
 

サラリーマン川柳 総集編  

                        （第一生命ホームページより抜粋） 

                              

ボディコンを 無理して着たら ボンレスハム              となりのトトロ 

一戸建て 手が出る土地は 熊も出る                  ヤドカリ 

父帰る 一番喜ぶ 犬のポチ                       ポチ 

Iモード 妻にもほしい 愛モード                    独楽 

運動会 抜くなその子は 課長の子                   ピーマン 

床屋行く 金・ひまあれど 髪がない                   ますおさん 

親の希望（ゆめ） つぎつぎ消して 子は育つ             月峰 

ああ言えば こう言う奴ほど 偉くなり                  平社員一同 

久々の 化粧に子供 あとずさり                     素顔の女 

まだ寝てる 帰ってみれば もう寝てる                遠くの我家 

会議中 うなずく者ほど 理解せず                  よみ人知らず 

いい家内 10年経ったら おっ家内                 自宅拒否症 

さからわず いつも笑顔で 従わず                  不良 OL 

ダイエット 今食べたのは 明日の分                 スマート田口 

売る人の 顔見てやめた 化粧品                   詩主 

「何食べたい？」 聞くな作ったことがない              料理教室 

連れ込むな 私は急に 泊まれない                  紫式部  

耐えてきた そう言う妻に 耐えてきた                 マスオ 

お茶入れた にくたらしいから 指入れた               よみ人知らず 

あさ不調 ひるまあまあで よる元気                  ノリマサデース 

やせてやる!! コレ食べてから やせてやる!!        栗饅頭之命（クリマンジュウノミコト） 

宝くじ 馬鹿にしながら 根は本気                   バブル人 

ふりむくな 運転中と 化粧中                      太鼓秀吉 

父帰る 娘出かける 妻眠る                       欠く家族 

ようやった！ 事情が変わった なぜやった！            無責任上司 

物かくせ 今日はむすめの 里帰り                   親馬鹿チャンリン 

太るなら おいしいもので 太りたい                  美食家 

塩美容 そのまま寝たら 一夜漬け                   漬け物好き 

「ゴハンよ」と 呼ばれて行けば タマだった              窓際亭主 

人が減り 給料減って 仕事増え                     あんどう なつ 

やせるお茶 せっせとのんで 水ぶとり                 プーアル 

そっと起き そっと出掛けて そっと寝る                 やさしい夫 

クラス会 担任よりも 老けた奴                      落第生 

ジミ婚が はやってほしいと 願う親                   ウチは三人娘 

パパ似だと 言われ泣きだす わが娘                 美人妻をもつ夫 

退社ベル 鳴ったとたんに 去る眠気                  半可通 

我が家では 子供ポケモン パパノケモン               万年若様 



入れ歯見て 目もはずしてと せがむ孫                 ハッスル爺さん 

ポケモンの 名前おぼえて 九九いえず                そらまめ 

貯金なし 証券もなし 被害なし                     平成（平静）サラリーマン 

ピアスまで はずしてはかる 体重計                  乙女の祈り 

恋人が いるかと聞かれ 「はい いります」              西川かずこ 

「ちょっと来い」 ちょっとであった ためしない             ももんがんが 

妻だから 運転できる 火の車                      藤原湖 

プロポーズ あの日にかえって ことわりたい              恐妻男 

出来ちゃった 結婚しちゃった 飽きちゃった              三日茶髪 

風呂の順 オヤジ最後で 掃除つき                   オヤジサマ 

赤い糸 やがて夫婦は コードレス                    チャーシューマン 

部分痩せ したい所が 大部分                      木守 

続柄 あわてて「妻」を 「毒」と書き                    いじめられ夫 

土地もある 家もあるのに 居場所なし                   恐妻家人 

める友に 会ってみたら わが主人                     沙羅仙人 

国民に しわ寄せよりも 幸せを                       気守 

まじっスカ スカがついてて ていねい語                  サラ川小町 

今は部下 明日は上司に なるキャリア                   ノンキャリア 

バカヤロー 言われる覚えは 少しある                   お人好し 

脱サラで 昨日の部下が 今日の得意先（きゃく）             リスとトラ 

お手洗い 社長と並んだ 照れくささ                    すでにパパ 

誘ったら 今日も｢今日は｣と 断られ                    私の宝物 

左見て 右見てさらに 上司見る                      イエスマン 

うちの部下 見ざる聞かざる 気がきかず                 悲しみよこんにちは 

下手な字も 慣れれば読める 上司の字                 鬼ヶ島次郎 

口ぐせは ｢知らない｣｢出来ない｣｢聞いてない｣             無農薬（能役） 

「妻」の字が 「毒」に見えたら 倦怠期                   FA宣言できない夫 

妻に尻 上司に肩を たたかれる                      千鶴 

厚化粧 ハエはとまれど 蚊は刺せず                   タイガージェットシーン 

素顔見た だますつもりが だまされた                   新婚の夫 

おしえてる いつの間にやら おこってる                 優しくなりたい母 

生存を 確認し合う 年賀状                         済（サイ）チャン 

ピチピチよ 昔はワタシ 今は服                       62㎏ 

馬鹿になれ なればなったで 叱られる                  柳馬 

初メール 返事が来たよ ウィルスで                    ナイスバディ 

家を出る 時間が同じ 父とゴミ                       竹林 

機密費と 家計簿に書く うちのママ                    大蔵大臣 

医者じゃなく 財布が止める もう一杯                   よも 

手料理が どれかわからず みなホメる                  茶目子 

「助かるわあ」 笑顔でおだてて 家事分担                ワーキングママ 

受験より 狭き門かな 再雇用                        浮草太郎 

紅白で はじめて聞く歌 またふえた                    なんや中年 



振り向けば かわいい着メロ 出る上司                   ダイヤホープ 

名前みな タレントなみの 乳児室                      く・も 

同窓会 案内届いて ダイエット                       読み人知らず 

綺麗より 上手と言われる この化粧                    努力と根性ママ 

カギあけて ゴミをまたいで ゴミと寝る                   独身奇族 

携帯で 親指だけが よく育ち                        小天 

バス代を 歩いてかせぐ 健康法                      平凡なパパ 

出向中 戻る会社が 倒産し                         ノーリターン 

カラオケで 年令さば読む 若い歌                     若造り 

酔いどれて 帰る自宅に 大魔人                      ごぜんさま 

部下の知恵 チョイとつまんで ご栄転                   ヤッターマン 

どなられた どなりかえして とばされた                  人事人事（ひとごと） 

酔ってても ギャルを選んで 寄りかかり                  終電子 

朝寝坊 あわてて会社に 病気です                    朝寝坊 

コミック誌 隣の人から 笑い声                       満員電車 

終電に 乗るには乗ったが 逆方向                    模範亭主 

赴任先 かつらで十年 若返り                       心機十転 

辞令より 先に届いた 人の口                       仙歌姫 

渋滞の 車の中で 朝化粧                         せんちゃん 

通帳は 質素でいいの 利子上げて                   ニシザワ 

犬はいい 短い足でも 人気者                       独身ブリーダー 

送別会 花は造花で 社の備品                      ケチ社長 

合併で ふえる役員 減る社員                       あのっさい 

あんただれ 社員旅行の 風呂のあと                   きみ子 

汗っかき すぐに努力が 評価され                     なまけ者 

得意技 社でも家でも 一人言                       開き直り 

仕事の量 デスクの広さに 反比例                    指導主事 

自信など ありませんよと 言う自信                     うぬぼれや 

石橋を たたかず渡らず うやむやに                    部下一同 

会議中 セキ我慢して オナラ出る                     ヤギママ 

燃えてきた 半年ばかりで 燃えつきた                  新入社員 

商売に 行ったつもりが 客にされ                     セールスマン 

残業も うちの会社じゃ ボランティア                    はたらきむし 

「今夜ヒマ？」 昔ナンパで 今残業                     373 

通勤中 メールに化粧に 朝ごはん                    ねむりひめ 

行って来ます 帰るつもりで 嫁に行く                   OL 

逃がさない 素顔を見たのは あなただけ                 適齢期 

彼氏には 「家族で食事」と 飲み会へ                  コンパ大好きっ子 

出勤の 車中で変わる 我が素顔                      変身 OL 

検診の 前は拒食で 後（あと）過食                     赤信号 

ダイエット スタートするが ゴールなし                   三日坊主 

いいものは 給湯室の 中で分け                      花のきく OL 



内緒にね そう言うあなたが スピーカー                  スズメの子 

サングラス だまされないぞ スキー場                 私をスキーにつれてって 

あなた好き あなたの財産 もっと好き                   金野好子 

酒タバコ パチンコ競馬 彼氏なし                     究極のおじんギャル 

笑うかど 福が来なくて しわがきた                     しわの神 

初詣 5円で祈る 玉の輿                           他分無理 

肌よりも 磨いてほしい おもいやり                      タツロウ 

お見合いを 重ねる度に 目がこえて                    読み人知らず 

                以下 2003年 第 16回分 

タバコより 体に悪い 妻のｸﾞﾁ                        小心亭主 

顔だけが ブランド品で ない女房                      ビート留守 

いやし系 うちにいるのは いあつ系                     ますお 

化粧とり プールに入った ママはどこ                    迷える羊 

世の中は 自信 菓子折り コネ お世辞                  サラ川小町 

地球より 家庭に欲しい 温暖化                        リストラ父さん 

餅肌も 十年経てば 鏡モチ                          エレキ猫 

ついて来い 今では妻に ついて行く                    来行 

いい感じ 今日の寝ぐせは ベッカム似                   めんこいな 

子が描いた ママの顔には 眉がない                    晴耕雨読 

おやじギャグ つられる私は おやじギャル！？              「自称若者会」会長 

久しぶり 握手するのに 名が出ない                     山悦 

ない袖を 振って見栄張る 七五三                      凡親 

とりあえず 100円ショップで 探す癖                     あっくん 

おはようも 言わぬ上司が 訓示垂（た）れ                  一言主 

厚み増す 会議資料に 眠け増す                       石下 3年 

元カレに ナンパされたよ 整形後                       さお Pちゃん 

別腹は 何段目かと 子に聞かれ                        ハンニャ 

不景気で わが家子造り 先送り                        夕やけ 

手を上げて チカンにならず スリに会う                    運命 

丸ビルは 丸くないのと ツアー客                        マイペース 

魔法使い サリーじゃなくて ハリーなの？                   OLママ 

現代病 医者より今は みのもんた                     トウニュウ 

ペイオフを 悩む暮らしが してみたい                   読み人知らず 

英会話 身ぶり手ぶりと しらんぷり                     ディスイズ･ア･ペン 

おごっても おこっても部下は 動かない                 世相仮面 

ISO（アイエスオー） うちの会社は USO（うそ）800           takkong 

接待費 削られ上司 健康に                         野木口 忠志 

夢を見る ノーベル賞より 子の百点                    常ならず 

オヤジギャグ うちの主任は 冷やし系                   遅刻子女 

本物の ビール買ったら 妻激怒                      発泡美人 

ムダ会議 どう減らすかで また会議                    エコキュート 

顔だけは 矯正下着で 痩せられず                    十茶 



見た目ある 妻をゆずった 元彼氏                     レインボーママ 

プチ整形 しても誰にも 気ずかれず                   読み人知らず 

書くたびに パソコン開いて 漢字見る                  待ち受けの達人 

アドレスを 変えて出直す 次の恋                     面白人生追求隊 

居酒屋で 言うな会議の 席で言え                    粋徹 

髪型は 息子ベッカム 父ジダン                      P・K 

子の仕草 叱って気付く 我の癖                      気付カン子 

マイナスが ありがたいのは イオンだけ                 竹中＋ｅ(イオン) 

晩飯も 「暖めますか？」と 妻が言う                   偕老同穴 

田中さん 選んだ人に ノーベル賞                    縁の下の力無師 

エレベータ 譲り合いして 戸が閉まる                  愛太鼓 

言ったあと これセクハラか？ 聞く上司                 紅一点 

時間かけ 打ったメールに すぐ返事                   堺の単身パパ 

サンタさん 今年は父に 職あげて                     ミッキーのパパ 

財布より 「ケータイ」忘れ 気にかかる                  仕事忘れ人 

「オーイお茶」 次の言葉は 「入ったぞ」                 調味料 

引き際が 大事と言いつつ 引かぬ奴                  歩 

子の欠点 気付いてみれば 我が姿                   模範親父 

現代人 水を汚して 水を買う                       益子 

気にかかる 酒の席での 気にするな                   隙間風 

不景気で 家族の団欒（ダンラン） 取り戻す              遊人 

健康に 良いもの全部 食べて肥え                    栗ポン 

大そうじ 今年も娘が かたづかぬ                     読み人知らず 

着メロに 思わず反応 十八番                       演歌名人 

午前様 妻のイビキに ホッとする                     阿傍 

ゴキブリが 出た時だけは お父さん                   月下人 

                以下 2004年 第 17回分 

「へえ～」じゃない おまえのことだ ［はい］と言え           指導係 

年ごとに テレビも髪も 薄型に                      オデコひろし 

オレオレと 昔はサッカー 今は金                    詐欺師 

ペットより 安い服着て 散歩する                    光かんじ 

やめるのか 息子よその職 俺にくれ                  独楽 

愛妻の 母看る背中に 手を合わせ                   夜討ち朝駆け亭主 

着メロの 「乾杯」が鳴る 通夜の席                   松の葉 

メール打つ 早さで仕事が なぜ出来ぬ                年末調整 

やな予感 女房敬語で 返事する                    はむすたあ 

節約し 浮いた分だけ 衝動買い                    カリスマ主婦 

たばこ税 納めて世間に 煙たがられ                  忠犬社員 

脱毛に 娘は通う 父悩む                         柳川森丸 

給料の 額だけ見れば フレッシュマン                 清濁子 

もうすぐネ 妻がぶきみな 定年前                    ５９才 

なんでだろう 昔同期で いま上司                    ピッチとチャッピー 



何故言わぬ 言うと仕事が 倍になる                   ―無我夢中― 

初詣で 発毛祈願 髪頼み                        流れ星サンタ 

停年で 留守番出来たと 妻出掛け                   遊迷人 

一日（いちにち）が 終った頃に やる気でる              一応前向き 

社内では ウけたサラ川 妻怒る                     仮面ノリダー 

トリビアの 知識あっても 常識なし                    合成酒 

リストラで 辞めれる奴は 出来る奴                    IT不況 

デジカメの 画素数の分だけ しわ写る                 読み人知らず 

値上がりで タバコも吸えず 健康体                   未練 

振り向くな うしろ姿の 君が好き                     偏屈王 

始末書も 数をこなせば 名文集                     懲りない奴 

アミノ酸 効かない俺は 年長系                     劣る大総左遷 

意識して とぼけていたのに 「と」がとれて               ヒロ 

禁煙は 体のためより 金のため                     上野動物園のさる 

辞表まで メールで済ます 社の新人                  三十路―（みそじ）－ 

生まれた子 整形前の ママの顔                     猿彦 

常識を へぇーと驚く ただの無知                    おとう 

効率化 進めた私（わたし） 送別会                   粋徹 

二世帯の 家を建てたら 子が離婚                   一人息子の 

ごみ出しを 忘れて会議 上の空                     一人静 

いつからか？ 父さん（倒産）禁句 パパと呼ぶ            パチプロ 

今どきの メーク学ぶ 電車中（なか）                  あんぐりママ 

知っている 部長の香水 ファブリーズ                 ペットなみ 

結果見て 体調くずす 人間ドック                    ストレスマン 

服選び 昔ブランド 今サイズ                       読み人知らず 

ナツメロに 出てくる歌手が 同世代                   磯仁 

定年後 犬もいやがる 五度目の散歩                  鉄人２８号 

好景気 ハローワークが 独り占め                    恐妻家 

わが子をば わが子とぞ知る 通知表                  楓 

妻一人 操れないのに 部下十人                    隣のおんちゃん 

ケイタイの 機能に知能 おいつかず                  五十路男 

恋仇 譲れば良かった 今の妻                      ト占（ボクヤン） 

子供より ママがはりきる 七五三                     昼行灯 

大御所と よばれる歌手が おない年                  母也き 

「バカの壁」 読んで夜更かし バカも風邪               テツヤのトモ 

ストレスの 元が君とは 言えぬ僕                     まじめ公務員 

ゴミ出しも 知識がないと かえされる                   ともさか 

妻と行く 久々デートは 人間ドック                    γ―GTP 

朝よりも 帰りの電車で 出る元気                     サラリーマン 

憎らしい つまんだお腹 肉らしい                     モデル脂肪 

妻の声 昔ときめき 今動悸                         紙風船 

『前向きで』  駐車場にも 励まされ                    プラス思考 



                 以下 2005年 第 18回分 

ケンカして わかった妻の 記憶力             機関銃 

その昔 口説いた結果の 自己責任            妻を娶らば… 

リストラで 冬のアナタと 妻が言う           北風 不職 

成果主義 最終評価は 好き嫌い             粋徹 

講演会 よく寝た人ほど 拍手する            小春日和 

左遷だぞ 妻よよろこべ クビではない          ヒネクレ社員 

共稼ぎ 妻の稼ぎは 妻のもの              共稼ぎ夫 

「結婚は？」 返った答えは「非売品」         独身桜花（ドクシンオウ

カ） 

弁当は？ 「ハイ」と手渡す 五〇〇円          夢芝居 

ノー残業 お持ち帰りで フル残業            小心者 A 

まかしとけ きっと誰かが やるだろう          せとっち 

枕より わが子に欲しい 低反発             あれこれどれどれ 

仕事中 とらない電話 取る携帯             手痛い奴 

ご栄転？ 見送り終わって また「万歳！」        小心賢者 

娘には ゴルフと卓球 覚えさせ             伊達鳩胸 

これ大事 客より上司の 満足度             生活の知恵 

同窓会 食後に薬が 並びだし              万華鏡 

わがままを オレ流と呼ぶ 上司かな            読み人知られたがらず 

愛してる？ 聞いた答えは 愛してた           探求者 

孫の顔 見たさに携帯 新調し              大盛食堂 

席ゆずり 二人座られ ダイエット            栄養過多 

長い坂 登れば急な 下り坂               窓際族 

ここですと 部下がクリック 電子決済          ハンコ知らず 

あてにした お歳暮届かず 買出しに           山の手夫人 

会議では カラオケほどの 声が出ず           読み人知らず 

合コンの トイレで四季報 チェックする         南馬志良人 

以下 2006 年第 19 回分 

ウォームビズ ふところ常に クールビズ         環境財務大臣   

健診日 前夜だけでも 休肝日              －ひろみ－  

ウォームビズ 顔まで みごとに 厚化粧         税多苦  

片付けろ！ 言ってた上司が 片付いた          清掃業者  

ご主人様 たまには家でも 呼ばれたい          メイド好き  

一点で 二転三転 志望校                 七転八起  

「買っていい？」 聞く時既に 買ってある           エレキ猫  

耐震の 強度増すのは 妻ばかり                実里  

待つことが 愛だと知った 地球博               しゅう  

サラ川は 世相と本音の 早見表                風刺委員会  

刺客だと 言われ遠くへ 飛ばされた              閑人  

年金は いらない人が 制度決め                元平社員  

連れてって 今じゃ ひとりで 行って来て！          昔はよかった  



健康に なればなるほど 薬増え                サプリ  

脛かじる 息子の小遣い 俺の倍                窓際オヤジ  

ケイタイを 持つ気にさせた 孫の声              よっちゃん  

娘まで 何を聞いても 「個人情報」              男系家族  

飲みすぎて 駅のホームが マイホーム             どこでもドア  

妻の口 マナーモードに 切りかえたい             ポチのパパ  

0 歳児 服の値段は 俺の倍                             新米パパ  

ただいまに 昔笑顔で 今寝顔                 芝竜  

痩せるツボ 脂肪が邪魔し 探せない              雪乃このひとりごと  

気にかかる メールがはやい あのおやじ            ハバッチョマン  

我が家では みんなが妻の チルドレン             サプライズ  

愛してる あなたがもらう 年金を               昔恋女房  

かけ込んで 視線が痛い 専用車                あわて男  

セキュリティ 一番手薄な 妻の口               無給警備員  

ブログって インターネットの 付録なの            パソコン音痴  

同窓会 終わってほっと 太り出す               還暦乙女  

金色の 皿はまずいと 子に教え                回転子  

散髪代 俺は千円 犬 一万                   下流の夫  

離婚劇 昔成田で 今熟年（シニア）              十茶  

鬼嫁も 居るだけいいよと 励まされ              物は考えよう  

我が社では 部長のギャグが クールビズ            ジョージ・坂本  

昔バー 今は病院 ハシゴする                 健康不良児  

昼食は 妻がセレブで 俺セルフ                一夢庵  

見切りつけ 辞めた会社が 成長し               先見の明暗  

人生の 第二職場は 妻の部下                 世の常人の常  

大画面 見やすい距離は 台所                 施米今男  

パックする おしゃべりしない 妻が好き            紙風船  

飲みません 個人情報 喋るから                瓶首  

旅先の 妻から電話 「ゴミ出したあ」             のらくろ  

喫煙所 名前は知らぬが 顔見知り               煙たいぞう  

二歳だろ トロ ウニ 選ぶな 卵食え             読み人知られたがらず  

忘年会 サイフの代わりに 呼ぶ上司              ＯＬ一同  

初孫に 大人六人 総がかり                  両家初孫  

違うけど 社長が言うから そうですね             イエスマン  

パパになり 思わず部下に 『いいでちゅよー』         愛娘命課長  

マンションの モデルルームで はねてみる           耐震強度  

コンビニを おでんのダシで 言い当てる            ソムリエ  

少子化を 食い止めたいが 相手なし              壽退社希望  

ケンカした 弁当開けた カラだった              哀妻弁当  

ババシャツも 名誉回復 ウォームビズ             草石  

妻の顔 昔モナリザ 今ムンク                 夫のさけび  

道たずね 防犯ブザーを 鳴らされる              土佐ッ子  



妻の感 ＧＰＳより 精度良（よ）し              疲労骨折  

なぜやせぬ 口ほど動くと すぐやせる             万歩計を愛する女  

定期券 得した気がする 休日出勤               地球  

我が職場 垣根はないが 溝がある               九官鳥  

檄とばし 部下のヤル気も 消しとばし             平社員  

「何食べたい？」 俺の言ったの 作れるか          愛（アイ）ちゃんのじい

じ  

破れてる ジーパン繕い 怒られた               優しいばあちゃん  

幼稚園 弁当ある日は 俺もある                 風天 

        以下 2007 年第 20 回分 

イナバウアー 一発芸で 腰痛め                        小太(こぶと)りおじさん  

覚えたぞ 既に機能は 次世代へ                         ＩＴしらず  

無茶言うな！ サンタはそんなに 金がない               レオパパ  

奇跡とは メイクの後の 妻の顔             たまげた亭主  

「時間よ」と 二度寝する妻 起きる俺          塚丸  

大相撲 地球儀回し 国探す               相撲ファン  

飲もうかと 言えば部下すぐ 車です           小玉虫  

スッピンで 我が子を抱けば 泣きやまず                 ヘチマ  

新妻は 炊事と掃除 未履修で                           蓮見 ひろし  

登校を しぶる息子は 現役教師                         スクールカウンセラー  

脳年齢 それより気になる 肌年齢                       家族団欒  

定年で あわてて地区に 顔を売り                         日向ぼっこ  

俺だって 診断結果は チョイ悪だ                       脂肪官  

窓際で 部下に聞かせる 武勇伝                         耳だこ  

代行車 飲み代よりも 高くつき                          働く男  

同窓会 行ってみれば 老人会                           自分だけ若いと思う  

大(おお)いびき リモコン切ったら 「見てたのに!!」       お手上げパパ  

長電話 何回言うのか 「それじゃまた」                  健吾  

気を配り マナーモードで いびきかく                    世相仮面  

飲み屋では 常に情報 漏えい中                          酔い太郎  

頭見て 敬語使うな 年下だ                              あれれ？  

忘れぬよう メモした紙を また捜す           敢山  

ポイントを 貯めたいばかりに 無駄使い          ポイントサン  

帰りたい 我が家ではなく あの頃に            ノスタル夫  

かけすてを 覚悟(かくご)で払う 教育費           お受験ママ  

優先席 座ってていいのか 迷う年              定年間近  

「いつ買った」？ 前からあったと シラを切る       耐える夫  

女子アナの お肌にきびしい ハイビジョン          大顔面  

大掃除 そこは俺やる 訳がある               へそくり命  

「ご飯ある？」「ツクレバアルケド」「ならいいです…」    腹減った  

                以下 2008 年第 21 回分 

  へそくりを 内部告発 する息子             バレたママ  



 部下思い 思うだけでも けむたがれ            オホホ 

 鈍感力 持ってることさえ 気が付かず                  にぶい会社員  

 「好きです」と アドレス間違え 母さんに        蒼空  

 夫婦仲 鈍感力が ものをいう              偽装妻  

 キャンプする 息子「海」「山」 親「ビリー」       無視キング 

 衣食住 すべてそろった 偽装品              オールマイティー 

 貼り替えは 昔障子で 今、日付け                       大掃除ママさん  

 シニア割 顔で通され 泣き笑い                         若作りオバア  

 エコバック 集まりすぎて ムダバック                   宝のもちぐされ 

 新鮮と 買って十日も 冷蔵庫                         読み人知らず 

 定年の 延長決まり 妻元気                        うつ蝉  

 エコと言い 課長のお茶だけ やや薄め                   小さな戦士 

 エコな人 昔でいえば セコい人                         セコビッチ 

 レントゲン 今年の思い出 これ一枚                     おかかえカメラマン 

 クビになり 「独立した！」と 言いふらす               職安通い     ] 

なぜ怒る 早く帰って 来ただけで                        有迷人       

 父の日に 香水ではなく ファブリーズ                    ひらめ  

 「まだ平気」 表示頼らぬ 母の鼻                        戌年生まれ 

 灯油高 家族団欒 ひと部屋で                            脂肪無 

 俺社食 息子給食 妻美食                                定食パパ 

 喫煙所 皆が何故か 情報通                             煙ファシリテーター 

 休む理由 偽装と知りつつ お大事に                      やさしい上司 

 会議中 時の流れに 身をまかせ                          テレスケテン 

 これがエコ 孫とそいねで ポッカポカ                    人生これから 

 官僚が 言えなくなった 趣味ゴルフ                      猿者 

 忘れても 忘れた事に 気付かない             もの忘れパパ  

 環境に やさしくなれる 原油高                 クロパトキン  

 減っていく… ボーナス・年金 髪・愛情          ピュアレディ 

 オレ流を 貫き通し ヒラ定年                     -ふくさん- 

  ニヤケるな！ ハニカんだのが 怒鳴られた         不器用王子 

 年金は 賭けるつもりで 掛けている           次世代層 

 株下落 資産無いのに 大騒ぎ                 日宗  

 買っただけ いつも忘れる エコバッグ                泡展望 

 円満は 見ざる言わざる 逆らわず             ソクラテス     

  無料でも 家族間での 通話なし                    栗ポン 

 無関心 装う姑の 地獄耳                    読み人知らず 

 日替の 謝罪会見 今日はどこ？              プルルン裕美 

 メタボまで ２センチあるわと 食べる妻          幸山     

 「いつ買った？」 返事はいつも 「安かった」          騙されない夫  

             以下 2009 年第 22 回分 

コスト下げ やる気も一緒に 下げられる         敏腕経営者  

  叱っても 「ママがいいって 言ってたよ」        ヒヤヒヤ父さん  



  子供らに また教えてる 総理の名            ゆきこ  

  辞表出し 「あずかっとくよ」は ドラマだけ       北の揺人  

  ヒラで終え 町内会で 役員に              しゅう  

  もったいない しまったままが 勿体ない         りおぱんだ  

  仕事減り 休日増（ ふ）えて 居場所なし        居候  

  里帰り おふくろの味 五つ星              天童ラフランス  

  能あるが 隠しっぱなしで もう定年           内弁慶の妻  

  マンガ好き 末は首相と 息子云う            ―凡人パパ―  

就職先 自宅警備と 言う息子              親の心子知らず  

  就活で 苦労の次は 婚活か               アラフォー  

  出がらしを エコだと部下に 差し出され         周 知信  

  ガソリンが 決める我が家の 旅行先           みかけ だおし  

  天職を 求めて転職 フリーター              夢追人  

  昼食は 低カロリーより 低コスト             金欠おやじ  

  切れる奴 昔は賢人 今危険                美瑠句堂  

  おかえりと 言わぬ寝息に ほっとする          真夜中のシンデレ

ラ  

  見渡せば いるいる名ばかり 管理職            休憩時間  

  胸（むね）よりも 前（まえ）に出（で）るなと 腹（はら）に言（ い）う  

えんどうまめ  

  しゅうち心 なくした妻は ポーニョポニョ          オー マイ ガット  

  趣味読書 昔新刊 今図書館                オタッキー  

  出来る人 出来ない俺が いるお陰             上司育成担当  

  待ちわびて 来れば寂しい 給料日              そらちゃんパパ  

  送別会 主役が去りて 盛りあがる             一生課長  

  節約と エコと貧乏 気持ち次第              前向きなパパ  

 久しぶり ハローワークで 同窓会             転起  

  まな娘 くどき文句は パパが好き             年金波止場  

  職安で 知った顔見た あ、上司              前向き太朗  

 バラ撒きを 批判しつつも 待ちわびる           複雑な庶民心  

 うぶ毛でも オレは育てる 妻は抜く                李（リ）才来（サイクル）          

 以下 2010 年第 23 回分 

友人の 結婚式は 婚活場                デフジャム 

インフルで 会社を休むも 支障無し          名ばかり管理職 

草食系？ いいえ我が家は 粗食系             頑張れパパ 

定年後 肩書き外れ 人離れ                天童ラフランス 

「先を読め！」 言った先輩 リストラに          山悦 

70歳 オラの村では 青年部                長老Ａ 

咳すれば 視線を感じる バスの中             インフル遠座 

愛煙家 税金取られ 場所取られ             川柳駄作 

気をつけろ ブレる上司と キレる部下          中間管理職 

節約と 人には言わず エコと言う             環境問題 



年賀状 生きてる証に 投函し             楽しい同窓会 

ママドラマ パパ現実に 泪ぐむ             蚊注射 

仕事減り ごみ出し買い物 家事おやじ          働き者 

老夫婦 会話はずむが… かみ合わず          読み人知らず 

不景気で 就活あきらめ 婚活へ             新卒女性 

さあ定年 妻がさし出す 求人誌             丁年(テイネン) 

更衣室 社内情報 漏えい中                ポンタ 

手抜きして マスクの下は ノーメイク          別人２８号 

やすらぎが ほしくて結婚 しない僕          役立たず 

「離さない！」 １０年経つと 話さない          倦怠夫婦 

おかえりと 笑顔で言われ 身構える          窮鼠  

以下 2011 年第 24 回分   

コンビニで 整いました 母の味               どや顔ママ 

命かけ 税金払う 喫煙人                  独楽 

最近は ケータイ無いと 字が書けず             生徒会長 

指舐めて ページをめくる アイパッド            化石パパ 

初孫の 笑顔にまたも 拝観料                聖聖（せいせい） 

何になる？ 子供の答えは 正社員              氷河期 

おれだって 束ねてみたい 髪と部下             老婆の休日 

子育てが やっと終わって 次は親              孝行息子 

ときめきは 四十路（よそじ）過ぎると 不整脈        ミセス ハツコ 

天職を 求めて転職 今無職                 虹色詩人 

物忘れ 増えて良くなる 夫婦仲               シルバーパス 

久しぶり～ 名が出ないまま じゃあまたね～         シーゲ  

B級も A級知らねば 極上品                 永久グルメ 

また買って しまって忘れて また買って           黄味子 

「好きにして」 昔肯定 今否定               千年愛 

言葉より 別れの予感 絵文字なし              幸子 

誉め言葉 初めて聞いた 送別会               蘭々 

使う人 腹が出てても スマートフォン            中間被管理職 

デトックス 言う妻体型 デラックス            ネクタイよれよれ 

クラス会 あのマドンナが デラックス            さごじょう 

役員の ブログで知った 社のピンチ            しーぱっぱ 

           以下 2012 年第 25 回分 

「宝くじ 当たれば辞める」 が合言葉                    事務員 A 

女子会と 聴いて覗けば ６０代                      ビート留守 

立ち上がり 目的忘れ また座る               健忘術数 

定年後 田舎に帰れば 青年部          フミヤ フレンドリークラブ 

最近は 忘れるよりも 覚えない               てくてく 

携帯に やっと慣れたら 皆スマホ                 まめまろ 

父に聞き その後必ず 母に聞く               癖になりそう 

散歩して わかったポチの 顔広い              後輩 

『総選挙』 もちろん行ったよ！ 武道館          サラリーマンＯＮＥ 

酒やめた 健康診断 終るまで                マスオさん 



イケメンも 飼い慣らされて 今イクメン           多面族 

忙しい それでも集まる 喫煙所               魚群探知機 

省エネと 言って動かぬ 我が女房              チビおやじ 

再生紙 ２度のお勤め 羨ましい               一社員 

メルマガに 祝ってもらう 誕生日              メタボックリ 

よろしくね 言ってた上司が 忘れてる・・          とっつぁん 

 組織力 なでしこ並の 妻娘                目指すは家庭一！ 

テレビ局 子役頼みの 視聴率                猿だんご 

以下 2013 年第 26 回分 

党名を 覚える前に 投票日                         事務員 A 

風呂にいた ムカデ叩けば ツケマツゲ               おやじパニュパニュ 

年賀フォン 明けおめ ことよろ これもエコ?      出羽でわ紅葉もみじ 

家のこと 嫁のブログを 見てわかり分かり      リラックス リラックス 

何かをね 忘れたことは 覚えてる              万華鏡 

部下にオイ 孫にホイホイ 妻にハイ               ほうせんか 

受験生 神もお手上げ 絵馬の誤字              読み人知らず 

電話口 「何様ですか?」と 聞く新人             吟華 

同窓会 顔より先に 頭見る                 今年 年男 

気遣いは 昔上司に 今部下に                ×課長 

にわか医師 問診し合う 同窓会               斉ちゃん 

乗る妻も 体重計も 悲鳴上げ                マモちゃん 

飲み仲間 ハローワークで 打ち合わせ            やんちゃくれ 

孫が来て 急に良くなる 夫婦仲               猿だんご 

生命線 見せたら妻が 不機嫌に               疑問符 

合理化の 資料作りで また徹夜               ちゃんなか 

以下 2014 年第 27 回分 

 うちの嫁 後ろ姿は フナッシー 段三っつ 

 何歳に 見えるか競う クラス会 しゅう 

 もの忘れ べんりな言葉 ｢あれ｣と｢それ｣ 政権はママのも

の 

 緑化です ほったらかしの 庭を指し 花臓 

 体重計 買った妻だけ 計らない プニ男 

 入学金 息子頼むぞ 倍返し ダメオヤジ 

 妊婦かな 席を譲って 叱られた 学生太郎 

 同窓会 食後のくすりに 花が咲く 竹の子 

 通勤中 上司を見つけて ムーンウォーク フォーー星人 

 今でしょう？ いやいや、準備が いるでしょう      思いつきでしょ？ 

 きれいだと ほめてもらった 胃の写真 微女 

 頼んだよ 頼んだ事も 忘れてた かつを 

 失敗は 成功じゃなく クビのもと 企業戦士Ｖ 

 年の瀬に 使い始める 流行語 ねむりねこ 

 フリーです 結婚予定も ウェストも ずっしり裕美子 

 ＬＩＮＥやる 母の眉間に ＬＩＮＥ増え 無病息災 



 老後にと 貯金使わぬ 父７０ はてはて 

以下 2015 年第 28 回分 

スッピンは ダメヨダメダメ ママじゃない           ぬりかべ 

ゆるキャラに ママならなれる そのまんま           ビート留守 

ナチュラルな メイクに見せる 厚化粧             ひらめ 

方法は 山ほど知ってる ダイエット              博識代 

年老いて モトがとれない 飲み放題 ひとり爺ッち。 

休みます ＬＩＮＥの文字は 元気そう すっとぼけ 

「ついて来い！」 昔ニッコリ♡ 今「なんで？」 夢想人 

ありのまま 結婚してから 見せるのよ 板橋牛 

「あなた来てー」 唯一の出番 虫退治 レリゴーッ 

レジェンドと 呼ばれる事なく 定年に 祝 還暦 

ありのまま 食欲のままに 雪だるま 妖怪はいます 

ありのまま メイク落とせば どこのママ 業界の三男坊 

子は飲み会 妻はお茶会 オレ自治会         李 月夜(イ ウォルヤ) 

知恵を出せ 出したら上司の 案となり         パクリ 

正月は 箱根と決める 入浴剤 よっちゃん 

ダイエット あれから三年 5キロ増え 無遅刻・無出社 

世界遺産 なって初めて 知る歴史 睡眠学習派 

運動会 娘はいつも カメラ越し こよむ 

音沙汰の ない子既読に 安心し コダクさん 

ウシの日は 牛丼なのと 子に教え 八十日目 

以下 2016 年第 29 回分 

みつをから 修造になる 父語録 すぱ石 

部下の言う 「課長やばい」は 褒め言葉 無精上司 

どうなった? 「確認します」は やってません 受け流し丸 

ただでさえ 無礼な部下の 無礼講 なるほどマン 

安月給 伸びしろあると 褒められる 楚歌 

自撮りした 写真見るのも 自分だけ 一人暮らし 

お風呂場で 全裸ポーズを 試す父 カクト 

肌年齢 母とまさかの 同い年 事務員 

じいちゃんが 建てても孫は ばあちゃんち 川亭 

子が巣立ち 妻と二人の シェアハウス ワイさん 

ジム通い 結果が出ずに 腹が出る 芝竜 

親からの お土産いつも 縁結び 愛猫家 

効率化 兼務が増える 組織表 自衛隊あるある 

割勘か 投資か悩む 初デート あべっち 

オークション 勝手に売られた コレクション 自宅貴族 

駅でなく 線路に近い マイホーム はるおキティ 

元気出る 魔法の言葉 「孫来るよ」 くれないしんちゃん 

ふたり鍋 カニでもないのに 会話無し 五十肩 

老眼だ スマホ見るのに 自撮り棒 吟華 



娘来て 「誰もいないの?」 オレいるよ チャッピー 

肩書きは 宴会部長 三十年 越後のよえもん 

電車内 両手に吊り革 仮想五輪 れぶん丸 

子の朝練 妻を起こしに 俺起きる 里山ゲンゴロウ 

娘との ままごとで知る ママのグチ たぶちゃん 

銀行と ロケットをみて 憂さ晴らす トミー 

キャラ弁が 恥ずかしすぎて 外で食う ゆかさく 

2016.4.1   渡辺邦夫 選 

 


