
No. 川柳 雅号（ペンネーム） 備考

1 外食は　まずはワインで消毒し 美鶴

2 「来ないで」と　宣伝必死　観光課 美鶴

3 寒乾と　三蜜避けて　コロナなし 美鶴

4 コロナでは　おくやみ欄が気にかかり 美鶴

5 金婚の　祝コロナで自宅ピザ 美鶴

6 こんな時　コロナオレオレ詐欺事件 美鶴

7 コロナでは　エンゲル上げて家計下げ 美鶴

8 自宅酒　ステイホームと呼び名替え 美鶴 専務理事賞

9 オカミだす　十万両は超うれし 美鶴

10 コロナ過ぎ　久し振りだね　同衾は 美鶴

11 コロナ後の　初外食に胸はずみ 美鶴

12 コロナでは　ビーバイシーは無視しよう 美鶴

13 コロナ君　居場所悪いと行ったまゝ 美鶴

14 熟年の　コロナ離婚はいたましい 美鶴

15 コロナより　もっと怖いの　お餅だよ りこ

16 コロナでも　リモート活用　繋がる縁 さよ

17 コロナ渦の　この対策は　吉なるか こよみ

18 吉と出よ　Go To トラブルとならぬよう こよみ

19 三密を　騒ぐ前から　密は無し こよみ 副会頭賞

20 コロナ禍を　ウズと間違え　恥ずかしい おさむし

21 コロナの禍　わざわい転じて　福となす 田舎モン

22 ダイヤ婚　夫婦は二世と知る頃な 田舎モン

23 マスクせず　上がり込んでは　くっちゃべる 田舎モン

24 みな中止　かかあやさしく　こき使う 田舎モン

25 おぼえたど　「コロナウイルス」　英語だべ 田舎モン

26 コロナ禍の　デマの情報　密も避け まさみ
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27 コロナ禍の　ウイルスノックダウンする まさみ

28 沼田市に　相談しよう　悩み密 まさみ

29 手を洗い　家族をつなぐ　2メートル まさみ

30 ラベンダー　コロナの花は　咲かせない まさみ

31 小松姫　コロナに負けぬ　白マスク まさみ

32 マスクなし　大口開けて　鯉のぼり 千夏

33 三密を　さけ見上げれば　つばめの子 千夏

34 コロナ禍も　知らぬ肩よせ　つばめの子 千夏

35 吾が街は　津波コロナも　来ないとこ 美鶴

36 コロナ禍の　人の動きも　多きかな 覇王樹

37 若者の　にぎわう姿　今は減り　　 覇王樹

38 マスクすりゃ　妻も美人に　早がわり ひで吉
キチ

副会頭賞

39 ネオン街　蜜を求めりゃ　コロナ待つ ひで吉
キチ

40 田草とり　農耕接触　蛙の娘 ひで吉
キチ

41 コロナ君　10万円で　去ってくれ ひで吉
キチ

42 独り者　コロナくるなと　彼女待つ ひで吉
キチ

43 モリ、カケも　コロナまぶして　花見酒 ひで吉
キチ

44 対コロナ　意志・看護師の　功労な ぴゆい

45 諭吉飛ぶ　誰か俺にもCFを 福沢ゆきよし

46 食べログを　更新したい　オレの舌 星みっつ

47 胃袋を 満足させて　ねえマスター💛 肉食女史

48 奴の店　潰しちゃいけねえ！　食いに行く 漢気女子

49 今こそは　地元に金をつぎ込もう アマゾン利用者

50 オンライン飲み会よりも　やっぱ店 PC音痴

51 胃袋は自粛知らずや　わが身恥ず 居候

52 いつの日か　君と一緒に　みらい飯 10代妄想男子

53 もう飽きた！　三食作るおさんどん リモートワーク妻

54 外食を　してきていいよと　妻が言い 寂しき夫

55 久々の　家族総出の　食事会 空財布

56 想い出の　あの店で今　独り食べ 一人ディスタンス

57 すわ退治！　大うちわにてコロナ去れ！ てんぐぐん

たくさ こかえる
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58
　　　　　　　　　　　　この時期に　開催するのか　その会議　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※特定の事業所を指定するものではありません。

皆さんそう言います

59
　　　　　　　　　　すべきでしょ　その会議こそ　オンライン　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※特定の事業所を指定するものではありません。

今でしょ

60
　　　　　　　　　　　会議減り　常に上司が在席す　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※特定の事業所を指定するものではありません。

ああ・・・・

61
　　　　　　　　　　コロナ禍で　危機意識の差　明らかに　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※特定の事業所を指定するものではありません。

十人十色

62
　　　　　　　　　　　わが社では　ニューノーマルとは程遠い　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※特定の事業所を指定するものではありません。
アブノーマル

63 収束に　願いを込めて　天の川 彦星

64 災いに　狎れて生きるか　この世では 山頭禍

65 コロナ風　マスク美人　増えにけり 塩野　村造

66 にわとりや　三歩あるいて　またコロナ 塩野　村造

67 コロナ数　棒線よりも　防戦を 塩野　村造

68 金メダル　世界が競う　新薬に 塩野　村造

69 コロナ増え　都会と田舎　また遠く 塩野　村造

70 コロナまだ　それでもうける　夜の酒 美鶴

71 いい女　嗚呼そのマスク　取らないで 健忘

72 火星への　ロケット消毒　忘れてた　 健忘

73 買い置きの　マスクでワクチン　間に合うか 健忘

74 おお怖い　コロナ陽性　土砂崩れ 健忘

75 ちまたには　コロナ離婚が　あるらしい 美鶴

76 咳すれば　流行り病と　いやがられ 美鶴

77 咳すれば　コロナコロナと　いやがられ 美鶴

78 お父さん　コロナ予防に　鰻食う ノースポール

79 七夕に　お願い一つ　平和な日 ノースポール

80 夢の中　ディズニーランドで　はしゃいでる ノースポール

81 マスクして　臭いわからん　バーベキュー ノースポール

82 墓参り　おじぞうさんも　マスクして ノースポール

83 コロナ渦で　料理レシピ　増える妻 ノースポール

84 おっとっと　マスク忘れて　家戻る　 ノースポール

コロナコロナ

はやりやまい
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85 わっハッハ　笑う門には　コロナ去る ノースポール

86 帰ったら　手洗いうがい　熱測る ノースポール

87 こんなとき　口角上げて　わっはっは ノースポール

88 抜かりなく　3密守り　仕事する ノースポール

89 虫除けに　フェイスシ－ルド　前見えぬ ノースポール

90 今日もまた　たこやき作る　ラッタッタ ノースポール

91 サンタさん　魔法の薬　持って来て ノースポール

92 父さんも　リモート飲み会　いれてくれ ノースポール

93 日曜日　鬼滅の刀　回し読み ノースポール

94 向日葵も 3密守り　咲いている ノースポール

95 エチケット　一人一人が　心がけ ノースポール

96 濃厚な　接触はダメ　夫婦でも 美鶴

97 願います　コロナ終息　菅神社 正之

98 罪つくり　コロナのうわさ　あちこちに 正之

99 コロナ禍も　不便感じぬ　人ぎらい 人間ぎらい

100 十歳は　サバを読めるか　マスク顔 マスク美人

101 コロナ禍で　帰省取りやめ　安堵する 帰省恐怖症の妻

102 願わくは　私の魅力　クラスター プリンセス干し芋

103 コロナでも　同衾きっと　愛妻家 美鶴

104 巣ごもりで　腕を磨いた　妻の味 航輝

105 コロナ禍で　痩せる経済　肥える腹 航輝 会頭賞

106 休日は　家族そろって　おうち時間 航輝

107 三密を　避ける行動　身を守る 航輝

108 コロナ禍で　変わる常識　新時代 航輝

109 コロナから　遅れて走る　専門家 のんたん

110 リモートは　昔ロボット　今勤務 破れ天狗

111 ホラアレと　妻も通じる　あのマスク 破れ天狗

112 コロナ禍も　妻とは変わらぬ　ディスタンス 破れ天狗

113 リビングで　リモートするか　我が書斎 破れ天狗

114 なんとなく　三ケタの「５６７」　使わない 破れ天狗 副会頭賞

どうきん
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115 祇園祭　フェイスシールド　猿田彦 もぢゃろー

116 対コロナ　真田魂　忘れるな！！ 沼田愛太

117 コロナなど　味噌パン食べて　吹き飛ばせ！！ 沼田愛之助

118 上州豚　コロコロなのよ　おいしいよ！！ おにばば

119 コロナ禍で　我が家の財政　六文銭 真田辛村


