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川柳が、実は人名だったこと、ご存じでしたか？江戸時代の点者、柄井川柳（から

い せんりゅう）が、そのルーツ。「うがち・おかしみ・かるみ」という 3要素を主な特徴

とした川柳は、季語や切れといったルールに囚われない自由な作風も相まって、庶民の間

で大人気を博しました。川柳の生んだ『誹風柳多留』は 73年もの間続き、延べ 167編を数

えたそうです。カマラの川柳大会も、そのくらい続けなくては！ 

第 24回も、応募作品多数、大盛況でした。ありがとうございます。今年はスペイ

ン語に絡めた作風が多く見られ、皆様がチリの日常にいかに溶け込もうと苦心されて居る

様子が垣間見られました。そして今年もまた委員会としてスペイン語を交えたオヤジギャ

グを好む傾向があることが証明されてしまいました…笑 

金賞に輝いた横田拓さんの作品は、その中でも頭一つ抜けた巧みさ。チリまで来た

ら花粉症とは縁を切れるかと思いきや、まさかのチリ杉ならぬスズカケノキ（Platano 

Oriental）に苦しめられるとは…。銀賞の井出雄大さん、重松雄一郎さん、入選の入倉慎也

さん、澁谷雅孝さん共にチリ生活のユーモアと哀愁が絡んだ秀作です。 

小中学生の部も、いつも大人にはない直截さではっとさせられます。特に、今回の

金賞高篠美咲さんは、まさに直球。いやもう本当に……首がもげるくらい頷きたいですが、

でも帰りたいのに帰れない大人もいることを忘れないでください(泣)！銀賞の中谷克己さ

ん、亀野時佳さんは、期せずして連句の趣。いつか「とおすぎる」日本のお菓子屋さんで

も「大人買い」、できると良いですね。入選の吉田洸太さん、長島悠人さんはチリの空にちな

んだ句。サンチャゴの夕日の美しさは半分スモッグにあるという悲しい現実は敢えて伏せてお

きます。 

惜しくも入選されなかった作品も、どれもしみじみ来る力作揃い。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。今年もたくさんのご応募ありがとうございました。第 25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 2、入選 2） 

＜金賞＞ 春来り 花粉にやられ Muy鼻炎 

応募者 チリ三井物産 横田 拓さん 

＜銀賞＞ チリの夏 分からなくなる 今何時 

応募者 サンチャゴ日本人学校 井出 雄大さん 

 

＜銀賞＞ 週末に 爆音響く 宴かな 

応募者 JX金属 重松 雄一郎さん 

 

＜入選＞ 食材の 賞味期限 気にしない 

応募者 智利三菱商事 入倉 慎也さん 

 

＜入選＞ 雨降っても 地は固まらず 水浸し 

応募者 NHフーズ・チリ 澁谷 雅孝さん 

 

【小中学生の部】（金賞 1、銀賞 2、入選 2） 

＜金賞＞ とおすぎる チリから日本 また行くの 

応募者 サンチャゴ日本人学校 高篠 美咲さん（小 4） 

 

＜銀賞＞ 古くても 何でも売るよ チリの店 

応募者 サンチャゴ日本人学校 中谷 克己さん（小 3） 

 

＜銀賞＞ 中國屋 こづかいもって 大人買い 

応募者 サンチャゴ日本人学校 亀野 時佳さん（小 4） 



 

＜入選＞ 「いい天気」 空見るうちに 赤ら顔 

応募者 サンチャゴ日本人学校 吉田 洸太さん（中 3） 

 

＜入選＞ チリだから サンチャゴ上空 チリつもる 

応募者 サンチャゴ日本人学校 長島 悠人さん（小 5） 

 

第 24 回川柳大会応募作品一覧 

 【大人の部】 

No. 作品 

1 塵が舞い ピンクに染まる チリの空 

2 チリ土産 重くないもの ありますか？ 

3 ケチャップは 正しく使おう 服じゃない 

4 赤信号 あなたの芸には 払えない 

5 スペイン語 意味も分からず si si si 

6 クリスマス 愛想良くなる コンセルへ 

7 日本でも 思わずカバンを 斜め掛け 

8 紅白が 朝に始まり 昼終わる 

9 清浄機 いつもランプは 赤いまま 

10 平然と バスに乗り込む チリの犬 

11 ガジーナと ポジョ味のある AJI-NO-MEN 

12 待ち合わせ 時間通りに 誰も来ず 

13 親切と 同じ数だけ 不親切 

14 子連れだと ９割座れる チリのバス 

15 Al Tiro！ せめて急いで ある程度 

16 おすすめの めし屋は大抵 ワイナリー 

17 喫茶店 レジ待ち十人 レジ一人 

18 空港の あちらこちらで ハイチーず 

19 ちり紙の チリも積もれば 還元に 



20 サツじゃなく パコのボスなら ビジャロボス 

21 スーパーで 買いすぎ警告 2枚まで 

22 チリの夏 分からなくなる 今何時 

23 チリの人 車に乗ると 人変わる 

24 曲がるなら 早く出そうよ ウインカー 

25 塵の空 アンデスの山 あんですか？ 

26 アンデスの 氷河仰ぎ見 生ビール 

27 初滑り 粉雪楽し バジェネバド 

28 アサードと カルメネールで 長い夜 

29 修理来て 壊して帰る マエストロ 

30 国免が カルネの力で Anulado  

31 チリ赴任 最初の洗礼 Licencia 

32 ビザ更新 ここでも懸念は Licencia 

33 駐車場 何故(なにゆえ)ここまで Estrecho 

34 JZY(ホタセタイ) 名前にあると 苦労する 

35 大抵は 知らない番号 Promoción 

36 Mundial チリの試合は？ 皆黙る 

37 美味(うま)い店？ なんだ Notaria 待つ列か 

38 Que rico と食べる、それは寿司なのか 

39 何食べよう 悩むが結局 サンドイッチ 

40 私だけ？ 気づけば脱水 チリの夏 

41 セルベッサ ワインにピスコ 金曜の夜 

42 食材の 賞味期限は 気にしない 

43 何年も 経っても分からぬ チリ料理  

44 チリ料理 結局只の アサードだ 

45 一口で 甘さに鳥肌 マンハール 

46 当たり前 そう思ってた レジ袋 

47 友人に 聞かれて迷う チリ名産 

48 非常食？ いやいやこれが チリのパン 

49 アンデスの 夕焼け霞む スモッグで 



50 週末に 爆音響く 宴かな 

51 国民の サッカー熱が 「半端ない」 

52 春来り 花粉にやられ Muy 鼻炎 

53 上行くの? 尋ねる前に 表示見よ 

54 日が暮れて そろそろ夕焼け 夜の九時 

55 フランスも 「半端ないって」 チリワイン 

56 海水浴 あちらこちらに 智利の里 

57 グラシア～ 気づかず進む チリ人化 

58 チリ人と 頬寄せ挨拶 ヒゲ痛い 

59 僕だって 歌いたいんだ バスの中！ 

60 蚊がいない そんな世界が あるなんて！ 

61 公園の 腰ふり器具が お気に入り 

62 お役所で 覚えた言葉 パシエンシア 

63 なぜそこで 止まってくれぬ 運転手 

64 コンヘルヘ メイドにプール 贅沢気分 

65 スーパーに 並んでいるよ メイド服 

66 新聞が 塀の上から 投げ込まれ 

67 15分 過ぎてようやく メール来る 

68 入るのに 勇気がいるのが チリの海 

69 バスのバー 堂々とくぐる この人は？ 

70 夏なのに 冷たい海水 入れない 

71 泳ぐのが 目的じゃない チリの海 

72 Ｓサイズ それでも僕には 大きすぎ！ 

73 レモンパイ どうしてそんなに 甘いのか！ 

74 モバイクと ライムあふれる サンチアゴ 

75 平成の うちに帰るぞ 本帰国 

76 新元号 チリより日本で 迎えたい 

77 信号も Casco があれば 気にしない 

78 Casco より 信号守れ Ciclista 

79 コンビニに 誰が持って行く エコバッグ 



80 雨降っても 地は固まらず 水浸し 

81 いつ見ても 天気予報は 晴れマーク 

82 你好に 戸惑う苦笑  パトロナート 

83 隣ビル 基礎の完成 丸五年 

84 客よりも 店員多い チリマック 

85 オーダーを 頬杖ついて 聞くマック 

86 ポテトない！ コンボ頼んだ はずなのに 

87 子供への 眼差し優しい お国柄 

88 駐在員 職場抜け出し ピスコサワー 

89 春うらら Mobike どんぶら マポチョ川 

90 アイス食べ コーヒーにステビア 当たり前 

 

 

 

 

 【小中学生の部】 

No. 作品 

1 「いい天気」空見るうちに 赤ら顔 

2 「記念にね」買ったはいいが 使わない 

3 窓開ける 入ってくるのは 砂ぼこり 

4 夜暑い 窓を開けると 腕かゆい 

5 顔白い 化粧じゃないよ 日焼け止め 

6 ケーキ買う なかなかないよ 普通がね 

7 狭い道 レンタルバイク ぶつかりそう 

8 早すぎる 何言ってるの スペイン語 

9 まきすぎや 歩くと濡れちゃう スプリンクラー 

10 水こぼす 放っておいたら 乾いちゃう 

11 雨降ると 一緒に来るよ 大渋滞 

12 気にしない 期限過ぎても 未完成 

13 危ないよ ウィンカーつけて 曲がってよ 



14 海へ来た 湘南じゃないよ ビーニャだよ 

15 山火事だ！ あ～そうですか もう慣れた 

16 スーパーで試食する人 同じ人 

17 サンチャゴのイケナイ太陽 肌痛い 

18 あら不思議 逃げ水現象 よく見ない 

19 すごい度胸 車来るのに 道渡る 

20 なんでやねん 外で飯食う 寒いでしょ 

21 チリのバス 赤・青・黄色 色々だ 

22 チリのバス まどにらくがき 多いよ 

23 アンデスの 雪どけ水は きたないぞ 

24 古くても 何でも売るよ チリの店 

25 お母さん 毎日作る 日本食 

26 川りゅうを 休み時間に スラスラと 

27 授業でも 時差ボケ中で 大あくび 

28 川りゅうを チリで親しむ 良い機会 

29 スモッグから にょきっと出てくる コスタネラ 

30 街なかで チーノチーノと 言われる日々 

31 バスの中 パセとゆずる チリ人だ 

32 チリの米 パサパサすぎて かみづらい 

33 雨降ると 蒸発するまで 大変だ 

34 チリだから サンチャゴ上空 チリつもる 

35 メニューの中 チリ産ワイン 嬉しくなる 

36 路線バス らくがきいっぱい なにがあった 

37 買い物で レジはいつも すいてない 

38 チリ人は プールのそばで ひなたぼっこ 

39 雨がふると みずびたしに チリの雨 

40 チリ人の 作ったケーキは 甘すぎる 

41 日本食 外国にいると 食べたいな 

42 チリの人 話すとえがお うれしいな 

43 とおすぎる チリから日本 また行くの 



44 チリのチョコ みんなの人気 甘すぎる 

45 中國屋 こづかいもって 大人買い 

46 日本食 チリいてわかる ありがたさ 

47 もう九時だ 夏の夜チリは 明るいな 

48 深夜にね 花火上がって 飛びはねる 

49 もう九時だ 夏の夜チリは 明るいな 

50 多すぎる チリのしゅくだい 時間がない 

51 早すぎて 何を言っているか わからない 

52 まってても スーツケースが出てこない 

53 あかるすぎ いつになっても ねむれない 

54 やさしくて 話してくれる コンセルヘ 

55 スキー場 すいすいすべれる 人たくさん 

56 アンデスが きれいに見える サンティアゴ 

57 デパルトの プールがないよ かなしいな 

 

以上 


