
番号 川柳 ペンネーム 性別 職業 年齢

1 いつの間に 祖母がひ孫と 「ありのまま～」 ハル 女性 パート 46

2 同窓会 老老介護 盛り上がる ７８男 男性 無職 78

3 お姫様 だっこに母の 笑う顔 ワイさん 男性 会社員 60

4 育メンを 終えて生き生き 介護メン オードリー 女性 28

5 おならには おならで返す ヘルパーさん 全力中年 男性 自営業 55

6 寝たきりの 母に布団を 直される まさと 男性 会社員 48

7 壊れてく 義母見つめつつ 腕擦る やっこ 女性 パート主婦 56

8 幼き日 抱かれたように 母を抱き 江戸川散歩 男性 自営業 63

9 かいごして 知らない親に 出会う日々 男性 無職 78

10 あんた誰？ 聞かれ吉永 小百合です ふわりねこ 女性 主婦 57

11 天使かな 母の笑顔と ナースの手 みどり 女性 主婦 72

12 心まで 体拭きつつ 磨いてる にじいろ。 男性 自由業 39

13 義母（はは）の熱 今じゃおでこで 計る仲 女性 自営業 47

14 ありがとう 言わぬ親父は 「Vサイン」 ギベオン 女性 主婦 51

15 介護の手 休めずそっと つまみぐい おさぼう 男性 会社員 51

16 叱る時 心の中は 泣いている 男性 専業主夫 54

17 孫の手も 猫も借りたし 介護中 まるちゃん 男性 用務員 62

18 筋トレの お陰で介護 余裕だね 絵里 女性 会社員 35

19 変化する 母に戸惑い 堪えた日 女性 79

20 進化した 我が家の母は 宇宙人 女性 主婦 70

21 デイケアー 母はスターで 主役です かっちゃん 男性 75

22 イケメンの 介護士が付き ババ元気 ペンだこ 男性 自由業 81

23 いいんだよ 昔の話 何度でも ほほえみ 女性 主婦 80

24 人間は 桃だったんだと 知る介護 女性 ピアノ講師 42

25 また一つ できたが増えた 母と孫 逆ペリカン 男性 会社員 32

26 あやとりを ひ孫に仕込む 元気ババ みーばー 女性 自営業 76

27 「母さん」と 私を呼ぶ母 少女の目 おみつ 女性 主婦 55

28 哀しくて うれしい母を ひとり占め 女性 主婦 73

29 父さんの ジョークの冴えが 戻りかけ かきくけ子 男性 自営業 63

30 幼子に 戻った母の 母になる 女性 無職 60



番号 川柳 ペンネーム 性別 職業 年齢

31 目の高さ 合わせて介護の 第一歩 男性 無職 72

32 父と母 ラブラブ介護 「あーんして」 夢追士 男性 フリーランス 64

33 吸った乳 愛おしむよに 母と風呂 なな 女性 主婦 70

34 孝行を せむまま介護 母に詫び 最後の趣味 男性 無職 67

35 紙おむつ 母と孫との 両使い カツジィー 男性 無職 72

36 演歌ジャズ ロックもいける 介護ロボ みなさん 女性 無職 65

37 児の時に してくれたこと 返すだけ 男性 自営業 53

38 添えた手を ぎゅっと掴んだ 父の意志 かすみ草 女性 主婦 52

39 子は腰を 孫は心を マッサージ ジュンコ☆デラックス 女性 主婦 66

40 入所して ツバメ今年は さびしかろ ふくよか 女性 主婦 67

41 リハビリの 歩幅も伸びる バラの花 ろく 男性 無職 75

42 敬老と 福祉で国は 要介護 男性 大学教授 70

43 この顔を 拝む仕草の 愛らしさ 男性 無職 71

44 家族リレー 介護のバトン 落とすなよ はるやす 女性 会社員 56

45 九十の 母に乗せたい リニアカー 泉州のみずなす 男性 無職 65

46 腹立てば 抱きしめてただ 抱きしめる ちま子 女性 会社員 53

47 俺よりも 太るな抱っこ できぬから まさにい 男性 会社員 55

48 「だんなさ～ん」 呼ばれ介護士 飛んで行く くまじい 男性 無職 76

49 介護する まずカーテンを 開け放つ 女性 教員 52

50 初一歩 孫とじいちゃん 競い合う モモ子 女性 主婦 51

51 つらいけど 二人の時間 増えました ＡＴの先生 男性 塾経営 45

52 マイカーと はしゃいで見せる 車椅子 ヨリコのおまけ 男性 会社員 54

53 末っ子は 無職独身 親介護 風まかせ 男性 無職 58

54 百だけど 仲間は八十 若返る 女性 無職 98

55 我慢せず フーセンガムを パンっと割る たけし 男性 無職 74

56 ほんの少し 母に戻る日 日本晴れ 瀬戸日和 女性 主婦 60

57 足の爪 父似だったと 知る介護 Ｐ子 女性 主婦 57

58 取り合う手 昔はタンゴ 今カイゴ 老虫 男性 自営業 66

59 イケメンの 介護士視線に ババ上気 快互ケア 女性 会社員 23

60 寝言の名 隠し子？愛人？ 誰なのよ ケアノミクス 女性 主婦 56


