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例年に劣らずの力作揃いとなった第 23 回。集まった作品の多くが、やはりチリと
日本のテンポや温度差にまつわるものでした。苦笑いしつつも、なんとかチリリズムに馴
染もうとしている皆様のご苦労がしのばれます。中には既にチリ色に染まってしまった
方々も？！いずれにせよ読まれた方誰しも、あるある！と何度も首を縦に振る様な作品ば
かりになったのではないでしょうか。
一般の部では、ローマ法王の訪チリというタイムリーな時事ネタを言葉遊びと上
手く絡めた澁谷雅孝さんの作品が見事金賞に輝きました。銀賞はチリ生活玄人でも把握し
きるのが難しい数多ある肉の部位に関する呟き的作品。波握由梨さんが銀賞に入賞されまし
た。

小中学生の部は、大人とは違う子供の柔らかさと健やかさを感じさせる、微笑ま
しく伸び伸びとした作品が数多く集まりました。大人にとっては腹立たしいことでも、子
供の目から見るとこんなに愉快なんですね。
金賞となった齊藤優月さんの作品は、チリ人と日本人の味覚の差あるある。次回
作は固有名詞を挟んだ個別体験の作品是非お願いしたいところです。またなんと安留涼香
さん、矢野瑠莉さんの両名が銀賞及び入選作品に入賞するという見事な俳人っぷり。次回も楽
しみです。

皆様も、日頃の鬱憤、もやもや、心でのツッコミ、素朴な疑問、チリならではの
あれこれを川柳にしてみませんか。
第 24 回も、さらなる皆様のご応募をお待ちしております。
以下にて受賞作品をご報告させて頂きます。受賞された皆様、おめでとうございます。

【一般の部】（金賞 1、銀賞 1、入選 2）

＜金賞＞ Papa が来て 休みが増えて パパ休む
応募者 チリ日本ハム 澁谷 雅孝さん

＜銀賞＞

手に取るも

未だ分からぬ

肉の部位

応募者 MC Inversiones 家族 波握 由梨さん

＜入選＞ 下見てる 店員に問う Hey! Whats App?
応募者 サンチャゴ日本人学校 冨田 好さん

＜入選＞ アルティーロ すぐにやるのは 返事だけ
応募者 タキイチリ 鳥羽

裕さん

【小中学生の部】（金賞 1、銀賞 2、入選 2）

＜金賞＞ 美味しいと 人気の店は 普通味
応募者 サンチャゴ日本人学校 齋藤 優月さん（中 1）

＜銀賞＞ 自転車を 見れば走るよ チリの犬
応募者 サンチャゴ日本人学校 矢野 瑠莉さん（中 1）

＜銀賞＞ とばしてる 兄さん歌う デスパシート
応募者 サンチャゴ日本人学校 安留 涼香さん（中 2）

＜入選＞ 目が合うと オラアミーゴと チリの他人
応募者 サンチャゴ日本人学校 矢野 瑠莉さん（中 1）

＜入選＞ おにぎりを すしと間違う チリ税関
応募者 サンチャゴ日本人学校 安留 涼香さん（中 2）

第 23 回川柳大会応募作品一覧
大人部
1

ユニホーム ホームで着替えて ご出勤

2

血統犬 雑種となかよく ホームレス

3

チップ拒否 サービス業で 不機嫌に

4

はじめから テイスティングは かたちだけ

5

休暇中 病院行かず 暇なくて

6

アルティーロ すぐにやるのは 返事だけ

7

ガルソンの 接客態度 ギネス級

8

モソ怒る 百ペソ足らぬ プロピーナ

9

清掃を 喚起掲示の 下にゴミ

10 智人 より 邦人 間の 文化の差
11 オフホワイトの スモッグ晴れる 雨上がり
12 雪は降る 電気は来ない 頭来る
13 リューイーソー イーシャンテンの インターコン
14 レジ袋 探し求めて いざ郊外
15 杖ついたら 扱い激変 コンセルヘ
16 眠れない 朝まで止まぬミュージック
17 チリペソが 強くて財布が 閑古鳥
18 塩辛い？ これが噂の チリの味
19 手に取るも 未だ分からぬ 肉の部位
20 チリ語には 忖度という 文字はない
21 デカ盛りか?! 一人前が 多すぎる
22 レゲトンで 踊る自分の 恥ずかしさ
23 チリ化かな Servilleta で 鼻をかむ
24 税関で tika 見て「Que es?」 食べたいだけだろ
25 下見てる 店員に問う Hey! Whats App?
26 チ・チ・チ！！レ・レ・レ！！

ピニエラ↔バチェレ

27 Papa が来て 休みが増えて パパ休む
28 端数消え お財布スッキリ 小銭減る
29 触媒が ついても規制 対象車
30 理不尽な 排ガス規制 中止して

ピバチェレ

31 レジ袋 廃止で買わねば ゴミ袋

小中学生の部
1

３枚まで 袋制限 ラスコンデス

2

おにぎりを すしと間違う チリ税関

3

とばしてる 兄さん歌う デスパシート

4

道路ショー 金曜の夜は 無ドーロショー

5

Ya po! Hombre!

6

バス入口 biiiiiip!と赤い ランプつく

7

日本語服 教えてあげたい その意味を

8

シラキクの 店の存在 宝物

9

Uno de みそ Dos de ラーメン Un あんぱん

ごめんなさい、でも Mujer です

10 休日の スーパーはいつも 戦場だ
11 日本人 恋しくなるよ 日本食
12 美味しいと 人気の店は 普通味
13 目が合うと オラアミーゴと チリの他人
14 面倒な ときにはいつも ケ フォーメー
15 ビバチレと 応援するとき クラクション
16 金曜の 夜はみんなが パーティーだ
17 自転車を 見れば走るよ チリの犬
18 九時ごろに 朱色にそまる チリの空
19 エンパナーダ とてもおいしい チリりょうり
20 ディエシオチョ とても楽しい おまつりだ
21 チリ人は とてもやさしい 人ですよ
22 のら犬が ワンワンほえる こわいよう！
23 サンティアゴ 友だちいっぱい できますよ
24 チリ人は ちょっとあまいよ やさしすぎ
25 先生と スマイルロードで ハイタッチ
26 ラパヌイで モアイと自撮り 顔もモアイ

以上

