第６回健康（セルメ）川柳コンクール優秀 100 作品
愛犬に 夫のセルメ 任せてる

星 佳 「いい男」むかし三高 いま健康

いい距離で 医者も夫婦も 不即不離

inaho

Akiki いいチョイス 億り人より まずセルメ

はんしんいち

家康も 元祖セルメで 天下取り

まるぜろ イクバアに 備えセルメに 励む日々

ほり・たく

医者いらず 子に一番の 贈り物

坂の上の雲 衣食住 足りてセルメが 未だ足りず

素乱風

今セルメ やはり明日から ダメウーマン

はみ ＡＩに 負けるな棋士と 薬剤師

塩分と オレのこづかい 減らす妻

あんどらごら 老いの道 セルメのナビで 一歩ずつ

老いらくの 恋はセルメの 副作用

おさぼう 黄金の 国がセルメで また光る

おじいちゃん 免許返して セルメへ GO
温泉で 恥じらう箇所は 腹世代
かじられた すねに盛り土の 万歩計
身体中 湖になる 朝のヨガ
キムさんよ ミサイルよりも ダイエット
薬飲む たびにチョレイと 子の気合い

さごじょう
獅姉妹
汐海

廣瀬 みお 鬼は外 マメなセルメで 福は内
みちこ

岬

マイマイ

みち 改元へ オリンピックへ いざセルメ

仮面ライター

生麦小町 神代から 腹も身の内 自分持ち

吉川 欣次

大本 美知恵 カラフルで インスタ映えの 飲み薬

スパイシー

老行燈 九条に セルメ一項 付け加え

桑雨

チデンシンヤ ゲームはね 脳トレだから 祖父に言い

減塩を 始め目覚めた 旬の味

うしにゃん 健康具 ビットコインで 買い揃え

健康に アラート鳴らす セルメの目

上村ひろし 健康の 軍師は街の 薬剤師

高松 輝
石井 政雄
だいちゃんＺ！

健康の 秘訣は少し お金持ち

西滝 一彦 健康も 秘密口座も 自己管理

健康を 活かすレシート ＯＴＣ

らくちゃん 健康を 天日干しする ウォーキング

ター坊ママ

健康を 白寿が語り 喜寿が聞き

アメンボ 憲法も セルメも明日を 守るため

乙女座の A

恋をして 長寿ホルモン エコセルメ
広辞苑「セルメ」が載った 夢を見た

キング・コングゥー

中山 ゆき子 好奇心 前頭葉が セルメする
カジ 広辞苑 載るようセルメ 励む日々

こころにも させてあげたい ダイエット

山口 優太 五十才 セルメで「もう」を「まだ」に変え

コスメより セルメで美活 腸美人

蓮田 英樹 酒スルメ からだにセルメ 春うらら

爺ちゃんは 酒もセルメの 内と言い

百薬の長好き 「ジェネリック」祖母が得意な 外来語

ジェネリック 役者のフシで 言って飲み

元輔 思秋期に セルメがくれた モテ盛り

死ぬまでが 女の旬と 知るセルメ

元春 市販薬 選ぶ母の目 セルメの目

※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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爺さん
砂里
えぞ太郎
浮いたか瓢箪
kensona
めたる
トモママ

第６回健康（セルメ）川柳コンクール優秀 100 作品
市販薬 税のやさしさ 足して飲む
処方箋 笑いなさいと 書いてある

オケイ 女子トーク 恋バナからの セルメバナ

ゆのちゃん

森のくまさん 人生を アウフヘーベン するセルメ

あけたん

好き嫌い 食す男も 似た娘

古子 税務署に おおでを振って 出すセルメ

西郷どんが 始まる少し メタボだが

紫苑 セサミンで 健康世界 開けゴマ

ヘボクラス

セルメから 発芽してゆく 主婦の顔

好文 セルメして 恋人つなぎ もう一度

おたやん

セルメして 人生捨てた もんじゃない

ハルル セルメして 寝ていた服が 目を覚ます

セルメして 平成ヒョイと 飛び越える

まさしお ダイエット 異性からの目 気にしちゃう

ダイエット 昔スパルタ 今タニタ

小坂

団塊も バブルゆとりも さあセルメ

瀬戸ピリカ 短命県 治せと億の 御寄付あり

父の日に 電子タバコを プレゼント

松宮

手の届き そうなところに あるセルメ
長生きは せんでもよか！と サプリ飲み
信長の

二倍を生きる

病気への 一線越えぬ セルメして

武弘 食べないの？ やる気スイッチ あさごはん 福西

釉香
彩珠美

鈴木

武志

邦ちゃん とりあえず 飲んだ薬の 君の名は

もっとん

米村

裕子 女房を 褒めてセルメの 立役者

ふきの党

三郎 #( ハッシュタグ）セルメがバズる 近未来

プリン

ねおんてとら ひふみん似 言われてセルメ する私

恵子

むーむー 干されても スルメとセルメ 張りと艶

やーくん

まな ママのハグ いかなるサプリ にも勝る

万病の 芽を踏んで行く 万歩計

マルマル 万歩計 買って免許を 返すジジ

水いらず 親子で散歩 杖いらず

ワイさん 胸キュンと セルメのキュンで 若返り

迷信を 抜けてセルメに 宗旨替え

比呂子 物置は 健康器具の 歴史館

薬剤師 ときに苦言も いいクスリ

上の空 夢抱き サプリ少々 姥桜
小松

伊坪

コレット G
フヂちゃん
野うさぎ
琵琶ちゃん
デブリン

真人 嫁姑 セルメ競って 長期戦

リアップと シェイプアップで ラブアップ 10 年目の真実 リタイア後 サプリとアプリ 二刀流
ルーティーン セルメで続く 日々の朝

荒田

レイダリオ

ママの愛 うちのセルメの 主成分

ゆるキャラと 孫に言われて するセルメ

しーしー

愛美 鶴よりも 泣けるセルメの 恩返し

健康美

ひとりずつ みんな違って いいセルメ

酒井具視

おんじ
ナフタリン

美佳 レシートに セルメの星が 輝いて

レジェンドと 呼ばれる人に セルメあり

ゴルゴ 31 災いも 肥満も口が 咎められ

我思う ゆえに我あり セルメあり

トモパパ ワンオペに お疲れ様の 手と手と手

古希丸
北村

純一

こまっちょ
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