
作者名(PN) 作品

1 プリン体 伊勢参り　参道マスク　落ちている

2 りょうくん 待期中　昼寝しすぎて　夜寝れず

3 りょうくん母 このままじゃ　マックカード　もらえない

4 おじょう 川柳で　マックシェイクと　ポテトL(エル)

5 どじょう ホウレン草　食べても忘れる　報連相(ホウレンソウ)

6 なっちゃんパパ あなた誰　家族写真の　自分を見

7 ぴみ お取り寄せ　期待通りか　自問自答

8 なっちゃん 母のため　スマホ買っても　歩数計

9 なっちゃんママ ポイ活で　頭使って　ボケ防止

10 ワラ 甥を見て　老いを感じる　四十歳(よそじ)過ぎ

11 ワラの妻 コロナより　大きく広がる　腰まわり

12 ワラの父 朝起きて　携帯開いて　孫動画

13 ダイエットしたい父 ジム入会　手続きだけで　瘦せた気に

14 親バカ母 仔犬きて　子育てイチから　やり直し

15 レオの兄 ワンと鳴く　念願の弟　愛おしい

16 高校野球ファン 気迫の連投　近江ブルーの夏

17 N マスク越し　知人と間違え　声かける

18 S 初出勤　娘の成長　涙ぐむ

19 アオサギ むつかしい　しめきりが来る　あせるのみ

20 るりびたき 朝歩き　あびる光線　田んぼみち

21 お茶1号 今度こそ　禁酒できるか　妻次第

22 お茶2号 免許返納　勧めた責任　運転手

23 お茶3号 聞かぬけど　パパの成績　どうだった？

24 お茶4号 擦りむいた　ガーゼ代わりに　アベマスク

25 まろみ コロナ禍で　隠れて矯正　ありがたや

26 かたゆ 明日から　何度言った　禁酒する

27 ひーちゃん また減った　ステルス値上げ　何度目だ

28 ヨークン 誤字だらけ　母のライン　理解できず

29 獅子丸 川遊び　昔はむすめと　今いぬと

30 ぱくぱくおばさん 琵琶湖の空　ブルーインパルス　白い雲

31 頑張る父 療養中　コロナより怖い　奥さんと

32 まっぴし 気がねなく　行ける日が来て　ディズニーランド

33 マロン マスク顔　知り合いかしらと　見つめ合う

34 ノブ 日常の　ありがたさを知る　コロナかな

35 島田 明日から　旅行に行くと　言える日を

36 ブンブン 処分の日　父母の顔浮かんだ　入学机

37 2児の母 学校行事　まだかまだかと　卒業式

38 ミネ コロナ禍で　ごはん食べ過ぎ　お腹出る

39 マル 検温で　始まる今日の　健康チェック

40 二児のママ 夏休み　宿題のため　親あせる

41 中学生男子の母 用がある　時だけ「母さん」　あと空気

42 I・M 怒っても　鳴いてもカワイイ　我が猫は

43 妹子ちゃん 「ご報告♡」　久しい友人　イイネ押す

44 あきれーぬ 歯のかぶせ　金属高騰　困ったな

45 マサケン なつかしい　友と出会って　酒飲む仲に

46 T・J1号 辛党の　わしも今では　カルピス派

47 T・J2号 競いあう　車椅子(いす)の運転　男意地

48 T・J3号 役目おえ　ポロリ去る歯よ　ありがとう

49 T・J4号 そいとげる　ハズのタバコと　縁が切れ

50 T・J5号 そうめんは　すくえぬうちに　流れ去る
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51 えびフィレオ 参加賞　欲しさに自虐　探す日々

52 旅行いきたい！ 風呂上り　蹴ってやりたい　体重計

53 まりりん 店の前　マスク忘れて　引き返す

54 H・K 今わかる　四十の息子を　かまう義母

55 そうちゃん大好き 初孫が　来るともてなし　天皇級

56 K・K 国葬と　抜いた刀に　鞘はなし

57 新米パパ よく似てる　乾杯プハー　じじと孫

58 気をつけます。 秋到来　芋栗かぼちゃ　デブ増産

59 しゅんぺい 手におかず　半値シールを　待つ母さん

60 久美子 歳かさね　母の助言が　いま沁みる

61 乙女なアラフォー マスク慣れ　久々化粧は　ケバくなる

62 優しい思い出 "気をつけて"　2歳の孫に　手をひかれ

63 ネームペン オリンピア　どこにいったか　あの精神

64 バン子 帰省なく　新品おもちゃに　秋の風

65 老老介護 「食べてない！」　言い張る口から　甘いにおい

66 りょうすけ インドア派　行動自粛　お手のもの

67 T・K 風呂の順　孫ばば嫁さん　最後、俺

68 美奈子 ワンピース　着ぬまま3年　出番なし

69 めげない母 息子宛　長文LINEに　返事は「りょ」

70 ひーちゃん 満月に　空(から)の財布を　振りかざす

71 かずや ハワイ来た！　コロナも終息！　夢の中

72 ババばか 手をひろげ　駆け来る孫の　愛(いと)おしさ

73 なお 三日かけ　LINEをくれる　米寿の祖母

74 会社員 今朝もまた　平熱だなと　安堵する

75 としこ メガネない　思ったときは　手を頭

76 よしき ご飯何？　さっきも聞いたよ　何度聞く？

77 はるか ふところも　気にせず息子に　ステーキを焼く

78 ちづこ いつ帰る　首長くして　息子待つ

79 ひろこ メガネない　探すたびに　メガネ増え

80 アザラシ 原っぱで　風を感じて　お茶をのむ

81 W・Y 朝起きて　コーヒーを飲む　休みの日

82 たかし 健診の　前だけ食事　気をつける

83 高校野球ファン 梅雨明けて　白球を追う　ダイヤモンド

84 もう少しなんです 焦(あせ)らすな　今やっている　〆切よ

85 子育て大変そう かかととと　イヤイヤ期だよ　がんばって

86 ゲームしたい 眠いけど　寝たくない日も　あるんです

87 熱中症アラート発令中 熱くない　それが危険だ　お年寄り

88 おなかいっぱいすぎる はちきれる　元取りたいの　食べ放題

89 やめてくれ… 入れ歯どこ　布団のすきま　水入りか

90 今日はソース系 おこのみと　焼きそばもいい　夜ごはん

91 やらないまま終わっちゃう 明日する　どれだけたっても　明日こない

92 誰か助けて 迷子とは　認めたくない　迷子です

93 タイミングが… 折り返し　電話するのに　すれ違う

94 え？なんて？ 電話とる　告げた名前　聞きとれず

95 特に洗髪中 ホラー後は　1人でおふろ　こわくなる

96 予報みそこねた 雨降ると　長靴はいた　快晴だ

97 再開切望 お気に入り　長年愛用　廃盤に

98 灯台下暗し メガネどこ　あちこちさがし　頭上(あたまうえ)

99 はやくきて 暑すぎて　すべてが嫌に　秋求む

100 役者を覚えられなくて困る 役柄で　あなたを好きに　あなただれ？
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101 最後は消去方 迷うけど　カタログギフト　いいのない

102 すべりこみセーフ もうすこし　あと1時間　遅刻する

103 あと○年後 虹の橋　渡ったあなた　まっててね

104 ずぼら 髪切って　気にかけるのは　二日間

105 娘の父 いつも無視　虫出た時にだけ　呼ぶ娘

106 娘の母 来る度に　実家の野菜を　持ち帰る

107 慢性肩こり 1人では　湿布も貼れぬ　四十肩

108 ダイエットは明日から 「肥えたよね」　太った？よりも　痛い声

109 犬は家族 愛犬を　犬と言われて　怒る父

110 タコ 食べ物に　気を遣うのに　タバコ吸う

111 ロビン 咳すれば　周りの皆(みんな)が　振り返る

112 古女房 墓一つ　いや墓は二つと　妻が言い

113 ロコン 『何割ボケたか？』問う　米寿の父

114 カビゴン インターネットの功罪は　自分次第

115 ニャース 失敗に　学び続ける　しかないか

116 マイナン おいしいよ　上向く　ひまわりのたね

117 コイキング コロナとも　仲良く共存　してるふり

118 ミュウ 終活だ！　人間関係　整理整頓

119 イーブイ 連れてって　連れて行ってと　ふる尻尾

120 ムチュール 餌まだか　上目遣いで　不貞腐れ

121 コロナ疲れしてます 検査して　ワクチン打って　検査して

122 もうプロです コロナ禍で　スケ管バッチリ　待機期間

123 はると マスク取り　早くみんなと　笑いたい

124 ターシー 川遊び　２日連続　遊べない

125 トートー 雨上がり　カサの花が　しぼんでく

126 リーリー 今日は雨　心とカラダが　ジメジメに

127 ハーハー 目標を　決めて満足☆　ダイエット

128 ヒーヒー ダイエット　目標達成　待ち遠しい

129 のぞみ 宝物　聞かれて答える　「あなただよ」

130 みーみー なつのうみ　うきからじゃんぷ　たのしいな

131 あつ あしいたい　もしかしてほね　おれたかな

132 勇記おじいちゃん みな美人　マスクの下は　知らんけど

133 てんぱ テーマなし　思い付かなし　券は欲し

134 かんきち おやつどき　甘いしょっぱい　とまらない

135 めめんめ 今年こそ　二人出会えた　天の川

136 みいちゃん あら見事　オーバーサイズで　着やせする

137 よそじい 始めよう　今が一番　若いから

138 ぺぺ子 顔マスク　気付かずとおる　夫かな

139 ほほ 終わらない　夏の宿題　頑張ろう

140 ひなーる 夏休み　夜は長いよ　楽しみだ

141 ゆこっち ずるいずるい　兄ちゃんばっかり　ユーチューブ

142 ままっち 日々必死　夏の宿題　親への課題

143 しょうっち 夏休み　遊びにいきたい　ばあばんち

144 ぱぱっち 嫁こわい　子供とバトル　感想文

145 R・S 滋賀県を　全国区にした　近江ブルー

146 E・K 歳重ね　涙腺ユルユル　高校野球

147 C・S もういやだ　一喜一憂　ＰＣＲ

148 M・K この川柳　初めて企画　盛り上がる

149 Y・F 夏の夜は　ビールがすすみ　空き缶溜まる

150 N・K 私はね　感情そのまま　あるがまま
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151 A・K 結婚は　尻にしかれて　うまくいく

152 しげぞうのおでこ 風呂上がり　いつものアイスが　嫁の口

153 野洲のおばちゃん 耳閉じる　そしたらなんと　ムンクだよ

154 ミルキーちゃん 悲しいの　ちがうよこれは　花粉症

155 北海道男 冷えてきた　ちがうぞこれは　ハゲ予報

156 トラ吉 刈れど　刈れど　草木の成長は止まぬ

157 ミー助 悲しいわ　実家に帰れば　猫逃げる

158 M子 四年目　二人の愛は　チューペット

159 となりのカンタ いい匂い　隣の隣は　カレーかな

160 ぷうさん ダイエット　なくなるものは　自信だけ

161 ふうさん 上がるのは　ゴルフのスコアと　体重計

162 はるさん 正直ね　やりたくないの　掃除はね

163 ゴマすり職人 よぉ見たら　めっちゃ得やん！！　きょーさいかい

164 S・T あつすぎて　すいかをたべて　下痢になる

165 S・Y こおりがし　みつがなくなる　なつおわる

166 S・A コロナでも　かきごおりでも　みつはなし

167 2人の母 いつまでも　都合良くつかう　"産後太り"

168 としちゃん ジジババ　人生二度目の　育児する

169 ひーちゃん ダイエット　これ食べてから　はじめるね

170 としバァちゃん コロナ禍で　まだ見ぬ孫が　成長中

171 いっちん 亡き伴侶　会いたい思い　夢で待つ

172 マッキー 六十坂(むそじざか)　笑顔の中に　ある歴史

173 ヨッシー 病に伏し　しみじみ思う　あたりまえ

174 ヒロチ 神仏　信じてきたが　そむかれる

175 キラキラ女子 ノーメイク　マスクのおかげで　バレてない

176 瘦せたい 20代　いつまで続く　食べざかり

177 まる メイクしても　結局ヨレる　マスクのせい

178 旦那の嫁 旦那の言う　在宅勤務　休みです

179 さやっぺ 産声を　聞いて嬉し　母となる

180 あっすー 母の腹　つまんで喜ぶ　子どもたち

181 さとちゃん 反抗期　それすら愛しい　我が息子

182 きよちゃん 孫愛し　ばあばと呼ばれ　おもちゃ買う

183 よしこ 気がつけば　何もせぬまま　終わる今日

184 なつ 日々意識！　一瞬一瞬を　大切に

185 しゅう 休めない　コロナ増えれば　増えるほど

186 りえ 会えない日々　いつまで続く　先みえず

187 ひろきたん 父の日を　待ちわびたのに　何もなし

188 やっちゃん 福祉職　魅力あるのに　人手薄

189 ほーちゃん うちの犬　誰より先に　夢の中

190 かずくん 県民の　暮らし支える　共済会

191 あっこ 滋賀のうみ　母なる琵琶湖　美しく

192 ゆう 休日は　ワンコと昼寝　寝てばかり

193 なおちゃん アルコール　感染対策　内外も

194 ゆか 「まあまあ」と　空で出される　お弁当

195 あっきい 気がつけば　白髪まじりの　母の髪

196 みゆ スーパーに　勝つか負けるか　畑の子

197 ゆず 秋の田に　たわわに実る　近江米

198 てつ 頼れるは　職場の仲間　チームです

199 のんだくれお父さん さーやるぞ　気持ち全開　かたちから！！

200 とりにくさん 近江うし　県民なのに　コロッケで
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201 枝豆くん 滋賀の酒　地元の香り　心地よく

202 焼鳥ちゃん 子の育ち　あっという間に　夫婦だけ

203 こあゆちゃん 頼れるは　大黒柱　お母さん

204 もろこくん 思いやり　そっと見守る　子の姿

205 びわますちゃん コロナ禍で　増える体重　登り坂

206 びわこちゃん 休肝日　何故かさみしい　宿直日

207 マックポテト大好き やせてやる　ポテト食べたら　やせてやる

208 みつひこ 何よりも　健康だけが　取り柄です

209 ふみこ 自転車で　地元を駆ける　いつまでも

210 山脈さん コロナ禍で　家族の絆　再確認

211 おかあちゃん かさ高い　休みの旦那　大掃除

212 さとちゃん 夢を見る　輝く姿　おぼろげに

213 滋賀県民ちゃん コロナ禍で　見慣れた景色　写真映え

214 ノンアル派 滋賀の酒　並々と注ぐ　琵琶湖かな

215 M・C 早朝に　庭一回り　ごあいさつ

216 アツウシ またコロナ　パソコンでする　旅止まり

217 ジーコ スポーツの　与える力　コロナ越え

218 バーコ もういいよ　もうなくなれよ　第７波

※PNなしでご応募いただいた方はイニシャル（姓・名）にて掲載しております。


