第５回健康（セルメ）川柳コンクール優秀 100 作品
青い鳥 セルメな人の 肩が好き

梵想 足取りで 仲間とわかる セルメイト

いいセルメ 頑張らないで あきらめず

とし 医者知らず 美田はないが 子孝行

医療費を 救うセルメと ジェネリック

相模秋茜 美しく 老いるセルメの 薄化粧

AI と セルメが背負う 近未来

汐海

OTC セルメ家族の キーワード
おひとりの 気まま暮らしも セルメから

岬 老いの道 段差格差も ないセルメ
カジ おかげ様 薬剤師様 セルメ様

田名瀬 新太郎 介護ロボ 世話にならぬと 母セルメ

書き初めは 夫婦揃って セルメから
カジノ法 それよりぼくは セルメ法
神ってる 五感で不調 当てる母

岡本 潮里 カクテルじゃ ないがサプリの 自家処方
小次郎 紙おむつ 尿と秘密が 漏れぬよう
やる気こんぶ 鍛えてる 駆けつけ介護 させぬよう

冬扇坊
とりこし九郎
斉藤 健正
セイアン
完熟きのこ
ピコタン
かるがもＭ
釈迦の弟子
瀬戸ピリカ

君の名は みんな知ってる セルメです

てる味 筋肉と 寿命をのばす ストレッチ

芸は身を セルメは国を 助けます

雪乃丞 健康の ハブ空港に 薬剤師

健康も 給油もレジも 今セルフ

オガコ 健康も 財産と知る セルメ税

明日の風

健康を 守るセルメの 真田丸

雪乃丞 健診で 己が活断 層を知る

北村 純一

更年期 愛のサプリが 治療薬

ヨッシイ 「高齢者」定義底上げ するセルメ

子が巣立ち 育て始めた セルメの芽

ころごろ 古希過ぎりゃ 歳の差よりも セルメの差

心にも 骨折したら アイシング
細胞の 奥にセルメが 効いてくる
さり気ない 所作にセルメの エンブレム

門叶 蓮太郎 ご浄土へ 向かう健脚 一万歩
松下 弘美 先歩く 妻にセルメと 威張られる
ひなたわだ 傘寿の血 光源氏が 熱くする

丹羽 梓
風信子

せちい
龍神
前田 良祐
みーさん
飯島 隆

仕送りに セルメグッズと 里の味

ななゆき 自分史の 余白セルメで 増やす日々

笑爺

しゃべること それが一番 効く薬

渋澤 花奈 女子会で 主役になった セルメ女子

いーなん

申告で セルメ一年 振り返る

鯖南 人生が 足し算になる 自己管理

人生の 花咲か爺に するセルメ

まっちゃん スクワット 和式トイレも 乙なもの

筋がいい おだて上手の 祖母を揉む

佐藤 真彦 スマホより トクホにハマる うちの妻

税制が セルメする背を ちょっと押し

たおやめ 説教と 日々のセルメは あとで効く

セルメして 四百四病を 寄せつけず
※作品の 50 音順で掲載しています。敬称は略しています。
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小林 秀夫 セルメ界 オートファジーが デビューする

涼虫
天地人知
遅れてきた猫☆
凛香
黒田 鐵雄

第５回健康（セルメ）川柳コンクール優秀 100 作品
セルメＧＯ 美と健康を ＧＥＴする
セルメして 恋に年齢 ないと知る

みすずかる セルメして うるさくなった 妻の口

アオシアオ

素乱風 セルメして 祖父が元気を 盛り土する

りのんぱ

セルメして 託すバトンは コンパクト

松川 涙紅 セルメして 妻との話題 ちょっと増え

すぱいす

セルメして 逃げる年金 追いかける

さごじょう セルメして 待つぞＳＭＡＰ 再結成

らくちゃん

セルメする アプリとサプリ 二刀流

ペースかめ セルメ旅 終着駅は 自己管理

高橋 鉄巳

セルメでね お独りさまを 謳歌する

手当て セルメなら 線引無用 75

バンリュウ

セルメには 特に優しい 妻と税
０円で 健康チェック 愛のハグ
旅先の ホッとスポット D ストア
頼るのは 年金セルメ 妻の愛
知恵袋 バアバに和尚 薬剤師
デブデブと ののしるアイツ 実は神

荘子 隆 セルメには 文殊の知恵の 薬剤師

大福笑多

ペンペン草 太陽も 北風も友 ウォーキング
浮老人 頼るのは 第三者の目 よりセルメ
ゆいとじい 団塊の 爺もセルメで 再稼働
三郎 Ｄストア 愉快に生きる 秘密基地

三郎
テクノボー
やじろべえ
やじろべー

サンショウウオ ときめきと セルメが老いを 輝かす

正さん

みっこ トランプの 先をセルメで 見届ける

ハルル

ドンマイに セルメを足して 鶴と亀

つぼさんご 長過ぎる 老後に効いて くるセルメ

光風雫

寝不足の 医者にセルメを 説く患者

北野芋男爵 腹八分 口も八分が よさそうだ

ドクターに 秘訣聞かれる 骨密度

ピコダンス アイ・ハブ・セルメ 元気よく
平成を 見届け五輪へ つなぐ夢
ポケモンも アッポーペンも 栄養剤
ホソメから フトメになって 今セルメ
孫に咲く 祖母は破顔の 花となり
メモ帳に ご朱印帳に セルメ帳
メンタルは 夫婦喧嘩で 鍛え上げ
指切りの 重みを知って いるセルメ
よく笑う 妻が手本の マイセルメ
レジェンドと 呼ばれるまでに セルメする

明日香の旅人 ひと言の 栄養くれる 薬剤師

奥田 登
マコッチャン

みらいむ ベイマックス 欲しくなったら セルメどき

島田 智子

良馬 母子手帳 セルメ手帳に 受け継がれ

こうずきん

のんたん マイ老道 セルメを杖に さあ行くべ

岸田 重夫

ヒロシの嫁 迎え撃つ 老化へ築く セルメ丸

食眠

土居 健悟 免許証 返し颯爽 ウォーキング

さごじょう

下降の天使 薬剤師 元気のツボを 押してくる
花ひらく よく動き セルメオーラで モテ期また

藍色
一松茶村

なべちゃん レガシーは 通院歴の ない体

PON5

永楽じいさん 笑い顔 金の掛からぬ 処方箋

小野寺 吉平
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