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2022 年 川柳集                        山 本 利 久 

1 月 

スマホ何処 電話で探す 歳の影 

第六波 遠く聞こえる 不安かな 

日々増える 忘れる数に 歳の影 

愛犬も 老いた飼い主 儘ならぬ 

 
新年の 神事の数や 大八洲 

自由とは SNSの 両刃かな 

医は仁か コロナが映す ギルド性 

物忘れ 勘違い来て 歳を追う 

老いて尚 PDAC 回す 暮らし方 

 P: Plan(計画)、D：Do(実行)、C: Check(点検)、A: Action(改善) 

困窮化 非正規・若者(じゃくしゃ) 母子家庭 

今は良し トヨタ米販 首位射止め 

老齢化 インフラ劣化 進取欠く 

企業力 サイバー防衛 落第か 

デジタル化 ジョッブ・スキルの 人材を 

オミクロン 感染急や マッハ越え 

義歯治療 置いてけ堀の 透明度 

高機能 防寒グッヅ 年替わり 
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コロナ禍も 眼科・皮膚科の 混雑や 

摩訶不思議 アルゼンチンは 夜成長 

注記；第一次世界大戦後、同国は高度経済成長を謳歌し、世界の大国に成長。ところがその地位が 70 年

代から 80 年代以降急激に衰退へ。その背景を現役時代、欧米の投資銀行の知人から聞いた話：世界有数

の資源国でありながら、夜が明けると人々がああでもない、こうでもないと、無駄な政策論争に走り、

実効性のある政策の遂行が出来ないため経済は長期衰退期に入っている。放っておいても経済は夜間に

成長する、と語り、揶揄した話を思い出す。 

 

感染増 家庭・学校 職場キー 

コロナ禍に マグマ活動 仲間入り 

隣国で 通貨防衛 利上げかな 

社会病 ヤングケアラー 公助何処 

パンデミック エンデミックあり コロナ禍や 

社会病 オールドケアラー 公助待つ 

コロナ禍や 人類の危機 暗示かな 

独裁が 明き盲ら生む リスクかな 

冷える夜 ポリエステルの 寝具かな 

オミクロン まん延防止 まん延化 

ウクライナ VR戦の 悪夢かな 

 注 VR；ヴァーチャルリアリティー(仮想現実) 
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オミクロン 延命化策 ステルス化 

 注：BA.2、ステルスオミクロン 

冬晴や ワクチン接種 三回目 

三回目 2％内 記録的 

 注：我が家のケース、接種率で 2％内に入った 

サプライズ 抗体値増 三回目 

  注；ワクチン三回目、接種後 15 日で 90％前後に復元 

オミクロン 対応巡り 英緩和 

 注：英国はマスク義務撤廃、インフル並みに 

医は公か 自主療養の 賛否論 

 注：神奈川県、重症化リスクが少なく、抗原検査キッド(医療用)や無料検査で陽性が判明した場合、医療機関を受診

せず｢自主療養｣を選択可。医療機関で陽性となった人は適用外、薬品購入は実費、その他通常の支援(食料品 

   各種連絡など)無し。 

  抗体検査：過去にそのウイルスに感染ししていたかを検査する。 

  抗原検査：準 PCR 

 

2 月 

 

八王子 接種 3 回 大遅延 

 注①大幅遅(3 月 10 日、間隔 8 カ月)れと遠隔地接種の通知 

  ②狛江市は 1 月末で三回目接種率が約 90％ 
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節分や ドライノーズの 乾きかな 

韓国や RCEP入り 変身も 

公報の 統計誤載 射る民も 

中韓や 貿易量の 1、3位 

 注：日本の両国に対する貿易量 

冬五輪 世界舞台に 習監督 

ウクライナ 経済戦の 挟み撃ち 

株下落 石油ガス高 市場の目 

人不足 デジタル不足 大八洲 

働きに ブルシットジョブ 有り無しや 

 注記：Bullshit Job クソどうでもいい仕事。日本人の働き方意識上、労使関係。 

人々の 仕事に是非の 付け難し 

親ガチャや 日本の未来 暗示かな 

親ガチャや 進取の気性 奪い取る 

競争法 国家支援の 対中策 

 注：新米国法案(America Competes Act of 2022) 

米国議会下院は 1 月 25 日、米国の研究開発や製造産業の競争力向上策などを含む法案「America 

COMPETES Act of 2022（法案番号：H.R.4521）」を発表した。これは、上院で 2021 年 6 月に可決

された「米国イノベーション・競争法案（USICA、S.1260）」に対応する法案の位置付けで、USICA

と同じく、国内半導体産業の振興策などが盛り込まれている。 

親ガチャも 許容範囲の 大八洲 

ESG 関心外の 従業員 

 注：E 環境、S 社会、G 企業統治。ステークホルダーである従業員の無視？ 

春闘や 労使不協和 ジョッブ型 

デジタル化 雇用分断 較差生む 

コロナ禍や 自立を悟る 時空かな 

物差しの 違い顕わに コロナ界 

 注：コロナウイルス、細胞、ヒトなどの比較、目線の影響。コロナウイルスを顕微鏡で観察し、ヒトを

見ると暈けて見える。専門家と俯瞰 

ワクチン相 スタッフ不足の 差別かな 

 注記：3 回目ワクチン接種の大幅遅れに関連して、議員 3 回生を考慮しても、河野大臣時代に比べ、ス

タッフ、権限、職場、役割分担等明白に劣化。ようやく 2 月半ばに復元か 

シリアルに サプリ調合 朝餉かな 

公平な 審判役を AI に 

オミクロン 調教師待つ 猛虎かな 
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混迷や 暮らし再建 DX 

建国日 再評価要る 暮らし振り 

建国日 国の位相も 世界視で 

一つ取り 数多忘れる 旅路かな 

民主主義 勢力拮抗 術知らず 

ウクライナ NATO 加盟 民総意？ 

マスク義務 欧米撤廃 日本NO 

米国の ヘイトクライム 黄禍論 

冬五輪 中・韓ヘイト 怨念史 

ウクライナ 退避勧告 不吉呼ぶ 

五冠提げ AI 棋界黎明を 飛ぶ聡太 

断捨離や 不要不急の 大鉈(なた)で 

断捨離を 選択・集中 AI で 

大臣の 職務を奪う 審議会 

 注：国会審議で与野党の質問準備・応答に時間を取られ担当省庁の統括・責務が疎かになる。 

国益か 野党質問 総理攻め 

ウクライナ 情報戦の 坩堝かな 

ワリエワや 重圧滲む 演技かな 

 ―15歳のロシア女子フィギャースケート選手（ROC） カミラ・ワリエワ 

サイボーグ 人間改造 浮世かな 

 注記：以下の抜粋出所：日経 22.2.20、うたごころは科学する・坂井修一 

①サイボーグ、イギリスの SF ドラマ｢ドクター・フー｣に登場するサイバーマン。もともとは人間(のよ

うな生命体)だが、脳だけが摘出されて、金属の体に埋め込まれた。そしてサイバーマンとして｢あ

らゆる生命体をサイバーマンに改造する｣(アップグレード)ことで日々を送っている。 

②ボーグ；よく似たキャラクターが、米国のドラマ｢スター・トレック｣に出てくるボーグだ。人間や宇

宙人は」はナノプローブと呼ばれる極小の機械を埋め込まれることで、ボーグとなる。ボーグの脳

には超光速の通信装置が埋め込まれており、すべてのボーグ個体間で精神活動が一瞬にして共有さ

れる。ボーグもまた｢せべての知的生命体をボーグに同化させる｣ことを使命としている。ボーグの

同化は領土や財産のためではなく,只管｢文明の高度化｣のために行われる。 

③将来；サイバーマンもボーグも銀河系規模の世界を領有しており、これは拡大し続ける。 

 やがて人類全体も彼等にアップグレード或いは同化されるのかもしれない。 

難局に 悲観論増す 日本流 

身勝手な 夫婦別姓 子供抜き 

第三次 またも火を噴く 欧州か 
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神仏の 混淆見せる 大八洲 

プーチンや 専制映える 鬼面かな 

ウクライナ 米政・民の 乖離生む 

 注記：バイデン政権・メデイアに対する一般市民の関心は薄い(世論調査)のは何故か？ 

 

3 月 

欧米の 反面教師 日本病 

 注記：日本病とは、経済停滞、低インフレ、低金利 

コロナ禍や 電話診療 救いかな 

オンライン 診療の夢 遠望か 

人類の 多様性進む LGBT 

 注：Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 

 

トヨタもか サイバー攻撃 標的に 

  注記：ロシアの関与？ 

パソコンの 機嫌伺う 今朝の旅 

戦争と 平和共存 北京パラ 

 注記：ロ軍ウクライナへ侵攻、この間北京で冬パラ開催 

心身の センサー劣化 歳を追い 

シェアハウス 家族の絆 色褪せて 

プーチンや 現代版の カエサルか 

 注記：シェックスピアの戯曲｢ジュリアス・シーザー｣、シーザー(カエサル) 

    共和制ローマ末期の政務官,文筆家。ここではブルータスお前もかはプーチン・・・ 
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何もかも コロナの所為(せい)に 世は流れ 

コロナ禍や ネクタイ付けず 三年目 

コロナ禍や ドラッグストアー 医者補完 

トルティーヤ 創作料理 卓に笑み 

分断や 民主政治を コロナ禍に 

 注記：世界各地で起きる価値観・主義主張・暮らし・年代・ジェンダー・民族・所得・ 

    仕事・階層などの分断 

ウクライナ 侵攻惨状 雲脂舞う 

コロナ行き ウクライナ追う 物価高 

ロシア観 博文親ロ 近衛反 

 注：日露戦争前後、ウクライナ侵攻に鑑みては？ 現在の対中露の日本の外交・国民感情は？ 

内外に 渾身込めて ゼレンスキー 

プーチンや ロシア革命 忘れずに 

同盟化 同盟化呼ぶ 対峙かな 

不安抱く まん延防止 全解除 

 注記：3 月 21 日を以て、現存のまん延等防止重点措置令が全面解除に 

ウクライナ 無聊(ぶりょう)の日々の 烈震夜 

 注①烈震＝旧震度 6、②3 月 16 日、23 時 26 分頃③宮城・福島を中心に震度 6 強、マグニチュード 7.4 

対ロ策 ASEAN 斑(まだら) 影落とす 

 注記：国連議会の対ロ非難決議、ヴェトナム・ラオス棄権 

円安や 有事に強い 何処へやら 

円為替 地政要因 思考外 

 注記：実質購買力平価、BIS 指標、金利差、スパンと推移等 

     

21 年度の主な記録 

商品総合指数：02 年以降最高 長期金利 6 年 02 か月ぶりの高水準 
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円の対ドル相場：6 年 7 カ月安値、円の対ドル値幅 5 年振りの大きさ 

スイスフラン：リスク回避目的で買われることが多いが、今回はウクライナ情勢の緊張で買われ、対円相

場は 3 月 24 日東京為替市場で一時 130 円台半ばまで上昇、6 年 8 カ月ぶりの高値へ. 

寿命延び 親孝行の 再考も 

 注記：4 世代家族間の家庭文化・分断の世代間コミュニケーション・時代の変化(老後の 

在り方等) 

悍ましや リーダー忖度 愚行かな 

ウクライナ 無知蒙昧な 侵略者 

仲間連れ 風雪に耐え 寒立馬(かんだちめ) 

コロナ禍に ウクライナ来て 未病増す 

スナイパー 深夜に霜の 降る如く 

 注記：ウクライナ・マイウポリ市街戦 

大八洲 言動映す 鏡欠く 

スマホの世 モバイルバッテリー 不安解く 

ゼレンスキー 心労顕わ オンライン 

止まり終え 下車の対応 老い悟る  

4000 歩 フレイル備え 日常に 

心身の 体調を観る 暮らしぶり 

避難民 1000 万の 重みかな 

バイデンや 直情径行 勇み足 

 注記 

 ①プーチン氏権力に居座るな発言、後に釈明 

 ②出所：日経 2022.3.28 

   

大谷や 初球変化の ホームラン 

上海市 周回遅れ 都市封鎖 

孤独下に ｢あなたのいばしょ｣ 世の鏡  

 注記；メンタルケア―用社会福祉事業の一つ 
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 戦後の経済発展過程で企業経営姿勢を詠んだ 3首 

経営は 家族主義人柄 重視 

誠実と 正義感満つ 社風かな 

能力と 実績重視 国際化 

 

4 月 

14位 コロナ論文 日本かな 

英国の 存在感や 非常時に 

 注記：コロナ禍、ウクライナ紛争に見せる英国の存在感(政治・外交・情報・支援・国際 

協調等 

感染や 年中無休 ７波音 

 注記：①季節・性別・年代を問わずリバウンド②ウイズコロナ 

老いの身に 業務スーパー 別世界 

 

クレゲーや 1000 円時代 世を映す 

 注記①クレゲー＝100 円玉をつぎ込んだクレーンゲーム②景品価格の上限 1986 年 200 円、 

90 年 500 円、97 年 800 円③推し活(俳優、アイドル、アニメのキャラクターなど自分が好きになっ 

た対象などを応援する活動)④他の商品も 

モノ忘れ 勘違い来て 歳進む 

四世代 親孝行の 改新期 

桜散り 早くも登場 マラカスや 

 注記：台風 1 号 
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円安や 国力図る バロメーター 

文通費 妥協の産物 議員流 

 注記：国会議員の文書通信交通滞在費(文通費)、議員の所得、待遇と公的助成金等の年次 

国際比較を公開検討しては。 

キャッシュレス 顔が見えずに 無駄遣い 

妖怪の 仮想通貨に 道迷う 

 注記：仮想通貨(暗号資産)Cryptocurrency；例ビットコイン、イーサリアム。暗号資産交 

換業：金融庁・財務局の登録が必要。法定通貨ではなく、裏付け資産はない。利用者の需 

給関係等により価格が大きく変動。詐欺等の事件も多い。 

＊不特定の者に対し、代金の支払い等に利用可、法定通貨と相互に交換可能。 

＊電子的に記録され、移転可能。 

＊法定通貨、或いは法定通貨建て資産ではない。 

中央銀行デジタル通貨(CBDC-Central Bank Digital Currency)：従来の中銀預金とは異な 

る電子的な中央銀行マネー。CBDC は中央銀行の負債。 

日銀のケース： 

  現時点では発行計画はないが、内外関係者と連携しながら実証実験と制度計画の検討を進める。 

 中国： 

 2020 年より 4 都市＋αでの CBDC、つまりデジタル人民元(DCEP)の試験運用開始、今 

冬の北京オリンピックでパイロット運用をアピール。 

 欧州中央銀行(ECB)：2021 年 11 月｢Digital Euro｣への取り組みを正式スタート。 

 米連邦準備理事会：「TechLab」の他、ボストン連銀と MIT の共同プロジェクト｢Project 

 Hamilton｣をスタート。 

金利上げ 置いてき掘りの 大八洲 

G20 不協和音の 幕開けか 

円為替 見方変貌 市場かな 

アフリカも 仮想通貨の お通りだ 

時世見て 空回りする 暮らしかな 

感染に 侵攻跋扈 日々流れ 

専制や 被支配層を 栄養に 

マクロンや 混沌の世の 溜息か 

 背景：仏大統領選に 2 回目の勝利 

オミクロン 若年襲う 後遺症 

プーチンや 侵攻策に 虚仮(こけ)を見る 

光明や サケマス妥結 日ロ間 

 背景①昨年と同枠②協力金は昨年より 6000 万円減少 
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五月 

 

キャッシュレス 可視化求める 小遣いに 

脇差の 体温計の 弛む老い 

物忘れ 老いの身被害 プライスレス 

庭に出る 踏み台求む 齢かな 

上下(しょうか)問う 人民犠牲 専制立つ 

 背景：上下(しょうか)：治者と人民 

翔平や リアル二刀流 超人に 

 背景：①5月 5 日、対レッドソックス戦②7 回 99 球、11奪三振、6 安打無失点 3 勝目③ 

聖地フェンウエイパーク、ベーブルース以来凡そ 103 年振り④打撃 4 打数 2 安打 1打点、1本はグリーンモンスター

直撃⑤監督、記者連, 観衆総絶賛 

曖昧さ 掛かり付け医も 不協和に 

寿命延び 短期化図る 家電界 

プリンター インク急騰 不審湧く 

ガラケーを 篩(ふるい)にかける スマホかな 

 背景：高齢者が陥るスマホ苦手意識 

朝ドラも 耳障りする 齢かな 

ゼロコロナ 人為と自然 勝敗や 

人民元 統制力より 市場力 

高木の 剪定鋏 ニーズ追う 

 背景；長尺・軽量(4.1ｍ、1.1kg) 

家電品 昔職人 今部品 

 背景：電化製品が故障すると、昔は腕のいい職人が対応し修理した。今は部品の取り換えとなる。部品の在庫が無け

れば修理は不能、新製品購入となる。多くは在庫は製品の生産終了から 6年間のみ。 
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民主政 所得格差に 治癒不足 

侵攻が 加盟促す 隣国に 

 背景：①フィンランドの NATO 加盟申請、ついでスウエーデン追随か②加盟条件、全加盟国の承認③トルコ難色、

同国が敵視するクルド労働者党にフィンランドなど北欧諸国が近い④スエエーデン首相アンデション(社会民主労

働：中道左派の党首、少数政権)は、5月 15 日加盟支持を表明、左翼党と緑の党は不明 

プーチンや 連続技の 無体攻め 

 注記：無体攻め(むたいぜめ)＝無理やりに敵を攻める 

ウクライナ ｢新・冷戦｣の 幕開ける 

 背景；｢集団的自衛権｣ 

侮れぬ コロナ感染 労災も 

 背景；①多くの働き手が新型コロナ感染の後遺症で、長期にわたり心身の不調を訴える②中には専門医の治療を受け

る中、転職や退職を余儀なくされる人も出ている③その結果労災認定を受け人も。 

コンビニや 便利屋指向 在宅で 

蜂蜜や 価格急騰 欧州産 

今に問う 善隣外交 今昔 

 背景①1930年代 F.D．ルーズベルト政権が中南米諸国との友好関係を深めるため取った政策(Good Neighbor Policy)

②それまで米国はカリブ海地域を中心に武力介入などの内政干渉を繰り返し反発を買い警戒されていた。1929 年の

大恐慌勃発以降、米国は西半球経済圏の確保に迫られ、関係改善のため政策転換を迫られた③米議会はラテンアメリ

カに対する内政干渉権の否認、ニカラガからの撤兵、キューバの独立承認など、しかし、この間もメキシコなど米系

石油会社の接収など、ラテンアメリカ諸国の多くは必ずしも納得づくではなかった 

スシローや 100 円寿司も 成り立たぬ 

不安の世 心・身・魂の三位一体 

 背景：ユングのコンプレックス(感情複合)心理学 

蠅叩き 今では家蚊 電気式 

 背景①蠅に代わり今では家蚊が主流②時代の変化か電撃タイプも 

何事も 会議はスタート 無で終わる 

 背景①特に忖度の罷り通る行政上の審議会など②会議を英語でやってみては 

 

六月 
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家族の日常を表現した｢働くパパママ川柳｣の入賞作品を発

表した。川柳は 1 月 7 日から 2 月 11 日にインターネット

とはがきで募集し、4万 7188 作品が集まった。 

出所：日経 2022.4.13 

 

 

 

 

 

 

出所：日経 2022.5.28 

                                         

摩訶不思議 ファックス通信 なお主流 

コロナ禍に ゲリラ豪雨の 見舞いかな 

変異種の カルパッチョ創り 舌鼓 

血圧や 振幅激し 今様に 

家の前 公道を行く 狸かな 

民主主義 多数決問う 時代かな 

梅雨入りや 翌朝晴れて 自然界 

インフレと デフレの狭間 円軌道 

血圧や メンタル因子 影響も 

金利安 投資需要も 目が覚めず 

金利安 供給過剰 魅力欠く 

ヤクルトや 株価・野球に 二重丸 

合着着る 時季も気付かぬ 異例年 

翔平や 超人技の 超人画 

再考や 地下活用の 欧米比 
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今マスク 夜目に遠目に 傘の下 

老いる道 縮み志向の 上り坂 

老齢化 生活情報 途切れ勝ち 
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出所：日経 2022.7.1 

(了) 

                                   


