いろは川柳

１

ダイエット編

池 田 白 楽

い： いろいろと試してみたが元のまま
ろ： 労働はイヤですお腹︵
ナカ︶
減り過ぎて
は： 腹八分 わかっ
ているが止められない
に： 肉類はダメですお魚食べなさい
ほ： ポンポコポン鏡眺めて腹たたき
へ： へっ
こんだ腹をさすっ
て満足し
と： 止まらないカッパエビセン止︵
ヤ︶
められない
ち： チビナスとキャベツで朝食ダイエット

り： リバウンドなければもっ
と痩せていた

ぬ： ぬるま湯のシャワーで散歩の汗流し

る： 留守番は冷えたビールだ冷蔵庫

を： 終わりなし死ぬまで続くダイエット

わ： 分かるのと実行するのは違います

か： 勘定は食うを減らせば食費減る

よ： ヨーロッパ巨大なお尻に驚いた

た： 楽しみは痩せて異性にもてること

れ： 列島に肥満あふれる平和かな

そ： そうでした食べた後では遅かっ
た

つ： 常日頃反省ばかりのダイエット

ね： 猫見ればゆっ
くり食べて食べ残す

な： 泣き事は一杯あるけど言いません

ら： 楽々と痩せられますとテレビ言い

む： 昔はね わたし綺麗で若かっ
た
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け： 計算は毎週１キロ痩せること

ま： また言っ
た耳にタコだよ﹁
酒飲むな﹂

や： 痩せればね皺︵
シワ︶
が増えると聞きました

く： 食うて寝て太らぬ方法教えてね

お： 驚いた わたしの娘と間違われ

の： 望むこと十歳︵
トオ︶
だけ若く見られたい

ゐ： 井戸の中冷たく冷えた西瓜︵
スイカ︶
食べ

う： うらめしや膨れた腹に二段あご

す： すみません今度も失敗ダイエット

せ： 青年よ大志を持てと酔っ
払い

も： もう一杯 望んだ酒は腹一杯

ひ： 美食通︵
ツウ︶
糖尿病で損ばかり

ゑ： 恵比須顔 肝臓機能はみな正常

し： 死ぬことは覚悟の上だと酒を飲み

み： みるみると痩せてく人は癌でした

め： 面倒だヤケクソなればリバウンド

ゆ： 夢の中わたし美人でお金もち

い： 医療費で税金大半消えていく

２

ふ： 膨︵
フク︶
らまし凹︵
ヘ
コ︶
まして見る腹まわり
こ： 今度こそ何度も苦しむリバウンド
え： 延長戦ポテトチップス追加する

あ： ああ言えばこうと答える古女房

ろ： 老人はお国のために死になさい

少子高齢化編

さ： さいさきは いいぞ体重減っ
てきた

は： 母は百息子は八十孫五十

て： 天才はビート︵
甜菜︶
たけしのシャレらしい

き： 今日は飲み明日︵
アシタ︶
は飲まぬと亭主言い
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そ： 村民の半分以上が高齢者

れ： 連想を利用してみる記憶力

た： 立ちなさい歩きなさいとリハ
ビリ中

よ： 喜びは親を送っ
た一周忌

か： 可哀想おもう心で介護する

わ： わが親はボケる前には偉かっ
た

お： 親孝行する気ないのに親がいる

る： 留守番を頼める親ならいいですが

ぬ： 抜くような伝家の宝刀ありません

り： 理屈より親の介護は情︵
ナサ︶
けです

ち： 小さくて読めない字には拡大鏡

と： 突然死ピンピンコロリが人気あり

へ： 平気なは無能な政治家ばかりなり

ほ： ほっ
とこう仏の顔も三度です

に： にこにこと笑っ
ているのは認知症

こ： 子に不孝かけたくないと金を貯め

ふ： 不幸とは天涯孤独金︵
カネ︶
もない

け： 景色見て俳句吟ずる車椅子

ま： また倒れまたまた入院まだ死なぬ

や： やかましい昼は居眠り夜騒ぐ

く： 車椅子メーカー笑いが止まらない

お： オットット足をしっ
かり上げなさい

の： 残り物うちの爺さんみな食べる

ゐ： 井の中の蛙︵
カワズ︶
がイヤで旅行する

う： 美しい思う間はボケません

む： 昔はね親は五十で死んでいた

ら： ランドセル贈っ
た孫も定年に

な： 泣く声はそうです介護の妻でした

ね： 寝て暮らすその夢なっ
たら脳卒中

つ： 痛風を病んで金持ち言われたい
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え： 駅弁の蓋のご飯を食べ始め

ひ： 病気はね天国へ行く切符です

ゑ： 恵比寿︵
エビス︶
さん気になりませんか肥満症

し： 皺︵
シワ︶
が増えおめ目しょぼしょぼ腰曲がる

み： 見るテレビお笑い芸人なぜもてる

め： めでたいと祝っ
てくれるは市長のみ

ゆ： 夢の夢百になっ
てもまだ元気

き： 気を使いお金も使っ
て介護され

さ： 先ほどに別れた名前が出てこない

あ： 諦︵
アキラ︶
める上手になれば怖くない

ぬ： 縫うようにラフからラフへと右左

り： 遼とならゴルフウェ
アも真似ができ

ち： 珍プレーお土産にして帰途につき

と： 止まっ
てるボールどうして何故打てぬ

へ： 平然とポーカーフェ
ースも芸のうち

ほ： 保険料ホールインワン損ばかり

に： にんまりと心で思えどすまし顔

は： 春の来ぬ冬はないのだラフの冬

ろ： 論理では絶対負けぬが打てばチョロ

い： いろいろとクラブ変えても下手は下手

３

も： もっ
と出せカネ 金 出せツノ︵
角︶
出せメダマ︵
目玉︶
出せ

る： 留守番で妻は哀れな未亡人

ゴルフ編

せ： 責任は医学進んでみな死なぬ

お： お金だし時間使っ
て悔いはなし

て： テレビ見る朝から晩まで飽きぬこと

す： すみません どういたしましょう高齢化

)
(

わ： わが振りをデジカメで見て絶望し
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く： くやしがる割には上手にあきらめる

お： オービーのボール捜して五個見つけ

の： のんびりと楽しむゴルフいつの日か

ゐ： 井の中の蛙︵
カワズ︶
驚くジ・
オープン

う： 打てば乗れ乗れば寄れだとやかましい

む： 昔はねここまで飛んだドライバー

ら： 楽々と乗せる積りが池直行

な： なにごとも勉強ですよ石川遼

ね： 念力でパットがみんな入ればなあ

つ： つい愚痴を言いたくもなるこのスコア

そ： 卒業はグリーンの上ではないだとさ

れ： 練習は三年先見てやりましょう

た： タイガーもジ・
オープンでは予選落ち

よ： 良いフォームあきらめ自己流通しけり

か： 家庭捨て仕事ほうっ
てのめりこみ

ゑ： 恵比須顔ドラコン取っ
て高笑い

し： 仕事でもゴルフのようにと妻が言い

み： 身にしみる失敗何故かすぐ忘れ

め： 珍しいパター見つけてすぐ実験

ゆ： 夢言えばゴルフ三昧酒を飲む

き： 気に入っ
たクラブ値段が気に入らぬ

さ： 先の先考えて打つ上級者

あ： アドレナリン忘れていたかトム・
ワトソン

て： 定年に元気与えたトム・
ワトソン

え： 偉い奴トリプル打っ
ても耐えている

こ： この野郎クラブに当たるミスショット

ふ： ブービーで今日の所は満足し

け： 計算は紙とグリーンで違いすぎ

ま： 負け惜しみ言う気はないがツキがない

や： 安物のパターが何故かよく入り
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せ： 責任はクラブのせいだと言いのがれ

も： もう止めた思っ
た時にノンズロー

ひ： ひどいけど忍耐するも人生さ

り： 理想とはピッチャー４番キャプテンだ

ち： チビだっ
てセンター守れば一流だ

と： 投打とも選手好調中京高

へ： 平然と連投耐える投手陣

わ： 忘れない忘れられない決勝戦

を： 終わりごろ応援団の女子が泣き

る： るんるんと球場一周優勝旗

ぬ： ぬぐう汗熱戦続く甲子園

す： すむ頃にドライバーが良く飛び始め

４

甲子園編
︵
中京大中京対日大文理の決勝戦

よ： よく捕っ
たセンター越えの大フライ︵
中京・
岩月選手︶

か： 可哀相勝たせてやりたい両チーム

い： 色々な話題あふれた決勝戦

た： たそがれは高校野球に無縁なり

２００９年８月１４日︶

ろ： 論よりも証拠野球はおもしろい

れ： 連勝を続けてのぞむ決勝戦

に： 憎いほど表情変えぬ伊藤かな︵
文理・
投手︶

ね： 念仏で祈る神様仏様

つ： 痛快だ９回表に５点取る

そ： 想像を絶する追い上げ日大文理

ほ： ホームランバットが冴えた堂林︵
中京・
投手︶

︵
９回表に５点取っ
た︶

は： 反撃が始まる９回ツーアウト
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む： 胸張っ
て故郷へ帰れよ新潟へ

ら： 楽勝をさせてくれない決勝戦

な： 涙など無縁の新潟文理高

ゆ： 優勝は

き： 気持ちよし青春万歳甲子園

さ： 幸先はいいぞツーラン堂林︵
中京・
投手︶

あ： あきらめない６点差でもあきらめない

年ぶりの中京高

う： 嘘でしょうそれがあるのが甲子園

の： のうのうと勝たせてくれない甲子園

ゐ： 井戸端の会議はもっ
ぱら野球のみ

し：

み： 見事なり優勝７回新記録

め： 珍しや優勝投手が泣いている

対９ハ
ラハ
ラドキドキ決勝戦

お： 惜しかっ
た３塁ライナー惜しかっ
た

43

ふ： ふがいない自分を責める堂林︵
中京・
投手︶

け： 決勝は 塁ライナーで終わりけり

ま： 真っ
黒な甲子園の土おみやげに

や： 山はればチェ
ンジアップは空振りに

く： くやしがり涙流した堂林︵
中京・
投手︶

す： 筋書きのないドラマ満つ甲子園

せ： 宣誓は伊万里農林吉永君

も： もう１点あと１点で涙のみ

ひ： 贔屓︵
ヒイキ︶
するチーム日替わり甲子園

ゑ： 恵比須顔愛知県勢日本一

3

こ： この試合歴史に残る名試合
え： 炎天下若いナインは頼もしい
て： 天候は雨で２日も順延に
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10

