第４回健康（セルメ）川柳コンクール優秀 100 作品
アゴクイと 持ちあげ薬 飲ます妻

アッシュゴールド あせらんと 笑うてなはれ ぼちぼちな

ことのは

熊の手 いい汗を かいてセルメの パラダイス

かみん

甘い罠 セルメを胸に 近寄らず
いい笑顔 セルメで続く 三世代

はるおキティ イエスマン 今では俺も セルメマン

生き様を 繕いながら するセルメ

小太り爺さん 一番の 伝染病は 笑顔だね

いつの日か セルメ五輪が あればよい
ウォーキング 回り道する 黄泉の国
笑顔咲く 今がセルメの 始め時

ひとみ エステより セルメで目指す 健康美

お手前を 問われにっこり セルメ流

小林 秀夫 おはようの キスもサプリに なる夫婦

きのうより きょうよりあすに 咲くセルメ
健康が 犬と散歩で プラスワン
健康に 定年はない ウォーキング
健康へ 鵜の目！鷹の目！「セルメ」の目！
ご安心 ください薬 飲んでます
子孝行 セルメで願う ピンコロリ
コスメより

セルメ気になる オトナ女子

ゴボウ茶も 遠い昔か マイブーム
さあセルメ！ 晩年勝負の 駒を打つ
サプリより 孫の笑顔と ウォーキング
幸せの 糸をセルメで 手繰り寄せ

常備薬 クスリ・メシ 妻が仕切りの ルーティン
ピコタン 健康に 琴バウアーを 真似てみる
古屋 牧男 健康の 爆買いをする ツアー客

良馬
海老原 順子
塔筋 一春
なすがママ
鈴木 武志
井戸乃 蛙

あおば 健康へ セルメジャパンで 一丸に

新免 ヒロキ

紫陽花の宮 好奇心 夢活き活きと セルメする

三浦 由美子

守谷 光 こころにも 湿布を貼って くれた母

まさとん

はなさな この国の 政治に欲しい ジェネリック

としぽん

ミーハー 五郎丸 ポーズで祈る 脱ロコモ

天地人知

瀬戸のとんび サプリ摂り 妻の手抜きを 補充する
春爺 申年は ウキキ健康 セルメして
いっき 失恋の 痛手も癒す 薬剤師

心身の 疲れを癒す 趣味謳歌

高畑 朋也 人生に 懲りていません 万歩計

スマイルの 胸にセルメの エンブレム

汐海
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中年やまめ

高千穂の峰 気が付けば セルメ家計に 効いています

逆ペリカン ジョギングの 始めの一歩 セルメだね
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竹藏

野口 紀子

野田 彩華 介護なし セルメでできる 子孝行

終活を ちょっとセルメで 先延ばし

※作品の 50 音順で掲載しています。敬称は略しています。

竹田

あーさまま ウオーキング セルメガールの 軽やかさ 泉州のみずなす

植村 健一 老いらくの 恋もセルメの 副作用

金よりも 健康ですと いう財布

荒木 瑠音

あべっち インフルも ノロもセルメで サヨウナラ

老い知らず むかし恋話 今セルメ

「おはよう」の 声ききたくて 朝走る

源遥

岬 セルメから 賞味期限の ない夫婦

素乱風
せるめ〜る
利波
内田 奈美
橋本雲母（きらら）
和田 勉

第４回健康（セルメ）川柳コンクール優秀 100 作品
セルメして 老いの歩幅が 少し伸び
セルメして 行使 健康 自衛権
セルメして 素直に受ける 褒め言葉

山崎 秀雄 セルメして 下流老人 なるものか

ちゅんすけ

トモパパ セルメして 自分で自分 最期まで

字引 章

369 セルメして「総活躍」に スタンバイ

セルメして 筆圧強い 人生記

ルーク セルメして 100 年暦 使いきる

セルメして 病院よりも 美容院

ハルル セルメして マイナンバーは ピッカピカ

セルメして 病もボケも 鬼は外

古垣内 求 セルメする きっかけ孫と 薬剤師

セルメする 祖母はダンスと 恋に燃え

樫本 一美 セルメする 夫婦の会話 未来形

セルメにも

明るい光り

大村氏

爽健美 トリプルスリーを セルメして
足るを知る 食べて歩いて 笑う日々

ビター侍
ままま
松川涙紅
だいちゃんＺ！
あまた

健康優良爺 セレブより セルメでねらう 若返り

瀬戸ピリカ

紅の親父 ダイエット 母が食べもの 人質に

関口 茉鈴

アナログおばさん 団塊の 爺もセルメで 再稼働

やじろべえ

団塊の パワースポット Ｄストア

らるれ 長寿国 総活躍は セルメから

ナツタカン

杖よりも セルメで歩く 老いの道

高良 中 DS が あればご機嫌 祖父と孫

定年後 セルメで男 磨いてる
年寄りの 知恵にセルメの ルーツあり

本間 順一 同期会 セルメ効果に びっくりぽん
二谷悟司 ７０は セルメ世代の ど真ん中

よんよんいち
つよぽん
みよぽん

年金は 頼りないけど セルメあり

よっちゃん 爆買いで ドラッグストア 国際化

始めるぞ 終活先ずは セルメから

ほりはむさん 日々セルメ 横にならずに 盾にする

えもん

百人の 長寿に百の セルメあり

ひさし 福山ロス 日々のセルメで 立ち直る

酒乱Ｑ

復興を セルメ暮らしで 待つ５年

Ｋ・Ｕ フトメ発 カルメのご飯 セルメ行き

うさこ

僕たちの 元気の秘訣 静岡茶

横山 健斗 マイセルメ こまめ筆まめ 友がいる

ミミズ

前向きに セルメがドンと 背中押す

中村 公雄 前を見る セルメ SMAP 合点だ

メルセデス 捨てて歩いて セルメです

下降の天使 薬剤師 愛を一錠 付け加え

薬剤師 長寿元気の コンシェルジュ

青葉乃住人 やせ我慢 かげでセルメに 支えられ

夢一つ 健康寿命 あれば良し
詠む笑う 川柳かこみ 脳セルメ
老活で セルメジャパンに 仲間入り

ナニワ武士

バンリュウ
杉村 一日出
久作

夢半ば ゆる猫の 動画癒しの サプリです

こうちゃん

遠藤 敦夫 リケジョから 薬と笑顔 手渡され

ふうたん

鈴木 冨士夫 若づくり 体力アップ 張りアップ

中山 英子
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