
高大なにわの宮会  10月川柳 

お題； 酒                 

お題； 虫              

 総評；沢山の佳句ありがとうございました。 

    楽しませて頂きました。 

 （酒） さすが皆さんにとって身近な酒。色々な酒を美味しく味合せて頂きました。 

     今回入選にならなかった句の中にも、少し直しただけでとても佳句になる良い 

     発想の句が沢山ありました。言いたいことは沢山あるでしょうが、そぎ落とし  

     て余韻を残すのもテクニックの一つかも知れません。 

 （虫） 季節柄仕方のないことですがバッタ・コオロギ・秋の虫・ゴキブリ。腹の虫と 

     同想句が多かったようです。句の中にご自分の思いを少し入れるだけで同じ虫 

     でも一際美しい声で鳴き始める事でしょう。 

 

 川柳は普段着の言葉で日常の喜怒哀楽を詠む文芸。 

 これからも親しんで下さい。 

                              （撰者）平井美智子 

 平井美智子先生プロフィール 

      高知市生まれ 

１９９７年時実新子の「生き方新子座」受講。 

 「川柳大学」終刊後は大阪市生涯教育インストラクタとして 

川柳講座講師を務める。 

著書に川柳集「窓」（２００４年）、平井美智子句集「まみだがとまるまで」 

＊新刊が出ました。   「時実新子の川柳と慟哭」平井美智子編 

 

 

今回の投稿者数：36名 

  酒       ：87句        特選：1句           虫：84 句       特選：1 句 

                     準特選：2 句                      準特選：２句 

                      佳作：10 句                       佳作：１０句 

                      入選：15 句                       入選：１５句 

                     未入選：５９句                     未入選：５６句 

締め切りまで短い時間でしたが、沢山の応募ありがとうございました。 

 

お題：酒 



特選 

昼酒のうしろめたさも始めだけ    （油彩専攻科・嶋村真利子） 

＊昼酒のおいしさと後ろめたさを詠めるということは相当の達人（？）であろう。お酒が好きな選者とし

て共感の一句である。 

準特選１ 

酔ったふり来世も一緒かと問われ   （現代社会を考える科・木村彰子） 

＊普段言えないことも酒の力を借りれば何とかなる。勿論、たとえ断られたとしても（酔い）で誤魔化せ

ばダメージも少なくてすむ。 

準特選２ 

しんみりと酒でいたわる通夜の席   （現代社会を考える科・西田征弘） 

＊黙ってさし出す銚子。黙って受ける猪口。どんな慰めの言葉よりも雄弁に語ってくれる一杯の酒がある 

佳作 

① もう一杯いかがですかと猫ざらし （水彩画応用科・水田恵津子） 

② 立ち飲み屋みんな斜めに列作る  （現代社会を考える科・西田柾弘） 

③ 来ぬ人を酒の肴にクラス会    （基礎から学ぶ美術科・岡田恵子） 

④ 盃に映した月を一気飲み     （歴史学古代科・中野亘子） 

⑤ 骨酒に岩魚の香り懐かしく    （文章表現を楽しむ科・池上澄雄） 

⑥ 毒だよと知りつつも飲む今日の酒 （総合文化を身につける科・沖野幸夫） 

⑦ 百薬が過ぎたばかりに医者通い  （ＩＴパソコン初級科火曜コース・服部健） 

⑧ 晩酌の味はワイフの顔次第    （ＩＴパソコン初級科火曜コース・服部健） 

⑨ 民宿の囲炉裏を囲み濁り酒    （文章表現を楽しむ科・池上澄雄） 

⑩ 川柳のお題につられ酒を飲み   （笑いの創造科・高橋佐知子） 

入選 

① 呑めぬ酒ワリカンにされ辛い下戸 （英会話交流を楽しむ科・高木都子） 

② ビールかけうちのマータイ眉ひそめ（現代社会を考える科・木村彰子） 

③ 株下がりピッチが上がるひとり酒 （宇宙と生命の神秘へ遭遇する科・田北秀夫） 

④ 「甘酒は飲む点滴」とガブ飲みし （歴史学古代科・中野亘子） 

⑤ トレッキング汗のあとには秋の美酒（美の世界と美術散歩科・大竹真弓） 

⑥ 酒飲めぬ夫は今日も運転手    （文章表現を楽しむ科・久保幸代） 

⑦ 酒でこけて手が出ず鼻血出す   （身の回りに関する法律を易しく学ぶ科・玉利直江） 

⑧ 妻は留守鬼の居ぬ間に一人酒   （基礎から学ぶ美術科・岡田恵子） 

⑨ チューハイを二人で分けて赤ら顔 （英会話初級火曜クラス・西垣美智子） 

⑩ 呑み交わし身の程忘れ二日酔い  （現代社会を考える科・中村雅夫） 

⑪ 千鳥足家に帰れば忍び足     （笑いの創造科・高橋佐知子） 

⑫ 敵味方酒がとりもつノーサイド  （総合文化を身につける科・高木孝一） 

⑬ 美人より酒におぼれて５０年   （歴史学近世科・岩本一美） 

⑭ ファ―ストは自分と決めて酒を酌む（大阪の良さを世界に楽しくアピールしよう科・大治重信） 

⑮ 臨終のじいちゃん叫ぶ酒をくれ  （豊かな日本専門史を学ぶ科・野田正也） 

 



お題「酒」    未入選句添削 

〇横町の端から端へ酒が呼ぶ 

 ＊路地裏の端から端へ酒が呼ぶ 

〇梯子酒これもお仕事お供する 

 ＊梯子酒これも仕事とお供する 

〇弱気やな告る勇気に力かり 

 ＊告白に酒の力を借りている 

〇一滴も飲んでいないのに香で真っ赤 

 ＊一滴も飲んでないのに香で真っ赤（中８音に気をつけましょう） 

〇勿体ない優勝チームのビールかけ 

 ＊勿体ない優勝の夜のビールかけ（中８音の時中７音にする工夫も必要ですね） 

〇居酒屋で時を忘れた友が逝く 

＊居酒屋で一緒に飲んだ友が逝く 

〇適量の目盛むづかし今日も飲む 

＊適量の目盛が揺らぐ今日の酒 

〇辛苦越え交すジョッキーミー歓喜 

 ＊辛苦越え交すグラスも嬉しそう 

〇酒飲んで天下泰平あなただけ 

 ＊あなただけ天下泰平なのか、あなただけ愛しているのか・・そのあたりが分かりにくいです 

〇酒ありて喜あり悲もあり愛もある 

 ＊哀楽をいつも包んでくれる酒 

〇酒と人かもす所で味ちがう 

 ＊人情を醸して旨い酒になる 

〇酔ったふり会計の声死んだふり 

 ＊会計の声にとっさに酔ったふり 

〇女よりも酒を愛して独り者 

 ＊きちんと出来ています。（美人より酒におぼれて５０年）という同想句がありましたので・・・。 

〇まだ続く乾杯前の長談義 

 ＊まだ続く乾杯前の祝賀の辞 

〇誕生日年に一度のお酌つき 

 ＊誰の誕生日か、お酌はしてもらったのか、してあげたのかがはっきりすればいいですね。 

〇一口ね！ビールに笑顔のベットの夫 

 ＊臥す夫にビール一口ふくませる 

〇一口の酒に涙す夫愛し 

＊一口の酒うまそうに啜る夫（うまそうに啜る夫を見ているというだけで愛している事 

  はいわなくてもわかります）。 

〇旅先は地酒のうまい土地ばかり 

 ＊これでもいいのですが（地の酒の上手いところを選ぶ旅）という表現も。 

〇無礼講酒がなければ儀礼講 

 ＊酒が出た途端のさばる無礼講 

〇酒ならば何でもいいよ飲めるなら 



 ＊酒ならば何でもいいと夫の口 

〇縄のれん飲みすぎさけます升の酒 

 ＊縄のれん飲みすぎさけて升の酒（中８音はリズムが取れないので気をつけましょう） 

〇酒飲めば認知もどこか飛んで行く 

 ＊酒のせいですと誤魔化す認知症 

〇止まらない息子の酒は母親似 

 ＊これはこれでおもしろいのですが（止まらない息子の酒を憂う母）という表現も 

〇酌をするその手が今は喜寿になり 

 ＊酌をするその手も今は喜寿になり（一字直せば佳句です） 

〇酔いつぶれ最終電車は通り過ぎ 

 ＊酔いつぶれ終電車にも乗り遅れ（中８音です） 

〇飲む酒は昔も今も君しだい 

 ＊君次第下戸にも上戸にもなれる 

〇呑めたなら私の生き方変わるかも 

 ＊呑めたなら生き方だって変わるかも（中８音です） 

〇酒の席いつも割り食う下戸の役 

 ＊酒の席いつも割り勘負けの下戸 

〇読書と猪口一杯は宇宙の果 

 ＊一杯の酒で宇宙の旅をする（読書が上４音です。気持ちはわかりますが読書か酒どちらかに焦点を絞っ

たほうがよいかもです） 

〇高大はメタボも酒も闊歩する 

 ＊酒呑みも闊歩  高大ストリート 

〇晩酌の肴みつけた講座聞く 

 ＊晩酌のあての代わりになる講座（・・・という意味でしょうか？肴と講座の関係がわかりにくいです） 

〇禁酒令にしのぶ昔の武勇伝 

 ＊武勇伝とは（盗み酒）などのことでしょうか。このままでは少しわかりにくいかと 

〇ガッツ食い若い娘の通勤電車 

 ＊通勤の電車で食事する娘（お題を勘違いされたようですね） 

〇天国で一杯やってる二人かな 

 ＊天国で呑み交わしてる父と夫（中８音です。二人「夫と父」はきちんと表記したほうが良いと思います） 

〇待っててや天国で一杯やりまひょか 

 ＊天国で一杯やろうそのうちに（中９音はリズムが取りにくいです） 

〇酒飲むなわかっちゃいるけどやめられん 

 ＊酒飲むなわかっちゃいるがやめられん（中８音です） 

〇この歳で心ときめく赤ワイン 

〇この歳で自分発見笑い酒 

〇この歳で仕事が決まり祝い酒 

 ＊３句は同じ作者ですね。とても良い発見ですしリズムもとれているのですが、この歳といわれても読者

はどんな歳なのかわかりません。この歳、あの時など、あの、その、このなどは成るべく控えて具体的

に表現しましょう。 

〇ダンスのあと仲間同士でビールのむ 

 ＊（ダンスのあと）を（下山して）とか（打ち上げの）などにしても面白いですね 



〇ミーティング世代を超えて酒話はずむ 

 ＊寄り合いの世代を超えて弾む酒 

〇酒席で昔の光今チャック 

 ＊宴席で昔の光今チャック（酒席は４音ですので酒の席または宴席で・・ではいかがでしょうか） 

〇ご接待高級酒はロック飲み 

 ＊高級な酒はロックと見栄を張る 

〇休肝日旗日に負ける我が夫 

 ＊休肝日と旗日の関係がわかりにくいです 

〇酒のせい我が不始末をひた隠し 

 ＊隠したいのは（酒のせい）なのか（不始末）なのかわかりにくいですね 

〇酒のめば金がなくなり北新地 

〇酒に病み夢はミナミを駈けめぐる 

 ＊上記２句頑張って考えられましたね。本歌取りっぽいですが本歌を越えるのはなかなかむつかしいです

ね。 

〇酔い友と酒の席では思いけり 

 ＊酔い友と心許した酒の席 

〇酒蔵はあそこもここもレストラン 

 ＊酒蔵に乱立をするレストラン 

〇供えられ飲む人待ちて酒は酢に 

 ＊仏壇に供えた酒が古酒になる 

〇名月を杯に映して一気のむ 

 ＊きちんとできていますが入選句に（盃に映した月を一気飲み）という句がありました 

〇初サンマ新酒かんつけ元気だす 

 ＊初サンマあてに新酒を２・３杯 

〇酒を断ちたばこもやめて敬老日 

 ＊酒たばこをやめたことが嬉しいのか悔しいのかそのあたりがわかりにくいです 

〇発泡酒家内の菜と味が合い 

 ＊発泡酒妻のおかずと味が合い 

〇名月や談合ばなし酒の席 

 ＊談合の話ヒソヒソ酒の席 

〇ふる里で酒くみかわし媚をうる 

 ＊故郷なのになぜ媚を売らなければいけないのかわかりにくいです 

〇票あつめ酒で酔わせて金もとり 

 ＊票あつめ酒で酔わせて麻痺させて 

〇酒のめど鐘がならない法隆寺 

 ＊少し無理があるかもです 

〇成人になって断酒を誓う彼 

 ＊成人になって断酒と馬鹿むすこ（作者が否定的な表現をしたほうが読者は寛容になれます。 

 

 

 

 



 

 

 

お題：虫 
特選 

カンの虫収まりませんトランプ氏    （水彩応用科・水田恵津子） 

＊ごきぶり、鈴虫、腹の虫と色々な虫に出合いましたが、カンの虫はこれ一句。 

トランプ氏とカンの虫の絶妙な取り合わせに脱帽。 

準特選１ 

喜寿過ぎて煩悩の虫未だ生き      （歴史学近現代科・足立茂登彦） 

＊静かに自身の内面を見つめている佳句。煩悩の虫を抱えているからこそ、元気にすごせるのかも・・

です。 

準特選２ 

兄逝きて虫の音淋し一周忌 

 （身の回りに関する法律を易しく学ぶ科・玉利直江） 

＊仏事も一段落した一周忌頃からじわじわと顔をだす寂しさと諦め。虫の音の鈴やかさが一層の悲しみ

を掻き立てます。     

佳作 

① ベランダの虫籠きゅうり干からびて   （基礎から学ぶ美術科・岡田恵子） 

② 夕暮の孤独を誘う虫時雨        （大阪の良さを世界に楽しくアピールしよう科・大治重信）  

③ まあうれしおんぶバッタのお客様    （おもしろ「子ども科学・手作おもちゃ体験」科・太西千里） 

④ マンションに虫の音無くも嫁の愚痴   （世界の文化に親しむ科・村松秀明） 

⑤ バッタさん朝顔の上ハイポーズ     （おもしろ「子ども科学・手作おもちゃ体験」科・太西千里） 

⑥ キブリに悲鳴あげてた妻いずこ     （ハングル会話を楽しく学ぶ科・岸敦子） 

⑦ 蚊も蝿も冬はいずこへお出かけか    （ＩＴパソコン初級火曜コース・服部健） 

⑧ 秋やのに衰え見せぬわが飛蚊      （ハングル会話を楽しく学ぶ科・岸敦子） 

⑨ 鈴虫がいつも住んでる耳の中      （英会話交流を楽しみ科・高木都子） 

⑩ 主無し実家の庭は虫時雨     （身の回りに関する法律を易しく学ぶ科・玉利直江） 

 

入選 

① 虫のいい思いめぐらせにんまりと    （歴史学近世科・岩本一美） 

② 虫食わぬ顔の釈明議員さん       （現代社会を考える科・大坪茂） 

③ 幼な児の足音高く虫を追い       （初めての中国語を楽しむ科・小坂るみ子） 

④ あぶら虫出会い頭ににらめっこ     （文章表現を楽しむ科・久保幸代） 

⑤ ほっといて蓼食う虫もあるんやで    （油彩画専攻科火曜コース・山中稔子） 

⑥ コスモスに二匹とまった赤トンボ    （文章表現を楽しむ科・興石弘） 

⑦ 愛宕山歴史の中で虫が鳴く       （美の世界と美術散歩科・大武真弓） 



⑧ 赤蜻蛉露天風呂までごあいさつ     （文章表現を楽しむ科・興石弘） 

⑨ おみなえしききょうも咲いて虫の声   （英会話初級火クラス・西垣美智子） 

⑪ 年頃どうせ附くなら黄金虫       （朗読を楽しむ科・丸一威士） 

⑫ ゴキブリだ父逃げ母は迎え撃つ     （豊かな日本専門史を学ぶ科・野口正也） 

⑬ 虫の息まだ許さないフマキラー     （水彩画応用科・水田恵津子） 

⑭ モリカケの中身が見たい虫めがね    （ＩＴパソコン初級火曜コース・服部健） 

⑮ ホバリングして赤とんぼ我を待つ    （歴史学古代科・中野亘子） 

⑯ メスとオスはっきりしてやチャタラ虫  （現代社会を考える科・中村雅夫） 

 

お題「虫」   未入選句添削           

〇ベランダへ焦がれ鳴きした蝉ポトリ 

 ＊ベランダへ焦がれ鳴きした蝉の殻（ポトリでは焦がれ鳴きの情緒にそぐわないような） 

〇ダイエット腹の虫まで我慢させ 

 ＊ダイエット腹の虫にも言い聞かせ（腹の虫の句が沢山ありました） 

〇無視できぬレース状のなすびの葉 

 ＊無視できぬレース模様のなすびの葉（中６音です） 

〇お先にと虫が味見の野菜畑 

 ＊お先にと虫が味見の茄子きゅうり 

〇不倫虫寄ってたかってとばされる 

 ＊不倫の虫寄ってたかってとばされる（上５音は６音になってもよいので不倫の虫とした方がスムーズか

も） 

〇虫歯でも残しておきたい２０本 

 ＊虫歯でも残しておこう２０本（中７音は守りましょう） 

〇世の中は玉虫色でまとめられ 

 ＊しがらみも玉虫色でまとめられ（世の中という一般論でなくしがらみ・町内会など身近な事のほうが共

感をえられるかもです） 

〇深夜便蟋蟀の音で掻き消され 

 ＊コオロギと輪唱してる深夜便 

〇ごきぶりも妻の右手が容赦せぬ 

 ＊きちんと出来ているのですが、ごきぶりと妻との闘いを詠んだ句が沢山ありました。 

〇台風一過時を惜しんだ蝉時雨 

 ＊台風一過時を惜しんで蝉時雨 or逝く夏の時を惜しんで蝉時雨 

〇秋の宵まだ求めてる腹の虫 

 ＊食欲の秋と鳴いてる腹の虫（腹の虫が鳴くという句は沢山ありました） 

〇年枯れずネオンサインに虫さわぐ 

 ＊年枯れずでは説明になりますのでかわりに（キラキラの・怪しげな・今日もまた）などをいれてみてく

ださい。 

〇虫さんへ「こんにちは」する幼子が 

 ＊虫さんへ「こんにちは」する孫二歳 

〇蜘蛛の糸おばちゃん昇り糸が切れ 

 ＊おばちゃんが縋って切れた蜘蛛の糸 



〇腹の虫納まりきらず爆買だ 

 ＊爆買をして寝かせてる腹の虫 

〇泣き虫の娘も今や二児の母 

 ＊このままでもＯＫです（泣き虫の娘いまでは二児の母） 

〇むしむしの暑さやわらげ虫の声 

 ＊今年の酷暑和らぎ虫の声 or夕風に暑さ和らぎ虫の声 

〇チンチンチン心待ちにして耐えた夏 

 ＊チンチンチン心待ちして耐えた夏（中８音に気をつけましょう） 

〇こおろぎや鳴き声忘れる町の夜 

 ＊こおろぎや鳴き声聞けぬ町の夜（中８音はリズムが取りにくいです） 

〇泣き虫がいつからこんなに強なったん 

 ＊泣き虫がいつからこんな強い娘に（中８音に気を付けましょう！） 

〇泣き虫のあの娘はオバチャン大阪の 

 ＊泣き虫のあの娘も今はオバチャンに 

〇秋夜長熱燗徳利土瓶虫 

 ＊虫の声聞いて熱燗土瓶蒸し（土瓶虫・・良く考えて下さった語呂合せに拍手！） 

〇ランニング走り終えたら吐息虫 

 ＊ランニング走り終えたら虫の息（吐息・虫と名詞を重ねると言葉の流れが悪くなります） 

〇鳴き声が分岐コオロギゴキブリ 

 ＊鳴き声が決め手コオロギ油虫（少しリズムが取りにくいですが面白い発想ですね） 

〇幸福の灯りの軒下集く鳴虫 

 ＊幸福の灯りの下で集く虫 

〇ムシムシと暑い夏すぎ虫の声 

 ＊ムシムシの暑さ和らぎ虫の声 or秋の風吹いてさわやか虫の声 

○虫の音は姿見えずで美しい 

 ＊声だけを聞けば虫の音美しい 

〇やさしさで虫も殺せず蟻を踏む 

 ＊虫さえも殺せぬ振りで蟻を踏む（やさしさは説明になるので省きましょう） 

〇コオロギと猫の鳴き声庭の中 

 ＊コオロギと輪唱してる猫のミケ 

〇腹の虫そっと黙らせダイエット 

 ＊腹の虫に言い聞かせてるダイエット 

〇秋の虫どこに居るのか大都会 

 ＊虫の音も吸い込まれてる大都会 

〇神対応虫が好かない生徒にも 

 ＊虫好かぬ生徒もいるという本音 

〇電子よりぜったい紙だと本の虫 

 ＊電子よりぜったい紙と本の虫（中８音がもったいないです） 

〇もう遅いやつはアリおれキリギリス 

 ＊アリのように生きてる友と見比べる 

〇耳なりを風流さがすお人良し 

 ＊耳なりを虫の声だと勘違い 



〇鳴く虫とオカリナコラボ秋ステージ 

 ＊鳴く虫とオカリナコラボ秋の庭 or秋の宴（下７音は少し重たくなります） 

〇バッタさん緑のはっぱかくれんぼ 

 ＊バッタさんはっぱの裏にかくれんぼ（緑は言わなくてもわかりますよね） 

〇庭の花穴だらけの葉虫のあと 

 ＊虫食いのあとほろほろと庭の花 

〇網戸にし宵寝の伴奏虫の声 

 ＊網戸にし宵寝の耳に虫の声（中８音はリズムが取りにくいです） 

〇故郷の眠れぬ夜は虫の闇 

 ＊故郷の眠れぬ夜の虫の声（虫の闇が少しわかりにくいです） 

〇鉄の虫嫁は無視する俺の趣味 

 ＊（嫁）は息子の妻とも取れるのでここはやはり（妻）の表現の方が良いと思います 

〇ミンミンと鳴く蝉の声虫の息 

 ＊ミンミンと鳴いて季節を惜しむ蝉 

〇一張羅久しぶりです虫くわれ 

 ＊一張羅を広げてみれば虫の穴（一張羅ですので久し振りは言わなくてもわかります） 

〇虫嫌いバッタと目が合い大泣きし 

 ＊目が合ったバッタ恐いと大泣きし（中８音に気を付けましょう） 

〇カマキリが猫に勝ちたるにらみ合い 

 ＊カマキリが猫を負かした睨み合い 

〇「おどきなさい」ありに声かけ足下ろす 

 ＊「どいてね」と蟻に声かけ足下ろす（おどきなさいは命令口調なので声掛け・・ではないかも） 

〇ミミズとはメメズのことかと祖母は言い 

 ＊ミミズとはメメズのことと祖母は言い（中８音は控えましょう） 

〇みの虫と久しく会えず恋ひにけり 

 ＊みの虫を恋うは少し大げさ、それとも擬人化をしているのかもしれませんが、そのあたりが分かりにく

いかも 

〇虫の良い話だけれど一寸待て 

 ＊川柳というよりスローガンでしょうか 

〇逃げ足は一枚上と油虫 

 ＊誰より（何より）一枚上なのでしょうか？ 

〇民進党３つに分かれ虫の息 

 ＊時事川柳は賞味期限があるので難しいですね 

〇主義主張聞いては走る虫酸かな 

 ＊虫酸が走った話ってどんな話しだったのでしょう。具象があるとよいですね 

〇虫めがねかざしてさがす財源を 

 ＊財源はご自分の？それとも国の？そのあたりが詠めたらおもしろいのですが・・・。 

〇蝉止んで秋を告げるはすず虫か 

 ＊蝉の殻ころりと秋を告げる風・・のように蝉かすず虫どちらかに焦点を当てて詠みましょう。 

〇稲穂越しバッタの羽音にふり返り 

 ＊稲穂越しバッタの羽音聞く日暮れ（中８音はリズムがとりにくいです） 

〇選挙戦八時を過ぎれば虫の声 



 ＊選挙戦八時過ぎれば虫の声（中８音はなるべく控えましょう） 

 

平井先生、沢山の句の添削ありがとうございました。 

読むだけでも楽しく勉強になります。 

今回から手元に置いて頂きたく投稿者の皆さまには冊子にしてお配りしました。 

如何でしたでしょうか？ 

６階事務所の掲示板にも貼ってあります。手に取って読んで見てください。 

                            （高大なにわの宮会） 

 


