘱託になる職がいい やーくん

796 富士山の雨は下から吹き上がる やーくん

797 愛になるわたしがあいての手を取れば 井手聡子

798 頑張るぞあなたの笑顔が見たいから 井手聡子

799 自分から小さなしあわせ見つけよう 井手聡子

800 緩和措置コロナと共生三年目 ビッグリバー母さん

801 節電の冬で夫婦は密になる ビッグリバー母さん

802 毛布シェア夫婦で節電密になる ビッグリバー母さん

803 お年玉貰い脱兎の如く消え 藤田平和

804 ディスタンス忘れてコロナ人の波 藤田平和

805 喉の餅洒落にならない嗚呼傘寿 藤田平和

806 コロナ禍とマスクのせいでナンパ死語 芳水るびい

807 スマホより上を向いて歩こうよ 芳水るびい

808 君だけに負ける気しない自我に言ふ 芳水るびい

809 眠れぬ夜限定炎上向上心 いまのわれ

810 鰻重に換えてくれろと下り酒 ばいなりい

811 行く人も来る人もあり平和かな ばいなりい

812 世知辛い重箱つつき初日の出 ばいなりい

813 ドーナツの穴が気になる物価高 友ちゃん

814 胸踊る今日の診察イケメン医 友ちゃん



815 東京ばな奈フルーツ店で探すじじ 友ちゃん

816 遺言書明子か朋子か読めないぞ 口笛にゃ太郎

817 古い毛や新しい毛も抜ける音 口笛にゃ太郎

818 孫が来て鬼爺えびすに早変わり 口笛にゃ太郎

819 脱走か屋根裏の宴ハムスター 町田　友信

820 朝ごはん孫がこぼすよ狙う犬 町田　友信

821 何事も急いては事を仕損じる 山本　好美

822 言い訳が5枚舌でも驚かない 山本　好美

823 無垢の孫抱いて私もなりたい無垢 山本　好美

824 思い出のこの街子どもの地元街 七条 静香

825 指先で奏でる音と君の歌 七条 静香

826 枝如く広がる興味花咲かす 七条 静香

827 ハゲ・マスク誰が誰やら同窓会 かのカッチヤン

828 息子から親に感謝の恩ライン かのカッチヤン

829 夢に見た年金暮らし夢だった かのカッチヤン

830 公園の桜樂しや綿菓子よ 千葉　信

831 谷中街階段座る夕陽坂 千葉　信

832 訛りなし郷里(くに)遠くなり上野駅 千葉　信

833 オンライン仕事も授業もサッカーも 平松　茂

834 気合い入れカルチャー入会体験だけ 平松　茂

835 納税は消費よりもふるさとで 平松　茂

836 ワクチンが四分五裂にする世間 海神　瑠珂

837 拒否全て宗教上の理由にし 海神　瑠珂

838 更迭がいまやトレンド永田町 海神　瑠珂

839 母強し家事と育児の二刀流 イチゴまんじゅう

840 黙( もく)がつく熟語が増えて口が開く イチゴまんじゅう

841 目で笑いマスクの中で泣いている イチゴまんじゅう

842 いつの世も千客招く浅草寺 角田陽子

843 ピカイチの道具求めてかっぱ橋 角田陽子

844 今昔仲見世通り人の群れ 角田陽子

845 ガチ節電ガチ節水の二刀流 たぬき親父

846 手を抜かず感染対策気を抜かず たぬき親父

847 耐えられぬコロナミサイル物価高 たぬき親父

848 ブラボーの連呼を願い初詣 三木首相

849 王を超え神に昇格スラッガー 三木首相

850 批判より代案示せ高給者 三木首相

851 ぬくぬくと生きているのに風邪をひく 下村　修

852 自分史に付けておきたい正誤表 下村　修

853 弟がまなざしこらす半分こ 下村　修

854 イタズラはエサ時知らすアラーム機能 近藤　椿

855 ごろ寝して頬に畳と夢の跡 近藤　椿

856 木漏れ日で暖とる猫の優雅さよ 近藤　椿

857 横町でいずれ私も辞世の句 ハルル



858 横町を抜けてもみ合う町神輿 ハルル

859 柳多留最中も美味し台東区 ハルル

860 異次元が一人歩きで迷う道 菅井一男

861 宗教を語らず騙る人がいる 菅井一男

862 鉄砲を撃つのは魚だけでよい 菅井一男

863 ドーナツの穴の先には猫の顔 美空

864 ブラックホールママはお腹でパパは胃で 美空

865 美白ってなにさサンマがあきれてる 美空

866 カルタ取り孫に教えることわざを 四季桜

867 へぼ将棋孫に負けろと女房言う 四季桜

868 木枯らしや麻痺した手足で投票す 四季桜

869 お裾分け嬉し美味しい有り難う 吉田幸子

870 下町でParisを見つけたモンブラン 吉田幸子

871 縄文人顔でか四角それ夫 吉田幸子

872 よく飛ばす村神様とおやじギャグ 佐々木俊典

873 今の世に一石投じる勇気なし 佐々木俊典

874 徘徊と見られぬように犬を飼い 佐々木俊典

875 自由でも俳句川柳一句詠めぬ KKCEC

876 上様を神様と書く領収書 KKCEC

877 年男今年こそはと二兎流で KKCEC

878 しゅーないな呟き出せる年賀状 またあ

879 甥姪を避けて正月一人旅 またあ

880 倍返し期待の妻へ聖夜来る またあ

881 あの声で人を食うかや特殊詐欺 三舟

882 政治家は穴があっても入らない 三舟

883 生みの親育ての親の川柳さん 三舟

884 これ一本君と僕きずなです なし

885 人道に勇気と絆前進へ なし

886 浅草橋よりどりみどりわれはわれ なし

887 オリオン座三つ子の星が遊ぶ 悠太郎

888 足踏みをしても突発のときが来る 悠太郎

889 白い月おまえのおっぱい思わせる 悠太郎

890 順調に老化はすすむ腰痛も いとうよ

891 北国の雪のたよりはもう十分 いとうよ

892 免許証返してランチに飲むビール いとうよ

893 ウィルスも生き残りかけツノかくし 西山 敏夫

894 うたた寝はこころの余裕醸し出し 西山 敏夫

895 箱根路は若い力がバクハツだ 西山 敏夫

896 おいらんは荷物前持ちマナーいい 多摩川　二郎

897 テレワーク髭剃らない日にWeb会議 多摩川　二郎

898 初詣坊さん二人で和尚がツー 多摩川　二郎

899 ＳＦの世界も今やメタバース アルサプア

900 人気店コロナ自粛で人気(ひとけ)なし アルサプア



901 背後からアプリとサプリに煽られる アルサプア

902 お年玉財布の重さパパを抜く 森田宏

903 車窓から春を捕ってと孫が言い 森田宏

904 初孫に皺を撫でられ歳訊かれ 森田宏

905 ゲームかとドローン撃墜キーウの画 林悦子

906 交差点渡り切れずに老いを知り 林悦子

907 朝仕込み会話なくとも老夫婦 林悦子

908 思い出すこの商店街の賑やかさ かたろー．ひなか

909 手を繋ぎ歩いた孫に腕引かれ かたろー．ひなか

910 日暮れ影腹ペコ坊主と徒競走 かたろー．ひなか

911 物価高買い物温度ダダ下がり 中央線の旅人

912 その不幸ふふふと流す川柳で 木村　幸代

913 ゆくかわの流れ泥でも柳あり 木村　幸代

914 千あれば流せる気がする川柳で 木村　幸代

915 ロシアには国際世論の根を広げ ふじちゃん

916 生きて古稀残り30で月旅行 ふじちゃん

917 大人とはなんだろうなと成人に ふじちゃん

918 高いのは物価と父の肩車 yosi

919 観音さん顔認証で客憶え 柳下かえる

920 観音は賽銭幕でマスクする 柳下かえる

921 初詣タワーに登り高望み 柳下かえる

922 いってきます！誇らしそうな1年生 佐藤麻優

923 いつの日かコロナ前の生活に 佐藤麻優

924 子育てで母のすごさを日々感じ 佐藤麻優

925 クチナシの香りに惹かれ夜の町 たかやす

926 サルスベリ朱に交わらず凛と白 たかやす

927 木蓮とこぶしが競う浅き春 たかやす

928 しわくちゃな札が財布に追い出され 山田　明

929 泣くもんか命の限り生きてやる 山田　明

930 老人の車歩行者ビビらせる 山田　明

931 シルバーは理屈膏薬身にまとい 津田隆

932 海千に山千僕にシニア川 津田隆

933 自慢じゃないと病語って１時間 津田隆

934 凶みくじ孫とお揃いご満悦 梁秀鏞

935 食欲と胃の許容量噛み合わず 梁秀鏞

936 美味しそう娘のお菓子食べてみたい 梁秀鏞

937 ペット逝き当てなき散歩いと寂し

938 義父同居本音を言えぬもどかしさ

939 商店街今じゃすっかり消店街

940 ダイエット明日（あす)からやると今日も言う 豊島路子（トヨシマミチコ)

941 ネクタイしリモート会議下パジャマ 豊島路子（トヨシマミチコ)

942 マスク無し帰省の孫の目が泳ぐ 華杏

943 温かいスープと明かりある平和 華杏



944 多様性雛より兜の孫娘 華杏

945 心配の種は尽きない手を洗う 正さん

946 虹の橋無菌浄土へ渡りたい 正さん

947 不揃いでノーメイクの野菜が好き 正さん

948 川柳で商店街の名を広め マロ爺

949 「かわやなぎ」そう読んでいた一年前 はれ

950 川柳がルーティンになり趣味になり はれ

951 川柳を楽しみながらボケ防止 はれ

952 あも言わずうんも答えずお茶が出る 織戸薫

953 歯に衣(きぬ)を着せぬ報(むく)いの虫歯かな 織戸薫

954 日溜(ひだま)りを探し湯呑と旅をする 織戸薫

955 アバターに住民票を課す時代 千吉良　岳

956 アバターに第二の自分託す夢 千吉良　岳

957 政治家は仮想世界のゴミと化す 千吉良　岳

958 羨むは逝ったペットのぴんころり 会津子

959 動かずに力ためてる冬ごもり 会津子

960 力抜き生きる術知る八十路なり 会津子

961 シャンシャンにワクチン接種予約とり 松村　正勝

962 ブラボーと屋号かけたや中村座 松村　正勝

963 みな値上げ浅草街もみな音上げ 松村　正勝

964 海外を旅する如き浅草寺 夢人

965 古希までは雇期だと言ってこき使う 夢人

966 数撃てば当たるが信条妻以外 夢人

967 テレワーク家事が飛び込む妻の声 中澤仁捷

968 写メで来るコロナ籠りの雛祭り 中澤仁捷

969 相槌を打ちつ流しつ他人事 中澤仁捷

970 時は金無駄にはせぬが愛想無し 朝陽

971 再雇用年下上司オロオロと 案山子

972 汗にぎる小兵が倒す大相撲 みことのり

973 物価高雪は溶けるが金も溶ける ぶくろ

974 物価高雪は落ちるが金は舞う ぶくろ

975 小さいが上野浅草あれば良し

976 上野から浅草見れば東だよ

977 浅草区上野区違う台東区

978 うさぎさん後ろ姿は猫に似る おばこ

979 のんびりとへそ天の猫愛おしい おばこ

980 年賀状束で届いた年もある おばこ

981 見上げると西郷さんが大空に かなぶんた

982 世界人上野浅草持ち帰り かなぶんた

983 爺さんとくぐった門に孫を連れ かなぶんた

984 うさぎさん大黒様に救われる ねむ登

985 二桁の当たりを探す年賀状 ねむ登

986 年賀状五七五で書き添える ねむ登



987 コロナの世スカッとさせるショータイム かた　こるよ

988 感染とオレオレ対策怠らず かた　こるよ

989 困り物コロナと脂肪のリバウンド かた　こるよ

990 春よこいウクライナに平和風 脇　長生

991 政治家は票をもとめて横統一 脇　長生

992 物価高政治家には馬耳東風 脇　長生

993 すばらしい技も力もある日本 藤井京子

994 ロボットと長寿社会へ肩組んで 藤井京子

995 アメリカの大豆をまいて鬼はそと 昌雪　(ショウセツ)

996 温暖化北極クマに危機迫る 昌雪　(ショウセツ)

997 物価高月の兎も驚いた 昌雪　(ショウセツ)

998 良い声の木馬がうなる台東区

999 コメントの後押しさせる街の声 和夫

1000 一票の格差是正が冷ます票 和夫

1001 大過ない日々を支えた縁の数 和夫

1002 祈願する戦争のない新世界 梨太郎

1003 値上がりで年金価値が目減りする 梨太郎

1004 未コロナが希少価値となる未来 梨太郎

1005 座禅より五右衛門風呂で無の境地 男鹿わたる

1006 朝礼の拍手にホロリ左遷の地 男鹿わたる

1007 天高く潮吹く赤子オシメ替え 男鹿わたる

1008 還付金あれば欲しいが払ってない ひぐらし

1009 倍増の話は消えて増税に ひぐらし

1010 老後より今が心配この値上げ ひぐらし

1011 つつましい暮らし笑顔に支えられ やんちゃん

1012 どん底を救ってくれたのは勇気 やんちゃん

1013 叶わない夢を握っているこぶし やんちゃん

1014 コロナにもガンも負けぬが嫁に負け 橋本隆一

1015 春なれば雪は溶けゆき希望萌え 橋本隆一

1016 夢ありて希望育み台頭よ 橋本隆一

1017 ばあちゃんの土産悩んで全部買う 金子歩美

1018 小説の舞台めぐりが終わらない 金子歩美

1019 和洋中全部あるから全員で 金子歩美

1020 お賽銭以外はすべてキャッシュレス 桑野豊

1021 迂回した車窓に富士の雪化粧 桑野豊

1022 元日は空気が変わるコンビニも 桑野豊

1023 気にしてねトレンドよりも国の今

1024 生きるだけそれでも辛い物価高

1025 二次の推し遠恋なんで嘘をつく

1026 思うよにならぬ世だから抱き枕 こゆきうさぎ

1027 実家より戻りこの部屋また独り こゆきうさぎ

1028 冬空にとけゆくわたしだった息 こゆきうさぎ

1029 デジ足るを知ればアナログに戻れり はなぶさ



1030 コロナ禍や物価高でも国際化 もふもふ

1031 見下ろせば花火と恋と屋形船 もふもふ

1032 仲見世はお国訛りとバイリンガル もふもふ

1033 愛読書ゴミ分別パンフレット 上原　富子

1034 見上げれば背筋も伸びるスカイツリー 井上英治

1035 口上に惚れて爆買いアメ横で 井上英治

1036 草草の草草生える浅草に 井上英治

1037 黒猫のトト助手席に車中泊 アリマノミコ

1038 人生のゴールにブラボ－叫びたい アリマノミコ

1039 雀卓の孫の振り牌大三元 アリマノミコ

1040 やりくりを褒められランチ奮発し

1041 石ころもネコも友達通学路

1042 巣ごもりで育てた腹よいつ巣立つ

1043 介護衝く糸の麗し映ゆ軌跡 田上智佳士

1044 介護衝く庇う落暉へ茶耽り 田上智佳士

1045 祖父の銃痕精悍を染む目見零る 田上智佳士

1046 また会おうニコリと笑い空に消え 哲将軍

1047 年明けの年始挨拶仕事かな 哲将軍

1048 母涙よくぞここまで育てたと 哲将軍

1049 使う手は問わないこの世はサバイバル 三十八田楽

1050 子を叱る誰に似たかは棚に上げ 三十八田楽

1051 宝くじ当たる夢見て泣けてきた 三十八田楽

1052 ５人いる孫にばぁばは擦りきれる 金沢良子

1053 介護する私の介護は誰がする 金沢良子

1054 非常食買った先から減らしてる 金沢良子

1055 うさぎ年油断しないで亀を飼う 吉田千栄子

1056 大掃除夫は急用多くなり 吉田千栄子

1057 値上がりにまとめ買いして期限切れ 吉田千栄子

1058 紅一点どっこい台東紅一面 カジ

1059 分別(ぶんべつ)を分別(ふんべつ)ざかりが子に学び カジ

1060 無加工で履歴書写真に注意書き カジ

1061 サプリより川柳一句ボケ防止 信夫仙山

1062 やなことも心晴れるよ川柳で 信夫仙山

1063 川柳で心が浄化する不思議 信夫仙山

1064 発祥の碑は街道の片隅に マロ爺

1065 江戸っ子がレッドリストに載る未来 猫背

1066 勝ち組が人も花火も見下げてる 猫背

1067 全裸でもマスクは脱げぬ子が育ち 猫背

1068 プーチンに請求したい復興費 ハッピー椿

1069 うさぎ跳ね夢に希望に新風景 桂住人

1070 ブラボーに鳥獣戯画の令和かな 桂住人

1071 何事もてまえどりする手前味噌 桂住人

1072 総理もコロナに罹る人並みに 仲　正行



1073 第８波国は逃げ腰及び腰 仲　正行

1074 旅支援使いたいけど銭が無い 仲　正行

1075 境界を越えればしょせん他人事 茶飯士

1076 仕事始めゴミの日カラスご出勤 茶飯士

1077 坊主よりお金が走る年の暮れ 茶飯士

1078 Earthから住所始める宇宙時代 むーむー

1079 祈るより平和を創れ神が言う むーむー

1080 人の手を借りたいと猫思わない むーむー

1081 「おなべふ」を知っている人手を挙げて 佐藤俊明

1082 元旦に互いに届く終い状 佐藤俊明

1083 妻からの静電気これ稲妻か 佐藤俊明

1084 悪口を書かれたならば気分悪 まりん

1085 締め切りはいつのまにやらすんでいた まりん

1086 恋文はテレがあるなら書けないよ まりん

1087 食通は不味いと言えぬちりとてちん 林チビ太

1088 談合は暖房よりもぬくぬくで 林チビ太

1089 電気代上がり室温五度下がり 林チビ太

1090 塩梅を目指して今日も修行中 中田マキ子

1091 空腹で食べるご飯はおお御馳走 中田マキ子

1092 後れ毛に心乱れて恋をした 中田マキ子

1093 コスプレとアニメがニッポンしょって立ち りんくん

1094 打ち水にやんやの喝采蝉しぐれ りんくん

1095 啄木もこうだったのかと手を見詰め りんくん

1096 シーソーにママがまだ来ぬ保育園 桃太郎

1097 ついでくれお酒じゃなくて俺の技 桃太郎

1098 身にしみるレジでもたつく妻の老い 桃太郎

1099 ご飯まだラインで息子家の中 榎本　幸子

1100 拝啓で始まる母の初メール 榎本　幸子

1101 非通知だと親の電話に出る息子 榎本　幸子

1102 あと10分あと5分だけ寝坊した 祥雲

1103 炬燵背に手足を引っ込め亀のよう 祥雲

1104 耐えてきた挫折の頬に化粧する 加代ちゃん

1105 風になびく父の長髪今いずこ 加代ちゃん

1106 老い進みシナリオにない風が吹く 加代ちゃん

1107 さようならシャンシャンシャンで送ってね ころん

1108 笑顔戻りしっかり三密商店街 ころん

1109 巣籠りでベビーブームがくる予感 ころん

1110 戦争が玄関先に届いてる 酔水

1111 兎にも亀になりたい時があり 酔水

1112 いつからか女房の身体に鬼が棲む 彩の助

1113 靴下は片方残る左だけ 彩の助

1114 来て欲しい鬼嫁でいいもう還暦 彩の助

1115 花盛り来ると信じて冬生きる たけうちさな



1116 生きてゆく限り詠みたい今がある たけうちさな

1117 曇りなし自分で振ったサイコロに たけうちさな

1118 ありがとう母の介護はグローバル

1119 紅をひき今年こそはと三社祭 貴湖

1120 歳重ね子供に帰るおばあちゃん 貴湖

1121 私からさよならを言うコロナ禍へ 貴湖

1122 カピバラは柚子湯に似合う大スター ひろくん

1123 寒くなる今年の高い暖房費 ひろくん

1124 大晦日下りは重そう新幹線 ひろくん

1125 今年こそ！年末になると来年こそ！ 塩谷雅美

1126 勝敗着かずPKでけりがつく 塩谷雅美

1127 俳優とどこかが違うユニクロの服 塩谷雅美

1128 お正月店にはチョコが並んでる

1129 インドカレーライスあらへんナンやねん 田中　勝

1130 かぎろふや気早な案山子フラを舞ふ 田中　勝

1131 熊楠にネンキン改革委ねたし 田中　勝

1132 狭い道音なく横に車ヒヤッ 小泉親種

1133 好きに生き気晴らしのない日々は夢 小泉親種

1134 物価高懐ゼイゼイ風邪引いた 小泉親種

1135 ありがとう礼も積もれば笑みの山 松尾　領悟

1136 インフレで給料変わらぬ寂しさよ 松尾　領悟

1137 カイゼンで再び日本を高成長 松尾　領悟

1138 晴着着て見えかくれする大人顔 木村成子

1139 仲見世の春まつ心梅一輪 木村成子

1140 福寿草咲くをまたずに友は逝き 木村成子

1141 ワクチンもインフル・コロナ二刀流 板垣　宏

1142 親ガチャか子ガチャか揉める親子かな 板垣　宏

1143 物価高待ってましたと黒田節 板垣　宏

1144 華道部が語るPK必勝法 塩田きよら

1145 海よ見ろ羽ばたけそうな二の腕を 塩田きよら

1146 唇のかわきをマスクのみが知る 塩田きよら

1147 パパママで育ちチチハハ捨てて出る ささゆり

1148 印廃止今日も役所で印を押し ささゆり

1149 性別の「らしさ」「くせに」は化石賞 ささゆり

1150 給食が唯一まともな食事の子 けろね

1151 孝行も途中でへばる長寿国 けろね

1152 妻と娘（こ）の連立父は外される けろね

1153 上がるのは血圧、物価妻の眉 馬場和義

1154 大吉を引いたが宝クジはずれ 馬場和義

1155 来世ではなってみたいな独裁者 馬場和義

1156 お年玉忘れた顔の孫がくる 内田るみ子

1157 宝くじ柏手打って大安に 内田るみ子

1158 門松のいわれわからずスマホ見て 内田るみ子



1159 やせ我慢しても減らない腹周り

1160 また値上げ上がらないのは給与だけ ひぐらし

1161 歳かなあ思った頃は若かった ひぐらし

1162 定年後また働けという値上げ ひぐらし

1163 これ以上値上げされたら音を上げる ありません

1164 二倍速タイパ重視で意味半分 ありません

1165 箸スマホより重いもの持てぬ子ら ありません

1166 ウクライナあちらも月を見てるかな あんどらごら

1167 焼け石にかける水なし物価高 あんどらごら

1168 窓開けてお風呂に月をカラーコピー あんどらごら

1169 エビデンス根拠といえばいいものを のりのり

1170 昭和から一文字変わり大変わり のりのり

1171 名前に「子」付けばだいたい昭和生 のりのり

1172 リモートで宅飲み同窓会費浮く 蓮香雀

1173 歳とれど変わらぬ笑顔友の顔 蓮香雀

1174 同窓会オンラインなら子も笑顔 蓮香雀

1175 「ありがとう」その言葉はヤー！パワー！ はるしょう

1176 王陥落村神様が次の王 はるしょう

1177 村神様ああ…村神様村神様… はるしょう

1178 見切り品SDGsと書いて売り 巣戸一句

1179 病いには見つかりたくないかくれんぼ 巣戸一句

1180 無農薬野菜求める無能役 巣戸一句

1181 スカイツリー羨ましいけど誇りです 赤松　桔梗

1182 ひっそりと芭蕉庵後稲荷あり 赤松　桔梗

1183 蕉翁の庵があったと空威張り 赤松　桔梗

1184 ツイストをスローで踊るモボとモガ 檜垣　文

1185 三社祭昭和の友と純喫茶 檜垣　文

1186 純情をまた取りもどす夢はじめ 檜垣　文

1187 スマホ首治療調べるGoogleで 心郎

1188 今年こそ確か去年もそう誓い 心郎

1189 買い物も知識も愛もスマホから 心郎

1190 妻機嫌俺の小遣い変異する

1191 子に学ぶ子育てならぬ親育て りりぃ

1192 子は鏡親見て育つ子の口調 りりぃ

1193 寅さんがパリで恋する猫娘 島風ひゅーが

1194 寅さんがフラれる前のようなオレ 島風ひゅーが

1195 恋愛本山と読んだがまだ独身 島風ひゅーが

1196 単語出ず日本語でどう言ったっけ 市川淑子

1197 予備の予備さらに予備買う老婆心 市川淑子

1198 やわらかい化石になれるおまじない 小沢史

1199 証拠なら三面鏡が掴んでる 小沢史

1200 誰よりも硬いさざんか植えている 小沢史

1201 見る食べる上野浅草満たす町 西山俊一



1202 谷根千で下町文化見つけ旅 西山俊一

1203 朝ぼらけ不忍巡り心澄む 西山俊一

1204 ため息をマスクに隠しお仕事へ さとまる

1205 通勤時川柳詠んでにやけ顔 さとまる

1206 鼻垂れてひと足早い春を知る さとまる

1207 慣れすぎてマスクがないと落ち着かない うし

1208 ご利益も賽銭５円無理あるな 三十八田楽

1209 ジリ貧のウチには来ない福の神 三十八田楽

1210 情けねぇ努力もせずに神頼み 三十八田楽

1211 海外でお水頼んだ５００円 あき

1212 甲殻類エビカニいまや高額類 あき

1213 楽しみを絶やさないことも楽しくて 武井怜

1214 台東区七五丁目で暮らす人 武井怜

1215 東京を編んで流行りのくずし方 武井怜

1216 神様の悪戯なのかこのコロナ 夏みかん

1217 進んだら見える景色は無限大 夏みかん

1218 ハンカチも娘、ブランド俺、フキン たくたく

1219 物価高妻の血圧乱高下 たくたく

1220 弁当のおかずも愛も減らされる たくたく

1221 十七に収まりきれず胸おどる やすべえ

1222 人生に浅草があり夢がある やすべえ

1223 浅草は末広がりの賑わいさ やすべえ

1224 均したい暑過ぎる夏寒い冬 宮のふみ

1225 財布泣くオール電化の電気代 宮のふみ

1226 鼻と口見てもう一度友覚え 宮のふみ

1227 犬飼えぬ父が名付けたルンバちゃん ベベの介

1228 雪解けの小川に潜む春の使者 ベベの介

1229 露天風呂恥じらう先の飛行機雲 ベベの介

1230 オムツからパンツにかわりまたオムツ 吉　哉郎

1231 政治家が年下ばかり老いを知る 吉　哉郎

1232 爺と婆手つなぎデートありゃ介助 吉　哉郎

1233 まだ飲むの言わんばかりに目が光る 朋風

1234 ルビー婚なれども難し噴火予知 朋風

1235 先ずご飯それともお風呂と息子には 朋風

1236 一年の感謝と共に札納め 松平　萌香

1237 暖房を使ってほしい孫ごころ 松平　萌香

1238 オレオレを論破する母ビッグボス 穂苅　敏

1239 コン迷の時代きつねが踊り出す 穂苅　敏

1240 席譲る孫の姿をリスペクト 穂苅　敏

1241 どうしてか夜中に妻に脈みられ あべっち

1242 居酒屋のノンアルで酔う役者たち あべっち

1243 自粛の粛３年たってやっと書け あべっち

1244 オオカミが来た異次元の〇〇次の〇〇は何？ 莇　健太郎



1245 長生きがリスクに変わるお年頃 老誹人

1246 非正規でお一人様で一人っ子 老誹人

1247 落ち葉掃き終えて焼き芋買いに行く 老誹人

1248 つらいとき駆けつける町台東区 瀬戸ピリカ

1249 もう夏日酷暑思うと寒くなる 瀬戸ピリカ

1250 生活を持続不能にする値上げ 瀬戸ピリカ

1251 季語もなし自由な川柳楽しいな 山田　美穂

1252 五七五自分の言葉思い乗せ 山田　美穂

1253 口下手も五七五ならば伝えれる 山田　美穂

1254 敗戦を包み込む泡ふつふつと 松下弘美

1255 百年の森へ木の実を返す朝 松下弘美

1256 父さんを悲しませずに生きられぬ 松下弘美

1257 新しい席エチケット一つおき ベンジャミン

1258 即フォロー部下のミスよりtwitter ベンジャミン

1259 日本も卯（うさぎ）に見習う子沢山 海吹つばめ

1260 日本も兎に見習う子沢山 海吹つばめ

1261 日本も兎に見習え子沢山 海吹つばめ

1262 初みくじ大吉が出て二度詣で 杉崎　勝

1263 初夢に富士山見たがサギが舞い 杉崎　勝

1264 杖突いてスーパーに行き杖忘れ 杉崎　勝

1265 お茶しよう磯丸水産緑茶ハイ 氷見　尚也

1266 お茶しよう磯丸入り緑茶ハイ 氷見　尚也

1267 子守の日孫より先に爺昼寝 ベンジャミン

1268 機関銃持つ子の未来はディストピア こうちゃん

1269 靴音にビート刻めば捕鯨船 こうちゃん

1270 夢の鐘鳴れば幻漫遊記 こうちゃん

1271 あさがおさん元気に咲いてよかったね えい

1272 学校は久しぶりだな楽しいな えい

1273 青空にスカイツリーとぼくの凧 えい

1274 GOAWAY国ととりたいディスタンス 大谷　千惠子

1275 戦争の加害と被害オセロ石 大谷　千惠子

1276 面の皮集めて厚し永田町 大谷　千惠子

1277 発祥と聞けばそうかと身構えた 森田宏

1278 黙食を終えて席立つ侘しさよ 森田宏

1279 老いらくをもっと楽しめ下り坂 森田宏

1280 頑張れと都思いて一句詠む 傀儡師

1281 波来ては都あたふた三年余 傀儡師

1282 湧く沈下(ワクチン下)感染熱くコロナ燃え 傀儡師

1283 ありのまま生きて外れる出世道 橘孔雀

1284 人間が好きで感染してしまう 橘孔雀

1285 先逝くな子供も孫もお年寄り 橘孔雀

1286 家族との笑みが免疫上げる術 河野　喜幸

1287 寝る瞼光が当たりさあ起床 河野　喜幸



1288 風邪なんて飛ばした妻のお味噌汁 河野　喜幸

1289 ここかしこ平和がはなつ夕餉の香 ハックション

1290 バレンタイン貰ったチョコは妻管理 ハックション

1291 臥す妻に聞きだし炊くは愛の粥 ハックション

1292 マスク顔孫の顔と名出てこない 吉田弘志

1293 白マスク鳩飛び立つよう放ちたい 吉田弘志

1294 福袋狙う表情鬼の顔 吉田弘志

1295 子は床へ晩酌と言う家デート キミちゃん

1296 充電が効かなくなった記憶力 キミちゃん

1297 定年が何故ないのかな主婦業に キミちゃん

1298 口癖は「もうすぐ」遅刻の常習犯 紅紫あやめ

1299 豪雨でも猛暑でもさす傘一つ 紅紫あやめ

1300 値上がりに出費の桁が一つ増え 紅紫あやめ

1301 家族増え福反応も五割増し 鈴木貴子

1302 百歳の私に逢うため生きている 鈴木貴子

1303 夫婦坂行ったり来たり転んだり 鈴木貴子

1304 おしゃれ爺ズボン脱いだら紙パンツ 守屋敏雄

1305 税は増え減っても増えぬ喫煙場 守屋敏雄

1306 切れ味のビールを飲むが切れぬ尿 守屋敏雄

1307 サンガリアチュリオの自販機まだ100円

1308 安売りのチラシを見るのもうあきた

1309 占いよ一度でいいから当たってよ

1310 アナログを推して馬齢を加速さす 井内雅仁

1311 黒髪を朝日に梳いて初日の出 井内雅仁

1312 初膳に菜の花添えて春を織る 井内雅仁

1313 アルコールむかし飲み会いま除菌 ＨＫぼすさん

1314 夫への期待も腹も八分目 ＨＫぼすさん

1315 離乳食片手に探すRe入職 ＨＫぼすさん

1316 砂地からひょっこり頼むチン（賃）アゲテ ヒダカタカエ

1317 年金じゃ生活できない狼狽ヤー ヒダカタカエ

1318 プリンター通しただけの年賀状 悦一

1319 伸び代の存分にある通信簿 悦一

1320 身勝手の株と寿命は読みづらく 悦一

1321 参道にソースの香り深呼吸 関根一雄

1322 仲見世を世界の言葉闊歩する 関根一雄

1323 年齢を言うと居場所を決められる 関根一雄

1324 最近は生死病苦のすべて金 海瀬安紀子

1325 持続するこのいらだちは墓場まで 海瀬安紀子

1326 独りではないからできるこの喧嘩 海瀬安紀子

1327 テレワーク猫に押される削除キー マイケル釈尊

1328 戦禍なき国でひねもす句をひねる マイケル釈尊

1329 巣ごもりで家系たどれば「神」だった マイケル釈尊

1330 イベントに行かずも日々が謎解きよ ルーキー



1331 さしすせそさの字強めの母の味 ルーキー

1332 プチという方があざといミニトマト ルーキー

1333 『さあ寝よう』寝息の一番お母さん 無し

1334 子が増えて深まるシワと親心 無し

1335 賑わいの声聞き微笑む浅草寺 無し

1336 宇宙ゴミ掃除するのはほうき星 ヒロモンスター

1337 手作りの手袋編んで手紙添え ヒロモンスター

1338 富士眺め不治の病に効くお風呂 ヒロモンスター

1339 コンニチハ屈んでくぐるのれん街 脱うずら

1340 映えるかな着物とヘラで知らんけど 脱うずら

1341 長雨去りおしくらまんじゅう門ながめ 脱うずら

1342 17のクリア未来のパスポート まこっちゃん

1343 AIのメガネ忘れた名を教え まこっちゃん

1344 地球よりここがいいなと月うさぎ まこっちゃん

1345 こんなにも一人の雨は冷たいか

1346 やせ我慢ひと回りしてあぶら汗

1347 八分目知ってはいるけど2割増し

1348 初夏の朝胸躍らせるは囃子の音 西浦　真理

1349 人力車溢れる解説拾う知恵 西浦　真理

1350 正月に上げたい凧と金銭運 西浦　真理

1351 君の贈り物のパジャマで朝課へ 伊丹八兵衛

1352 人情とお洒落が交じる台東区 谷野美優

1353 世界への日本といえば発信中 谷野美優

1354 川を見て思い出話し蔵つどい 谷野美優

1355 幸せをワイングラスの底に見る 岡田孝道

1356 紅葉よりどんぐり拾うもみじの手 岡田孝道

1357 千羽鶴指に祈りを込めて折る 岡田孝道

1358 戦争時構わず混むよ浅草寺 中島　彰

1359 浅草は道草食って味が出る 中島　彰

1360 発祥は柄井川柳甘くない 中島　彰

1361 AI（エーアイ）が人より上手く詠む時世 石上美紀雄

1362 記憶なしのっぺらぼうのまつりごと 石上美紀雄

1363 世知辛さ味変させる二刀流 石上美紀雄

1364 サイレンの音とコーヒーすする音 はるやす

1365 ワクチンに始まり終わる地球人 はるやす

1366 宇宙旅孫は行くのか気にかかる はるやす

1367 また値上げスーパーで主婦アップアップ リーフ

1368 もっとやれ子育て支援待ったなし リーフ

1369 物価高また上がったと気落ちする リーフ

1370 散骨を豚骨と言い大惨事 タキシードマム

1371 散骨を豚骨と言い大惨字 タキシードマム

1372 散骨を豚骨と言い大散字 タキシードマム

1373 ＱＲ読んでと言われ老眼鏡 減点パパ



1374 テレワーク苦手なシニアは手でワーク 減点パパ

1375 澄んだ空未来へ届けるエコライフ 減点パパ

1376 円よりも縁の力が落ちる国 せちい

1377 禿げ山にメガソーラーが並ぶエコ せちい

1378 嗅覚は鈍い位が丁度いい せちい

1379 今年こそ結婚するぞとはや3年 えびんぬ

1380 新時代流れる時刻7時代 えびんぬ

1381 晩御飯作りたくない材料ない えびんぬ

1382 物価高賽銭値切る初詣 吉田　真一

1383 聞く気なら総理は耳を長くして 吉田　真一

1384 和服借り浅草漫歩時空超え 吉田　真一

1385 このチョコは義理じゃないのよボランティア 川平陽子

1386 親の顔見たいと言ったら親がいた 川平陽子

1387 父さんも昔はモテた重い物 川平陽子

1388 山奥の宿に求めぬ海の幸 外山翔稀

1389 春の日に懐いた男もう飽きた 外山翔稀

1390 本当に渡して良いか著作権 外山翔稀

1391 いびきかく母のとなりで吾スマホ 戸田なお

1392 この家に住む人みんな幸せね 戸田なお

1393 ともだちが吾より偉くなっていく 戸田なお

1394 卯の年来亡き母の齢思い遣る 川上　洋

1395 卯年亡き母の齢思い遣る 川上　洋

1396 元同僚ハローワークで再開す 川上　洋

1397 三人の誰を入れるかポチ袋 しゅわねむ

1398 初売りのチラシに赤丸つける母 しゅわねむ

1399 猫ちゃんのおせちに雑煮付けましょか しゅわねむ

1400 インフレも給与据え置き腹は減る ポルテーニャ

1401 政争を清掃したいこれ民意 ポルテーニャ

1402 増税の前に議員の数減らせ ポルテーニャ

1403 台東が川柳発祥知らんけど パピヨン

1404 初老にはデジタルの波冷たくて 三十八田楽

1405 髪薄くついでに神にも縁薄い 三十八田楽

1406 コロナ禍のお陰でイケメン美人増え 弓好人

1407 コロナ禍のお陰で妻も美人入り 弓好人

1408 コロナ禍のお陰で私も美人入り 弓好人

1409 絞りたい支出とお腹無駄遣い うどんこんど

1410 今年こそ明日やろうをやめましょう うどんこんど

1411 水少し咲かせてみせようこのサボテン うどんこんど

1412 何しても笑いの源無垢なもの だれとでもただでわらって

1413 楽しくてちょっぴり辛い（柄井）川柳さん だれとでもただでわらって

1414 誰とでもただで笑ってすぐ友に だれとでもただでわらって

1415 空高く夢は大きく飛び跳ねる 紙飛行機

1416 春を待つ木々の強さと祭り好き 紙飛行機



1417 川柳やとんち好きだよ川柳や 紙飛行機

1418 五七五笑いペーソス散りばめて コアラ

1419 五七五知恵と頓智の絡み合い コアラ

1420 川柳でチクリ浮世を憂さ晴らし コアラ

1421 「空あり」の看板の上高い空 いなさく

1422 カブトムシ無視する息子は虫好かん いなさく

1423 たてまえにチラリ本音の五七五 よっちゃん

1424 苦笑いフレーズ響く五七五 よっちゃん

1425 藪にらみ巷を風刺大喜利を よっちゃん

1426 ほほえみの絵の具で描いていく未来 無花果

1427 花のような言葉をひとつさしあげる 無花果

1428 今よりも青い地球へフルムーン 無花果

1429 ワツハハとこれで良いんだ川柳は ノンちゃん

1430 川柳にこぼれ話のネタが付き ノンちゃん

1431 川柳は季語は笑いのセンス入れ ノンちゃん

1432 お目当てのアイドルにあうマスク決め

1433 コンサート前の席だと白髪染め

1434 ライブまで来るなコロナもインフルも

1435 宇宙ではゴルフが出来るボールはどこへ むかしのおじさん

1436 新幹線星の恋駅に停車する むかしのおじさん

1437 政治家を竿にぶら下げて吊し上げ むかしのおじさん

1438 搬送後サッサと逝ったせっかちな母 大和田　恵

1439 母逝きてぽっかり燃え尽き症候群 大和田　恵

1440 母逝きて到達するは修行僧 大和田　恵

1441 口笛の風にかなしみ乗せ放つ Akiki

1442 全力で営業している店看板 Akiki

1443 蝶は花母はマスクにとまる春 Akiki

1444 チラシから次の行事を教えられ 渋谷史恵

1445 一年の計に平和と地球書き 渋谷史恵

1446 美容院整ったのはその日だけ 渋谷史恵

1447 シャンシャンを名誉区民にしてあげて しゃんしゃん

1448 犬に言うお前の餌も値上がった しゃんしゃん

1449 口紅が3年前から減らない しゃんしゃん

1450 何故なのか国は黒字で俺赤字 まんぷくねこ

1451 増税に目クジラ立てる睦月昼 まんぷくねこ

1452 電車乗り流れる雲と逆方向 まんぷくねこ

1453 「空あり」の看板の上高い空 いなさく

1454 カブトムシ無視する息子は虫好かん いなさく

1455 少子化の原因にあるノーメイク いなさく

1456 “細見え”の言葉が付いた服が好き 道産子

1457 マスク禍の一極集中アイメイク 道産子

1458 寿司をとるネタは猫行きシャリは人 道産子

1459 ニホン語でパートを口説くジョンとホセ 白鳥雅敏



1460 春一番街のお花屋ラジオから 白鳥雅敏

1461 春三度ラインの既読遅れがち 白鳥雅敏

1462 空を飛ぶ車でドライブ夢叶い 夢追い人

1463 三億が当たったくじで夢を見た 夢追い人

1464 顔上げよ失した物を数えるな 三十八田楽

1465 髪と金減りはしても増えはせず 三十八田楽

1466 顔見知りマスクの下の知らぬ顔 ピーマン

1467 冬の日にカイロを持って真夏気分 素都高広

1468 大福に手をやり水面月今宵 加藤由高

1469 天の川愛しき人をどこへ遣る 加藤由高

1470 梅雨が来たいつしか消えたありがとう 加藤由高

1471 あれママ？？アイドル微笑むマルベルドウ堂 吉田かずみ

1472 めおと(新郎新婦)のせハツピ～法被のくるまひき(人力車) 吉田かずみ

1473 食べあるく仲見世新仲浅草寺 吉田かずみ

1474 くしゃみして母は花粉と言い訳し 一本ノック

1475 想い人薬指異変恋終わる 一本ノック

1476 望んでた雪なき冬は物足りぬ 一本ノック

1477 ゴミ出しの日だけが俺に存在感 閑古爺

1478 チコちゃんも呆れるほどにボーッと生き 閑古爺

1479 赤い糸妻はちゃっかり手綱にし 閑古爺

1480 てまえどりセンターどりにうしろどり 異次元の寅

1481 てまえどりどんな鳥かと子に聞かれ 異次元の寅

1482 てまえどりどんな鳥かは知らんけど 異次元の寅

1483 いちご食みいちごになりて子は香る 春華

1484 思いやり全ては踏まぬ霜柱 春華

1485 本当は毬栗だって甘えたい 春華

1486 いつまでも川柳詠める良い国に 無色

1487 このブーム川柳さんに伝えたい 無色

1488 夢に見るマスク不要の春よ来い 無色

1489 決断へ秒針静かにとき刻む 桃太郎

1490 雛祭り弾む日差しや緋毛氈 桃太郎

1491 平和ってこんな色かな空を見る 桃太郎

1492 ネコ息子そして最後が俺のメシ 山本ひまり

1493 リモートの会議無くなり部屋荒れる 山本ひまり

1494 夫婦茶碗いつしか「小」が俺の方 山本ひまり

1495 四年後は八強の夢八咫烏（やたがらす） ゆうたんパパ

1496 手抜きした晩のおかずを褒められて ゆうたんパパ

1497 道具だけハマって集めキャンプせず ゆうたんパパ

1498 台東区自然と笑顔になれる街 梁本和則

1499 車椅子一度乗ったらやめられぬ はぐれ雲

1500 諦めを知ってる人は皺がない はぐれ雲

1501 未来より今だけ生きる偉い人 はぐれ雲

1502 外せないマスクは口のお洋服 寺西章



1503 止めどない値上げラッシュに音を上げる 寺西章

1504 令和の子口ではなくて目で語る 寺西章

1505 割り勘と聞いた途端に止まる箸 くにたろう

1506 自己紹介印象刻む自虐ネタ くにたろう

1507 真っ直ぐな畝でなくとも実は育つ くにたろう

1508 すぐ消えるユキチの逃げ足なぜ早い 三十八田楽

1509 免許無い私が乗ってる火の車 三十八田楽

1510 問診票金欠病と書いて出し 三十八田楽

1511 お正月上げ膳据え膳初夢かぁ ひさしのこかげ

1512 これからは読み・書き・情報世を渡る ことり千束

1513 コロコロと趣味は変身コロナ君 ことり千束

1514 円安の足の早さや円高に ことり千束

1515 ハンコ押すだけで務まる法務相 ぽっくん

1516 弟はあとから当たるアニサキス ぽっくん

1517 徘徊の父は「ガチョーン」が流行語 ぽっくん

1518 巣ごもりで毎日視聴ユーチュー婆 きょっぴん

1519 賑わいが戻って嬉し大提灯 きょっぴん

1520 日本中家で旅するお取り寄せ きょっぴん

1521 コロナ禍でドンドン濃くなるアイメイク かおっぴ

1522 下町の「いいね！」が沢山台東区 かおっぴ

1523 年金日孫が「遊ぼ！」とやってくる かおっぴ

1524 お年玉笑顔を減らすキャッシュレス つぶ焼きイモー

1525 流れ星ボクを月まで乗せてって つぶ焼きイモー

1526 現社会非正規４割‘せいきまつ’（世紀末・正規待つ） リュウグウノ痛快

1527 三世代皆が笑顔のとし（都市・年）になれ！ リュウグウノ痛快

1528 夫婦間アカギレ・物価悩む‘ひび’（ヒビ、日々） リュウグウノ痛快

1529 岸田より森保ノートを読みたい…が… Semi丸

1530 若者の未来をシバルシルバー層 Semi丸

1531 新人は新人類の老人会 Semi丸

1532 コオロギもふりかけになる令和飯 ふわりねこ

1533 ワクチンにあかんべーする変異株 ふわりねこ

1534 燃料は俺が担うとミドリムシ ふわりねこ

1535 異常なし修理頼むと優等生 高木徹

1536 止まらない値上げの波にパドリング 高木徹

1537 人生を変わってみたい村上様 見習い川柳人

1538 川柳の賞金だけで暮らしたい 見習い川柳人

1539 当たったらローンに充てる5万かな 見習い川柳人

1540 いつ来ても平和感じる浅草寺 ひねた猫

1541 初恋もスマホの中に閉じ籠り ひねた猫

1542 免許より返上したいコロナ菌 ひねた猫

1543 サッカーは三度の飯よりメッシだね 新風亭めんたいこ

1544 何時間スマホ見つめて生きてるの 新風亭めんたいこ

1545 人生は楽ばかりだと苦になるよ 新風亭めんたいこ



1546 惜しまれる人になるまで生きてやる 歌仙草

1547 「凶」なんてすぐに忘れた浅草寺 遅れてきた猫☆

1548 オンライン無線で探す赤い糸 遅れてきた猫☆

1549 外よりも家で広がる新時代 遅れてきた猫☆

1550 褒められて伸びるかどうか模索中 中川幸代

1551 円安で今日の晩飯検討中 黒田

1552 コロナでもただでは起きぬ意志欲しい のど仏

1553 温暖化ゆるい響きに世は覚めず のど仏

1554 老人の起こす戦で子ども死ぬ のど仏

1555 スイミング健康寿命プールする ゆうたんママ

1556 プーチンに言ってやりたい知らんけど ゆうたんママ

1557 家康が数字気にしてきつね顔 ゆうたんママ

1558 おすそ分け隣の人におすそ分け 風味

1559 不健康病院仲間増えていく 風味

1560 人だかり賽銭箱より常香炉 つちのこ

1561 遊園地ある意味怖いコースター つちのこ

1562 颯爽と下町飛ばす（都バス）人力車 つちのこ

1563 キラキラと光り音鳴る霜柱 みどりかぜ

1564 手放しで成人祝えぬ受験生 みどりかぜ

1565 赤い手に白い息吐き冬散歩 みどりかぜ

1566 癖字まで子が受け継いだ父のペン 森つぐみ

1567 ｢知らんけど｣流行したか？知らんけど 桃太郎飴

1568 SDGs祖母言うアイドルグループかい？ 桃太郎飴

1569 エコバッグで万引きすればエゴバッグ 桃太郎飴

1570 いつか着るいつかは過去へのレクイエム 月見風

1571 納豆をまぜる一分無の境地 月見風

1572 老いるとは居場所なくなることと知る 月見風

1573 愛妻はむかしは恋人いま変人

1574 重量税ないとは思うがダイエット

1575 里芋を剥く手を祖母とにらめっこ

1576 深呼吸冷気が肺をレントゲン 晴耕雨読

1577 生きるためCO2も吐いてます 晴耕雨読

1578 肺心臓たまには休めとも言えず 晴耕雨読

1579 この通り少年のころ広かった 粋酔

1580 さりげなく雨傘並ぶ無人駅 粋酔

1581 ブラボーと発祥の地で叫びたい アナログジロー

1582 下町と都会融合未来都市 アナログジロー

1583 川柳で家族円満五七五 アナログジロー

1584 ふるさとの空気にとける国訛り めめこ

1585 振り向けば白きアルプス青い空 めめこ

1586 風景も一期一会と知る旅路 めめこ

1587 缶切りががんばってねと今朝も云う 松尾　仙影（せんえい）

1588 台東区雑草広場つくるそう 松尾　仙影（せんえい）



1589 年に数回書く手紙のお詫び状 松尾　仙影（せんえい）

1590 スピーチへ座がしんとなる繰り返し 蒲柳

1591 遠慮なく立ち読みしてる見本品 蒲柳

1592 高齢者後期に前期叱咤され 蒲柳

1593 還暦かよく見りゃ親父に似てきたなぁ のりのりよっちゃん

1594 三番め嫁(とつ)ぎてこれにて親終う(おやしまう) のりのりよっちゃん

1595 娘らと遊んだ浅草今孫と のりのりよっちゃん

1596 願えどもわが身軽くならずじっとしている 大出　匡

1597 昔から我が家の中はディスタンス 木戸場　孝行

1598 倹約と正月料理反比例

1599 新年が祝いと呪い職探し

1600 福笑い凧揚げテレビしか見れず

1601 サブスクで聞いております妻の愚痴 エミテン

1602 結婚で名字と態度変わる妻 エミテン

1603 邪魔するな引っ込んでろと腹に言う エミテン

1604 消した後ノートに思わずスクロール

1605 村は町川はダムへと我が故郷

1606 夕日背に我先といく影法師

1607 1ミリもぶれずに平和への姿勢 風信子

1608 マスクとり飛び跳ねたいなうさぎ年 風信子

1609 ワクチンしか打つ手ないのか変異株 風信子

1610 お出迎え昔はハグで今はパグ ＳＫかぴさん

1611 メジャーでも測れぬスケール大谷さん ＳＫかぴさん

1612 秋を知る虫の声より腹の虫 ＳＫかぴさん

1613 最近は世間に川柳台頭 冬野菜

1614 メタバース？外人助っ人選手かな？ 古沢昌彦

1615 電気代上がって祈る停戦を 古沢昌彦

1616 波続くマスクが取れぬ日々続く 古沢昌彦

1617 シルバーと呼ぶなわしらはアンティーク 月野ひろこ

1618 着ぐるみを纏ったようなエビフライ 月野ひろこ

1619 物価高刺身の上げ底ハイヒール 月野ひろこ

1620 デジタル化されどアナログ消えはせぬ 奧山浩司

1621 上がらない給与小遣いモチベーション 奧山浩司

1622 上がります税金物価血糖値 奧山浩司

1623 六十の息子を食わす母百歳 フクラギ

1624 雨の日のカバンは前に背負うものだ

1625 下校中ポッケの中のお菓子食べる

1626 健康が一番のオシャレそう思う

1627 ダイエットしなきゃと笑うシルエット 山田　亜紀子

1628 バスタイム家事を忘れて美人の湯 山田　亜紀子

1629 目と鼻で予報知らずと春が来た 山田　亜紀子

1630 ダイエットしなきゃと笑うシルエット 山田　亜紀子

1631 バスタイム家事を忘れて美人の湯 山田　亜紀子



1632 目と鼻で予報知らずと春が来た 山田　亜紀子

1633 つぶやきに炊飯器だけが返す午（ひる） カエル　L

1634 花さえも葉に囲まれて我ひとり カエル　L

1635 黒石を白への一手を探す今日 カエル　L

1636 すくう湯にそっと浮かべる未来絵図 内山　田穂子

1637 魂のふるさと探すフルムーン 内山　田穂子

1638 春一番恋も女も留年す 内山　田穂子

1639 災害は自然と人為両方で 奧山 浩司

1640 上がらない給与小遣いモチベーション 奧山 浩司

1641 上がります税金物価血糖値 奧山 浩司

1642 あれこれと混ざってできた人の色 笠井真理子

1643 自分史にさらに大きな花丸を 笠井真理子

1644 旅人になれば生まれる好奇心 笠井真理子

1645 スーパーを梯子し筋トレ物価高 わにぱぱ

1646 みな値上げ小遣いだけは乗り切れず わにぱぱ

1647 高齢化救う川柳ボケ防止 オショイ

1648 川柳は言葉を探す文字の旅 オショイ

1649 甲子園そう聞くまではただの土 夏舟

1650 履歴書の資格の欄に要支援 村田修一

1651 極楽々々の踊り字連れ入る炬燵かな

1652 法令線マスクで覆い若作り 亀井ふみ恵

1653 遠ざかる昭和近くなる御手洗 佐藤綾子

1654 気みじかがしみじみ願う浅草寺 山下仁次郎

1655 愛と言う銘柄給油する家庭 八幡貴之

1656 馬鹿づらを晒す勇気よあごマスク 青木政紀

1657 丸くなれ？人との接点点ばかり 鈴木英子

1658 プーチンさん青い地球を眺めませんか

1659 徹夜して名句浮んでグランプリ 長谷川浩一

1660 活気が出仁王の顔もチト笑顔 五木田紘一

1661 新旧の魅力にはまるビューホテル 瀬戸田志織

1662 浅草は元気ノリノリ江戸の春 剛毅

1663 ご馳走を父の背で追う問屋街 仁太郎

1664 仲見世は世界の人のお買物 昌平

1665 夫っと支えてあげたいピサの塔 鈴木照子

1666 スカイツリー東京吊り上げ雲に立つ 伊藤あつみ

1667 墓碑を読む兄の歳までまだ4年 加藤晴雄

1668 浅草の角にほんのり江戸の息 ヨシ江

1669 戦いなき世界を祈る浅草寺 石井和子

1670 冬の雲一人佇む無人駅 友子（ゆうこ）

1671 不思議かな道をたずねる人はなし 小倉善光

1672 定年の日に妻に言うありがとう

1673 未来とは夢を叶えて進む道

1674 こぼれてもいいのは笑顔汗涙 佐藤恭子



1675 もうはまだいつまでたってももうはまだ 富夢

1676 川の手は聞こえは良いが今一歩 三蔵

1677 思いきり校歌うたえず卒業し 保坂敦子

1678 住んで善し東に浅草西上野 井上千恵子

1679 宗教を我が身の為にもて遊び グラスワレター

1680 道は未知宙へ海へと開拓者 荻久保敦子

1681 動物を見たい孫連れ競馬場 小関樹

1682 ワクチンマスクでコロナがにげた

1683 年賀状あなたはだあれと返事きた 陽気妃

1684 川柳で今年もざるか福笑い 田中正博

1685 サプライズうっかりバラす我が子たち 母10年目のお由美さん

1686 してみたいぼくもいつかは大人買い 下町の電車オタク

1687 家内の眼すべて見透かすおっかない 単身赴任中のただしさん

1688 ママのごはんほっぺおちるよせかいいち 下町の本好き少女

1689 会うたびに孫との目線近くなる やっさんぽ

1690 メガネどこ？あらヤダわたしかけていた マダムまりこ

1691 外人は歩く財布か失礼な 不良長寿

1692 本願寺はや睦月より雪化粧 ちゃま

1693 月の夜のふる里思う窓ぎわで 冬、三社の際り

1694 講演会聞くよりスマホ忙しい 高児

1695 身の程を承知で見栄のポチ袋

1696 忘恩の昭和の並ぶ夏祭り 朝田明己

1697 遅咲きもいいね子を褒め母の愛 小糸紫

1698 正夢の平和な世界子の笑顔 山之内富士代

1699 タクシーを呼ぶのに今は手を上げず

1700 耳遠いだけど聴こえる”若い””美人” 唐辛子

1701 浅草寺混んでいるのが嬉しいな

1702 蜂ふんだイタタタタタタ抱っこして 星野誠太

1703 嫁ちゃんはいつもニコニコ太ってる

1704 みかんはね小さい方がおいしいよ 星野真歩

1705 さんぽみちきれいなちょうがとんでいる しばさきこのは

1706 ドラフトの原にはアサノ日が昇り 覚郎

1707 来るとつい金のあひるを撫でている 美智子

1708 クラス会苦節を生きた十三人

1709 コロナ禍に叫ぶ迷惑来ない馬 金澤宇成

1710 小銭でも貯金するにも手数料 メガネの山田

1711 福袋はずれたならばメルカリへ 鬼平

1712 コロナ菌ものを云わずに世を変へた 木下久義

1713 AIがなくても老後目に見える 豊田さと美

1714 大柳時つつまれる無量庵 小川幸治

1715 初春や頼もし光か星を背に 寝返りなまず

1716 人の欲地球の限り考えよう 菅原敏男

1717 あさくさやあああさくさやあさくさや 二番川字



1718 とうきょうああとうきょうとうきょう アベ

1719 雨合羽電動自転車今日も行く 游亭

1720 手を取ってそっと渡すか心づけ

1721 肉値上げなので御飯をハラいっぱい 今一歩

1722 見えないね年齢を聞いたら言うセリフ かんれきすぎて

1723 通勤も思いおこせばなつかしい 倖雪友

1724 歩き食いマナーを守るあたりまえ 小池友楽

1725 浅草で食べ歩きする粋な人 露伴の三福

1726 政治家は政治をやらずあらさがし 一日一笑

1727 母の手が眠たい自分を起こさせる 中２のつぶやき

1728 飲み代が酒から薬に変わる都市 中野文博

1729 年忘れ孫と一緒に腕相撲 BARうなばら

1730 「趣味は何？」胸張り川柳答えれぬ 佐々木正剛

1731 震える手こごえる心境白い息 小高萌菜

1732 川柳は俳句と違って季語がない 吉永結愛

1733 私たちあっちこっち恋心 飛田羽南

1734 思うこと自由にかける一つの句 池本翔

1735 東京のJK誰もがあこがれる 竹林心

1736 川柳は自分の語意力ためさせる 清野未裕

1737 風景や思いをかいたら川柳だ 古川頼輝

1738 五・七・五いい音響くいい詩で 堀華凛

1739 川柳で誌を作れる誰にでも 小田優華

1740 川柳で考える力強くなる 大林和史

1741 雪積もる君想うたびに愛積る 藤原統秀

1742 初雪に積もれ積もれと願う夜 葛原美春音

1743 川柳をふと思いつき書いてみる 藤岡駿人

1744 簡単に自分の気持ちを五・七・五 利守良太

1745 寒い中学校行くのまじキツイ 平石大地

1746 五七五十七音で描く心 平田峻陽

1747 瀬戸南週にいっかい川柳かく 宇垣杏莉

1748 五・七・五個性を生かし優勝だ 有馬愛梨

1749 川柳を五・七・五で奏でよう 黒崎蓮

1750 五と七の言葉たくさん知ってるよ 戸田妃奈

1751 お正月おいしいものがあふれてる 原田成海

1752 人生で一度は行きたいおんせんに 平田朱恩

1753 川柳は人のを見るのがおもしろい 長尾汰久

1754 川柳は想像広がる十七字 吉田彩乃

1755 川柳文字制限がうっとおしい 貞岡大喜

1756 寒すぎて手足の指が冷凍倉 藤森絢子

1757 川柳は日々の出来事つづるもの 小賀原羽美

1758 クリスマスあったらいいなプレゼント 岡崎真之介

1759 川柳はおもいつきが大切だ 岸本華奈

1760 冬派だが寒くて夏派に変更だ 杉奈々代



1761 川柳を描いて気づいた面白さ 中田天音

1762 お正月みんなでもちつき楽しいな 石原愛菜

1763 みた景色思いをすべて川柳へ 松下真由香

1764 川柳は心と心をつなぐ橋 井上東子

1765 川柳で広がり深まる心の輪 髙井菜沙

1766 川柳は思い伝わるお手紙だ 竹内未来

1767 あの人は僕にとって大事な人 影山雅

1768 もうやめて川柳いっぱいおおすぎる 奥山潤

1769 川柳はたまにするから良さが分かる 勝山沙央里

1770 心のまま書きつづればおのずと為る 幸坂綾子

1771 これからも花を咲かせる道にゆく 海野有希

1772 生みの親川柳だよすごいよね 山下莉央

1773 初めはねかわやなぎと読んでいた 谷川千雪

1774 現代で昔がわかる五七五 草地樹輝

1775 笑いあり個性ありの川柳です 岡村康平

1776 文字だけで日々を彩る五七五 青山陽

1777 日本人川柳すぐにつくれちゃう 前田竜之介

1778 川柳自由な思想でできあがり 小幡來

1779 年末はこたつに入りみかんむく 東美希

1780 川柳で身も心も休らぐな 神田陸

1781 五七五流れる俳句目がとじる 塩崎宇宙十

1782 日本人川柳のこと大好きか 岡田弘人

1783 川柳は自分の気持ちあらわせる 宮本菜央

1784 五・七・五のリズムに合わせる俳句だよ 小路裕美

1785 過ぎててもつじつま合えば大丈夫 井上捺

1786 川柳で思い出せる地もとの良さ 島村優奈

1787 瀬戸南川柳だいすきネタがない 逢澤亜美

1788 瀬戸南で磨く川柳手抜き術 友部遥香

1789 この思いつづる言葉は五七五 田中菜津子

1790 川柳って考えてもわからん思いつかん 佐野峯柊真

1791 川柳を考えるのめんどくさい 松田珠秀

1792 川柳自由に作れる面白い 根木孝志

1793 江戸時代生みの親が大ヒット 橋本亜美

1794 たりないな五・七・五だけじゃおさまらない 小山悠奈

1795 川柳は心身ともにおちつかす 玉井奏音

1796 川柳を毎日考える日々なれてきた 坂本葉月

1797 言の葉を紡ぐきっかけ五・七・五 庄司ひな

1798 無接触広がり続けるオンライン 足立湧芽

1799 川柳を考え続けて三年間 遠藤尊久

1800 学校に来たはいいけどクソ寒い 中島隆太

1801 俳句とはまったくもって違いもの 木村大聖

1802 五七五で表わせ気持ち川柳だ 高務果鈴

1803 離れ合う磁石は私君と恋 河田龍雅



1804 川柳に想いをのせて継ぐ伝統 石井さくら

1805 五七五何を書いたかわかんない 岡悠斗

1806 冬のせいイルミネーション煌びやか 仙田海

1807 ふと思う情景を見て考える 薬師寺佑太

1808 超なやむどう書けばいいわからない 西谷知菜

1809 高校で初めて触れた本音文字 戸川莉緒

1810 色々な人たちの読むおもしろい 原沙也佳

1811 瀬戸南川柳多くてなえてくる 得光優那

1812 川柳で想いを伝えたこの1年 築岡知哉

1813 川柳を考えるのがめんどい 髙北友麻

1814 朝昼夜ずっとおもちの大祭り 福井亜美

1815 川柳はいろんなことを題とする 山本勘介

1816 心音を十七文字で伝えます 道閑恵佑

1817 川柳は自分の気持ち書けるもの 宮家葵香

1818 五七五考えるのに時間入る 竹田美咲

1819 放課後にみんなで川柳考える 佐々木郁斗

1820 川柳の自由に作れる面白さ 浅生皇翔

1821 言葉をねつなげることでできあがる 金光空良

1822 心の中思ったことを書き写す 富井心和

1823 川柳は日本の伝統すばらしい 伊藤魅斗

1824 学校で日課になってる行事です 赤木羽菜

1825 川柳に自分の気持ちのせていく 武元穂月

1826 川柳からの自分の個性全て発輝できる 阿賀こころ

1827 五七五で作る川柳難しい 関藤真桜

1828 五七五自由に考え脳運動 庄谷内友彩

1829 思うことさらっと書けるそれ川柳 福島百華

1830 たくさんの言葉の中で五・七・五 宮本祐奈

1831 もくもくと考える時とても好き 中村澪王

1832 五七五ムズい困った何書こう 赤澤恋花

1833 川柳の歴史を知ろう川柳で 吉永珀士

1834 川柳は五七五だけで表すぞ 樋口宗仁郎

1835 台東区生みの親だよ川柳の 里口萌子

1836 五七五作者の思い込められる 福田寛心

1837 五七五で川柳愛伝えたい 田淵生羅

1838 川柳で今の心情書いてみる 守屋瑠華

1839 川柳って人をくすっとさせる力がある 岡崎琉奈

1840 テニスボールまだまだ打つぞこれからも 塩見悠翔

1841 川柳はいろんな言葉が伝たわる 岩藤希実

1842 自己流がとても輝やく川柳は 河﨑智樹

1843 川柳は自由に作るのが魅力

1844 俳句との見分けつかない一学期 河本紗希

1845 いつまでも人の情を知るかがみ 難波鷹空

1846 川柳はおもしろくていいものだ 土師晴貴



1847 ツイートをする感覚でそら一句 井上穂波

1848 川柳を考えるときわくわくだ 内田嶺

1849 昔から語りつがれる五・七・五 近藤ちとせ

1850 川柳は難しいけどおもしろい 森江瑠依

1851 川柳を考えるときわくわくだ 立石すばる

1852 せんりゅうがおもいつかないどうしよう 濱田帆倖

1853 思ったこと自由に作れる面白さ 藤井江里奈

1854 川柳に日頃の思いを込めて書く 田口紗彩

1855 昔知りより現代に愛着す 松本海都

1856 川柳の意味がいまだにわからない 小松原由奈

1857 川柳のネタがそろそろ切れてきた 吾郷夢華

1858 川柳は五七五だけど難しい 井上茜

1859 リズムのせ五・七・五で気持ち書く 吉井大稀

1860 五七五アイデアうかばずすすまない 苅田奈菜

1861 五・七・五これさえあれば伝わるぞ 竹下智也

1862 瀬戸南わいわいしててたのしいな 藤井勇輝

1863 ひまなとき川柳つくって楽しむよ 田尻楓華

1864 川柳は競い楽しむ五・七・五 森川明慶

1865 川柳を自分で作る楽しいな 古西快成

1866 川柳で私の笑顔をとりもどす 今吉未葉

1867 川柳で心も体もにっこにこ 山岡海月

1868 川柳はよく考えて書かないと 藤沢街

1869 言葉とは思い乗せれる方法だ 武本陽菜

1870 川柳は考えれば考える程楽しいな 横畠聖

1871 五・七・五身近にそっと浮かんでる 坂本彩菜

1872 よみすぎて日頃の会話も五・七・五 白石こはる

1873 毎週に一枚はある川柳 未森麻海

1874 川柳をいきなり書くのはむりでした 花房朱夏

1875 川柳で思いを伝える五・七・五 林那奈美

1876 古くから残る文化を大切に 細川龍一

1877 五七五これで伝わるストーリー 安井大輝

1878 またいつか県外東北いきたいな 横田晴人

1879 高齢者脳ボケ防止に川柳を 赤木柊真

1880 川柳は五・七・五でできてるよ 井上蒼華

1881 石碑めぐり維人川柳見て学び感情豊かに 奥田潤

1882 祖父母との川柳作りが幸せです 是松伯之

1883 我が校の川柳委員は世界一 山田凌平

1884 川柳を書かない日々がないのです 結石真子

1885 川柳を自由に作るおもしろさ 櫻木

1886 週一で必ず書くのは川柳だ 岩藤桃花

1887 何書けと迷うのならば適当に 日野真空

1888 川柳の内容まったくおもいつかん 松岡純之介

1889 親せきに柄井川柳似た人いる 寺内こうき



1890 川柳さんいつもお世話になってます 藤岡和睦

1891 ２年間考え続けて親しみあり 古川美来

1892 川柳の発生の地はしらんかった 岩井雄也

1893 瀬戸南川柳大好き得意です 星山望愛

1894 瀬戸南は委員があるほど川柳好き 永井あゆな

1895 川柳はきせつによってちがうんだ 松本晃基

1896 五七五に思いを込めて感どうを 武内星利

1897 たくさんの川柳かいて出していく 石原利樹

1898 川柳毎月描き応募する 井上大雅

1899 瀬戸南全国一位の川柳家 見田裕明

1900 瀬戸南川柳沢山楽しいな 川田芽莉

1901 まっちゃんまん朝のルーティーン川柳だ 山下翔空

1902 川柳をほとんど毎日書かされる 坪江香朋

1903 川柳で自分好みの詩を作ろう 三宅心

1904 川柳で一しゅんの想いを書きとめる 徳永彩伽

1905 発祥は台東区なの意外だな 黒住さら

1906 お題決め五七五を使いうたってく 香々美涼雅

1907 川柳が愛あふれているセトミナミ 吉田凱智

1908 五七五でならべる言葉これじゃない 武田明登

1909 五・七・五決まったリズムに気持ちこめ 松永悠花

1910 出てこないそう言う友は書き終わる 野上杏

1911 思い出を五・七・五につめこんで 武藤凪咲

1912 五七五の決まったリズム語る川柳 久山達也

1913 瀬戸南川柳いいんが活動中 德田有貴

1914 五七五まとめる力がつくだろう 中野愛麻

1915 真っ赤だねでかいちょうちんでかいもじ 北川菜緒

1916 バスで見た雷門の大仏を 森本さくら

1917 書きたいこと五七五に込めて残せるね 松石華奈

1918 短くてよみやすいのによく分かる 和田野乃花

1919 川柳が月一でくるよ大変だ 新居くるみ

1920 川柳のお題と共ににらめ合い 千葉颯太

1921 川柳の文化を受け継ぐ瀬戸南 髙木彩羽

1922 瀬戸南は川柳たくさん大名詞 芳田和樹

1923 台東区浅草ホテル魅力的 本荘凪紗

1924 「川柳」が人の名前と初耳だ 未行来夢

1925 ガラス窓たくさんあってまぶしいな 川西琉詩

1926 リズム良く言葉で表現する風ぜい 尾野花

1927 川柳頭使うの嫌だよね 河村星那

1928 人々が乗って行くのは人力車 大野光弘

1929 おどろいたけしきとご飯腹いっぱい 近藤里咲

1930 景色いいすばらしすぎて全部良い 竹田直央

1931 せんりゅうはみんなで書いた楽しいな 戸井陽花

1932 五・七・五川柳といえば五七五 青木有泉



1933 のどいたいへんとうせんがはれている 青木唯華

1934 五・七・五合わせた時の爽快感 井竹愛沙

1935 三年間つくり続けても賞取れない 井本絵理

1936 川柳で言葉の重み感じ取る 大🈶アレサンドラ

1937 全校で思いを表現一つになる 岡崎愛

1938 川柳の一句始まる心の音 岡崎楓加

1939 心の声五・七・五に込めてかく 岡田七海

1940 川柳を読めばみんな笑顔になる 岡村桃花

1941 聞こえるよ川柳書いた主の声 岡本小雪

1942 川柳に気持ちをぎゅっと閉じ込めて 片山優楓

1943 五・七・五のリズムで刻む全事象 川崎菜々美

1944 １５から考え始め早３年 河田智咲

1945 それぞれの人柄分かる川柳だ 神蛇莉音

1946 川柳は頭使って考える 岸夏澄

1947 五七五で思いを書いて届けよう 蔵元心春

1948 友達の意外な気もち見て分かる 上月彩寧

1949 五七五だけで伝わる便利だね 角南藍

1950 月一で川柳作る瀬戸南 田村光梨

1951 感じたこと文字にするとすてきだな 延澤菜南

1952 川柳でもらえる賞品豪華すぎ 馬場智咲

1953 五七五だけで分かる良いものだ 藤井菜々

1954 三年間川柳共に過ごす日々 藤田葵

1955 思い出す作った川柳たくさんだ 牧本優花

1956 込められたみんなの気持ちいとをかし 松田莉音

1957 川柳は自分の気持ちを表せる 村岡杏莉

1958 たくさんの感情こもった１７字 安江智香

1959 五・七・五自由に作れる川柳 山崎結花

1960 瀬戸南絶対川柳やりすぎだ 山下さくら

1961 最初より楽しみになった川柳が 山近夢実

1962 学校の川柳多くて困ってます 山本奈々

1963 たくさんの川柳詠んでいい気分 山本理来

1964 川柳に力を入れてる瀬戸南 渡辺愛

1965 十七字表現の仕方無限大 大上陽向

1966 寒い中手を温めて書く川柳 貞方唯花

1967 川柳はずっと聞いててもあきないよ 石我美月

1968 ありのまま音を奏でて川柳を 井上舞桜

1969 お題のねあるある考え作るんだ 今井りん

1970 つくろうよ心動かす川柳を 江口日菜

1971 時代過え今も使われ愛される 大内優来

1972 私たち川柳作るの得意です 岡田優月

1973 人間を直接描けば川柳だ 小川華綾

1974 五・七・五なかなかキレイにそろわない

1975 五・七・五これで伝わる思いたち 小田愛実



1976 瀬戸南川柳好きな高校よ 海山大育良

1977 気づいたら川柳つくるくせできた 梶尾緋真

1978 考えて考えていてもでてこない 金田莉菜

1979 いろんなねアイデアだすと楽しいよ 蔵元天音

1980 川柳は考える力みなぎるね 下江心桜

1981 瀬戸南はひんどかたいよ川柳の 浅井未来

1982 五七五ではめるのむずかし川柳は 福谷茉広

1983 共感しユーモアあふれ川柳だ 藤原優里菜

1984 毎時間焦って書いてる川柳 本浄春花

1985 川柳は思ったことを文字にする 實兼心那

1986 川柳は思いつくまで難しい 山本ひいろ

1987 川柳は五七五でできたもの 田中莉乃

1988 川柳は自由に作れて面白い 田淵咲妃

1989 五・七・五であなたの気持ち聞かせてよ 戸田佑佳

1990 川柳はけっこう頭を使います 仁科ののか

1991 牛さんの鳴き声聞こえて平和かな 野﨑渚

1992 瀬戸南川柳をとくにがんばります 花本琳

1993 腹時計お昼ピッタリグーと告げ 村田修一

1994 どこか寒し老ウクレレ部のアロハオエ

1995 朝やけのラジオ体操白髪元気 亀井ふみ恵

1996 物価高野菜のかげに肉三切れ 佐藤綾子

1997 不漁とは栄養不良の秋刀魚喰う 山下仁次郎

1998 靴下の穴の数だけ親不孝 八幡貴之

1999 押しのけて今日も無敵のデリバリー 青木政紀

2000 自由ですこれが一番不自由だ！ 鈴木英子

2001 評論家さんじゃああなたがやってみて

2002 この機会国際通りで銭使う 長谷川浩一

2003 敗戦時日本の国土ウクライナ 五木田紘一

2004 冬の夜の浅草照らす二塔の灯 瀬戸田志織

2005 卯の耳で世界に発信台東区 剛毅

2006 亡き父の往時茫々靴仕入れ 仁太郎

2007 浅草の人情うまいものめぐり 昌平

2008 四股を踏む住めば都の兎小屋 鈴木照子

2009 美味しいねやなぎたる最中嫁笑顔 伊藤あつみ

2010 十歳経る兄姉倶に逝きし年 加藤晴雄

2011 訪日の足音を待つ仁王さま ヨシ江

2012 メガネ拭く疑心暗鬼という曇り 石井和子

2013 逝きし娘に向う日々続く彼岸花 友子（ゆうこ）

2014 パソコンの使える機能一割分 小倉善光

2015 節電をしてはみたけど風邪引いた

2016 時間とは過ぎ去る事に意味がある

2017 母八十最後の推しはキンプリよ 佐藤恭子

2018 片付けぬ娘自身も片付かぬ 富夢



2019 マスクいい云われて取らぬ子の律儀 三蔵

2020 都電のり都内一周まわる夢 保坂敦子

2021 また値上げ血圧上がり背は縮む 井上千恵子

2022 口先で敵地攻撃予算だて グラスワレター

2023 閑やなあ裸木も欠伸誰も居ぬ 荻久保敦子

2024 クリスマス家族ディズニー俺サウナ 小関樹

2025 しっかりマスクでスーパー通い

2026 お年玉写メで送ってキャッシュレス 陽気妃

2027 川柳で商売盛り上げ街おこし 田中正博

2028 寝かしつけ子よりも先に寝落ちする 母10年目のお由美さん

2029 パパ仕事ママ家事育児忙しい 下町の電車オタク

2030 パパよりもママのひと声効果大 単身赴任中のただしさん

2031 コロコロとママのお天気よくかわる 下町の本好き少女

2032 今年こそ気合い充分年始だけ やっさんぽ

2033 旧友と会話の多くは「あれ」ばかり マダムまりこ

2034 喜寿過ぎて光輝高齢者の仲間入り 不良長寿

2035 古稀過ぎて人に生かされ育てられ ちゃま

2036 三社の際神輿を担ぐ夢をみる 冬、三社の際り

2037 アバターじゃ会話できない邦の春 高児

2038 一ぬけたプライドすてて杖すがる

2039 願行の具足の知らすいかのぼり 朝田明己

2040 ミサイルの𠋉びかう戦さ花の上 小糸紫

2041 お陰様プラス思考のエネルギー 山之内富士代

2042 ストレッチ始めてすぐに宅急便

2043 言えないよむかし体重いま年齢 唐辛子

2044 パパ錬はしごかれ辛い愛してる 星野誠太

2045 おるすばんママがいないとパラダイス 星野真歩

2046 はじめてのないとプールでわにおよぎ しばさきこのは

2047 仲見世は前も後ろも旅の人 覚郎

2048 平目筋のばして元気まだ卒寿 美智子

2049 このうえは打ち入り覚悟宝くじ

2050 ロックダウンみなが気を付け六区アップ 金澤宇成

2051 隠し味愛情入れて薄味に メガネの山田

2052 寒さより10倍ポイント足早に 鬼平

2053 もの云わぬ楽しみうばつたコロナ菌 木下久義

2054 さみしいと確かに言った大昔し 豊田さと美

2055 川柳の墓石をぬらし仲間入り 小川幸治

2056 玄乃海キェーイとばかり大江山 寝返りなまず

2057 デジタル化人の心をデジタルか 菅原敏男

2058 パラダイスああパラダイスパラダイス アベ

2059 難問は手帳に残る○印 游亭

2060 寒いねえ江戸から令和ずっと同じ 今一歩

2061 良し悪しもお互い様が夫婦なり かんれきすぎて



2062 マンネリのマスク生活何時おわる 倖雪友

2063 あごマスクあってもなくても同じかな 小池友楽

2064 浅草で歩き食べする野暮な人 露伴の三福

2065 年老いて夫婦手つなぎおもはゆい 一日一笑

2066 コロナさんどんだけいるのしんせきが 中２のつぶやき

2067 勘違い日付と場所を間違える 中野文博

2068 愛猫と遊んだつもりがからかわれ BARうなばら

2069 川柳で言葉の感性研磨する 佐々木正剛

2070 率直な思いを綴る五・七・五 吉永結愛

2071 最近のJKみんな白マフラー 竹林心

2072 川柳で自分の思いつむぎだす 清野未裕

2073 川柳は日常にあることかけばいい 古川頼輝

2074 五七五日本伝統の文化だよ 大林和史

2075 白い息それが見えたら冬が来る 葛原美春音

2076 川柳を悪戦苦闘と書いてみた 藤岡駿人

2077 柄井さんあなたのヒラメキハンパない 利守良太

2078 雪降るの僕の心に降り積もる 平石大地

2079 冬休み楽しみだけど忙しい 原田成海

2080 サンタさん夢と希望を運ぶ人 長尾汰久

2081 川柳で面白おかしく表すよ 貞岡大喜

2082 ミッフィーの体の一部になりたいナ 藤森絢子

2083 川柳はふとしたときの感情だ 小賀原羽美

2084 川柳は感情そのまま文字にする 松下真由香

2085 ブラボーがワールドカップで大流行 髙井菜沙

2086 毎月に川柳がありすぎる 影山雅

2087 古くから伝わる川柳今もしたしみ 勝山沙央里

2088 いつからかあの子の姿追いかけて 海野有希

2089 日常の思い伝える川柳で 神田陸

2090 卒アルは牛に野菜に川柳に 友部遥香

2091 五・七・五リズムに乗るよタンタタン 橋本亜美

2092 川柳を考えるのもあと少し 遠藤尊久

2093 作り出せ自分なりの川柳を 高務果鈴

2094 人生て誰かがいても孤独だね 河田龍雅

2095 五七五思いのままに書きつづる 石井さくら

2096 川柳で今日の気持ちを描いてみる 得光優那

2097 瞬間の心そのまま誌にして 道閑恵佑

2098 川柳でいい句作るとうれしいな 宮家葵香

2099 疑法をね使うとできる作品だ 金光空良

2100 川柳はお題いろいろ人それぞれ 富井心和

2101 期限までみんなを焦らす悪者だ 赤木羽菜

2102 川柳は自由に書けて楽しめる 武元穂月

2103 脳内からの自然にあふれる単語の仲間 阿賀こころ

2104 生みの親初めて見たけど優しそう 福島百華



2105 ひまな時五七五使い遊べるぞ 樋口宗仁郎

2106 川柳は自由に作る面白さ 里口萌子

2107 白紙に思いを込めて五七五 福田寛心

2108 寒い時手袋ない最悪だ 塩見悠翔

2109 何気ないその一言も五・七・五 井上穂波

2110 たりてないなぜか一文字あまってる 濱田帆倖

2111 リズム良くくすりと笑える川柳だ 田口紗彩

2112 常悔いるテストで毎回凡ミスだ 松本海都

2113 川柳は俳句と似てる五七五 井上茜

2114 情景を言葉にこめて伝えてく 吉井大稀

2115 川柳一つがげんかいギブアップ 苅田奈菜

2116 不思議だな川柳あれば言葉なし 竹下智也

2117 やさいたち元気になっておいしいよ 藤井勇輝

2118 川柳は五七五でできてるよ 田尻楓華

2119 川柳でみんなの笑顔をとりもどす 今吉未葉

2120 川柳は心を表す手紙のよう 山岡海月

2121 川柳は書くのがムズいけど楽しい 藤沢街

2122 自由にね思い入れようこの紙に 武本陽菜

2123 川柳を作ってくれてありがとう 横畠聖

2124 吉井町つちのこ発見うそでした 是松伯之

2125 川柳に込める思い出想起する 山田凌平

2126 川柳の伝統つなぐ 日野真空

2127 一度でも賞をとりたいおとしごろ 古川美来

2128 高校の青春といえば川柳だ 星山望愛

2129 川柳はばしょによってちがっていい 松本晃基

2130 作品を自由に作り賞狙う 井上大雅

2131 川柳は子供も大人も楽しめる 川田芽莉

2132 川柳に力を入れてる瀬戸南 坪江香朋

2133 瀬戸南川柳が生徒の日常に 徳永彩伽

2134 パッと出た思いつきでも案外良い 武藤凪咲

2135 しばりがなくその人らしさがあらわれる 松石華奈

2136 朝配られ一日中考える瀬戸南 和田野乃花

2137 現すよ自身に問いて書く一句 岡崎楓加

2138 川柳は老若男女楽しめる 川崎菜々美

2139 かわやなぎそう読んだのは２年前 河田智咲

2140 川柳は発想力と思いつき 神蛇莉音

2141 リズム良く素直な気持ち伝えれる 上月彩寧

2142 川柳は佐々木先生のイメージだ 田村光梨

2143 川柳でやしなう気づき季節感 山下さくら

2144 五・七・五伝統短詩に思いをのせて 貞方唯花

2145 川柳で川柳つくるダジャレかな 福谷茉広

2146 川柳でみんな笑顔すごいパワー 藤原優里菜

2147 たくさんのおいしい野菜たべたいな 野﨑渚



2148 別腹にスイーツ食べて二段腹 村田修一

2149 サンタトナカイ自転車出勤クリスマス

2150 日課なるウォーキングは八十路越え 亀井ふみ恵

2151 へんかしらポチ夫より世話を受け 佐藤綾子

2152 忘き父に神輿が出たよとりんを打ち 山下仁次郎

2153 傷ついた玩具が語るたけくらべ 八幡貴之

2154 南天と赤を競って万両負け 鈴木英子

2155 凍眠させ旬の味わい時しらず

2156 我が家にも記憶遺産様のキズ 五木田紘一

2157 川柳江戸の先駆け芽ぐむ春 剛毅

2158 靴問屋かつて隆盛今いずこ 仁太郎

2159 雷門くぐれば江戸にカムバック 昌平

2160 時崩れ氷が熱く絡みつく 鈴木照子

2161 和テイストインバウンド向き小物たち 伊藤あつみ

2162 何気なく南無阿弥陀仏筆はじめ 加藤晴雄

2163 酒脱さの川柳似合う街歩き ヨシ江

2164 まゝならぬ事よ卯の茹で加減 石井和子

2165 疑問符に右往左往の花手水 友子（ゆうこ）

2166 インボイスカラオケ機種のことですか 小倉善光

2167 友愛は酒を交して深めるか

2168 近未来今度は何んのウイルスか

2169 古里の家も訛もしゃぼん玉 佐藤恭子

2170 テレワーク家では女房上司です 富夢

2171 ネコババを猫が見ていたお賽銭 三蔵

2172 下町の情を風情な今が売り 保坂敦子

2173 バンクシー詮索しない思いやり 井上千恵子

2174 白紙無地民の憤慨赤い国 グラスワレター

2175 穏やかに瑞雲なるや茜色 荻久保敦子

2176 お茶ボトル茶葉が濃い味選びがち 小関樹

2177 挨拶もマスクがじゃましてわからない

2178 孫が描くわたしの顔にほうれい線 陽気妃

2179 川柳を知っていつしかマイホビー 田中正博

2180 「コロナ禍」はとても便利な逃げゼリフ 母10年目のお由美さん

2181 ママの目はあちらこちらについている 下町の電車オタク

2182 味付けが一発で決まる俺ブラボー!! 単身赴任中のただしさん

2183 二年生もうすぐなるよたのしみだ 下町の本好き少女

2184 迫る古稀まだまだ現役がんばるぞ！ やっさんぽ

2185 今年こそマスクなしでのはいチーズ！ マダムまりこ

2186 蚊帳の外資産倍増なにぬかす 不良長寿

2187 開運はよそにはありてうちに無し ちゃま

2188 冬空に月と会話をたのしむ夜 冬、三社の際り

2189 還暦が忍の一字をぶった切る 高児

2190 誌読んで脳と小励み八十路飛ぶ



2191 三業の整ひ西に虹の笑む 朝田明己

2192 日本の美世界旅人魅了する 小糸紫

2193 着ぶくれの脹雀の寒げいこ 山之内富士代

2194 電車道相撲のようにいかぬ恋

2195 財布がねふくらむ理由は診察券 唐辛子

2196 断捨離の別れ始めは日記帳 美智子

2197 初詣頼まれる方は目を廻し

2198 スカイツリーかさなり写る花やしき 金澤宇成

2199 妻昼寝寝言でいいからあいしてる メガネの山田

2200 うそ泣きを学びたく子に聞いてみよ 鬼平

2201 マスク取り挨拶されておおお前か 木下久義

2202 夫婦して散歩触れたら静電気 豊田さと美

2203 隅田川短冊形に見る花火 小川幸治

2204 知らぬまに日米同盟きな臭い 菅原敏男

2205 コンテストまあコンテスト アベ

2206 誕生日演歌アニソン孫踊る 游亭

2207 昭和からずーと節電令和また 今一歩

2208 とし重ね心身共に丸くなる かんれきすぎて

2209 国会の暖房なしで討論を 倖雪友

2210 今年こそ金運アップ初詣 小池友楽

2211 手料理親のまごころ思い出す 一日一笑

2212 忙しきネコの手もないお母さん 中２のつぶやき

2213 物忘れ何を探すか又忘れ 中野文博

2214 七五三ではなく俺は五七五 佐々木正剛

2215 昔から日本に残る伝統誌 吉永結愛

2216 変わらぬ日ふと思いかく川柳を 古川頼輝

2217 昔からうけつがれてる伝統文化 大林和史

2218 いい匂いボディークリームで気分アゲ 葛原美春音

2219 人間を直接かけば川柳に 藤岡駿人

2220 きせつごとお題が変わる五・七・五 利守良太

2221 寒くても俺の心はhotだよ 平石大地

2222 クリスマス世界のサンタの大仕事 原田成海

2223 川柳でくすっとさせたりしようかね 貞岡大喜

2224 推し様のライブに早く行きたいな 藤森絢子

2225 川柳のネタぎれ続出どうしよう 小賀原羽美

2226 ユーモアな個性あふれる人の思い 松下真由香

2227 ブラボーのその一言で元気でる 髙井菜沙

2228 この季節寒さが続き雪が降る 影山雅

2229 川柳は年齢問わずで楽しめる 勝山沙央里

2230 気づいたら頭に浮かぶその笑顔 海野有希

2231 最低なあなたを殺しなぜ生きる？ 河田龍雅

2232 川柳が続いてほしいいつまでも 石井さくら

2233 五・七・五これがいがいと難しい 道閑恵佑



2234 昔から歴史的にねある詩だよ 金光空良

2235 川柳は心なごます力あり 富井心和

2236 川柳で楽しい日記してみよう 樋口宗仁郎

2237 川柳は感じたことを書くものだ 里口萌子

2238 川柳と俳句の違いよくわからん 田口紗彩

2239 夢持つも現実見せられ消失す 松本海都

2240 学校に来てすぐかくよ五七五 井上茜

2241 もうむりだすごい言葉が思いつかん 苅田奈菜

2242 川柳は歴史が深い詩である 竹下智也

2243 行事がとても楽しい高校だ 藤井勇輝

2244 むずかしい言葉をつかって五七五 田尻楓華

2245 五七五で表わされるのが川柳だ 山岡海月

2246 台東区柄井川柳すごい人 藤沢街

2247 幸せを見つけに行こうさあ外へ 武本陽菜

2248 川柳は笑顔を作る魔法だ！ 横畠聖

2249 せとなんの川柳番長奥田潤 是松伯之

2250 川柳はすべて語れる自由の詩 山田凌平

2251 心の声川柳にして伝えてる 星山望愛

2252 川柳はでんとうもののひとつだよ 松本晃基

2253 川柳は気持ちを伝える方法だ 坪江香朋

2254 川柳は想いを文字に表わせる 徳永彩伽

2255 気付いたらふと考えてる五・七・五 武藤凪咲

2256 楽しいね川柳をシェアして観賞会 松石華奈

2257 韻ふんで音を楽しむそれもあり 河田智咲

2258 思うこと川柳にして読みましょう 田村光梨

2259 様々な賞で輝く瀬戸南 山下さくら

2260 台東区柄井川柳生みの親 貞方唯花

2261 しくらめんきれいな色でうつくしい 野﨑渚


