
第 27 回日智商工会議所川柳大会結果発表 

広報委員会 

 

 先般開催されました第 27 回日智商工会議所川柳大会ですが、コロナ禍にも関わらず

沢山の会員の皆様のご応募を頂き、誠にありがとうございました。広報委員会で審査

をした結果、下記の方々が入賞されましたので、ここに発表させていただきます。ま

た、全応募作品は以下の通りです。弊委員会では、また同大会を企画する予定ですの

で、その際は奮ってご参加下さるようお願い申し上げます。 

 

 

１． 入賞作品   

   

【一般の部】 

 
    

  
作品 名前 会社 

金賞 チリ赴任 辞令出たけど まだ日本 野村 知宏 NEC チリ 

銀賞 今年こそ 一度は見たい モアイ像 塩山 大吾 

MITSUI & CO. 

MINERAL 

RESOURCES 

DEVELOPMENT 

(LATIN AMERICA) 

LTDA. 

銀賞 バカシオン お土産代わりの オミクロン 横田 拓 チリ三井物産 

銅賞 共稼ぎ 在宅勤務で 居場所無し 野村 知宏 NEC チリ 

  

 

 

 

 
 

      



【小中学生の部】     

  
作品 名前 学年 

金賞 サンタさん 夏は来ないと 親は言う 後藤 壮太朗 小６ 

金賞 初対面 だけど呼ばれる アミーゴと 奥 直日登 小４ 

銀賞 日が長い 夜がおそくて 朝ねむい 増田 岬 小２ 

銅賞 
コロナ禍（か）を コロナ鍋（なべ）だと 

思ってた 
山田 華凛 中１ 

 

 

２． 全応募作品 

                                【一般の部】 

No. 作品 

1 ポージョポージョポジョ鶏の肉 

2 お寿司屋でオートロ大トロポルファボール 

3 憂鬱な部屋から眺める青い空 

4 “あたりまえ” コロナで気づいた 宝物 

5 海、宇宙 会議に選ぶか？ その背景 

6 孫成長 スマホで確認 早 2 年 

7 店員の 多さに接客 反比例 

8 爆睡し 出勤した夏 夜 8 時 

9 岩に立つ 孤高のグアナコ 何思う 

10 グレイ湖の 氷河はまるで ブルーハワイ 

11 カラフルは バルパライソか 紅白か 

12 ついに来た 子の思春期 エダデパヴォ 

13 新年に 黄色いパンツ ダメルキタ 

14 太るのは 新年よりも ディエシオチョ 

15 ノビアとは 恋人でなく いいなずけ  

16 ポローラを 親に紹介 ノビアだよ 

17 デブじゃない 僕にやさしく チャンチート 

18 南米の 広島弁は チレニズモ 

19 コロナでも 大統領でも 右往左往 



20 チリ赴任 辞令出たけど まだ日本 

21 共稼ぎ 在宅勤務で 居場所無し 

22 朝起きて 出勤するのは 過去の夢  

23 巣籠で スーツとネクタイ お蔵入り 

24 朝起きて プロ野球見て 夜おおたに 

25 エレベーター 動きでわかる 日本製 

26 4回目 それでも終わらぬ オミクロン 

27 肉を焼き 水着で楽しむ クリスマス 

28 マスク無し 素顔が見れる オンライン 

29 左派ドミノ 塵も積もって チリも来た 

30 チリ向日葵 3m越え 花見えぬ！？ 

31 これスイカ！？ 大きすぎて 割れやしない 

32 ついに来た Fin del Mundo 行って Q！ 

33 大晦日 正午に届く おめでとう 

34 甘いもの どれを食べても マンハール 

35 質問が できても返事 聞き取れぬ 

36 買い物後 真っ先に肉 切りわける 

37 夏プール 正月気分は どこへやら 

38 チリ人の 返事は何でも ペルフェクト 

39 チリにきて 晴れるはいいが 塵（チリ）ばかり 

40 サンタさん 夏のチリにも 来てくれた 

41 ジジイでも いつも呼ばれる ホーベンと 

42 チリの人々 電話大好き 最優先 

43 それは なぜか チリだから 

44 チリ人化 日本に行って 働けない 

45 チリのゆるさに すくわれる 

46 料理写真、俄かシェフの自己満足 

47 顧みる、何をしていた３５の時に 

48 快感に変わりつつある鼻 PCR 

49 パソ４で、馴染みの顔に初めまして 

50 四回目、次は当たれよファイザーが 

51 備蓄尽き、日々待ちわびる出張者  

52 テイスティング 値段を聞いて「こりゃ美味い」 

53 副反応 なければないでやや心配 

54 2本空く だれも止めない WEB飲み会 

55 塗り忘れ すぐそこだからと マスク焼け  

56 また日食? 気付いたときには メガネなし 

57 ボリッチ氏 左派さりながら 大統領～ 

58 ウニ食いて 此処はスシロー 言い聞かす 

59 「大統領 末は博士か ボリッチか」 

60 「サンティアゴ 間違われるよ サンディエゴ」 



61 「雨降らず 引越荷物 傘いらず」 

62 デルタ株 オミクロン株 次は何株 

63 オミクロン あっという間に コロリ感染 

64 チリ政治 若い世代に 引き継がれ 

65 今すぐに 行動起こそう 気候変動 

66 ダイバーシティ もっと進めて インクルージョン 

67 男女対抗 紅白歌合戦 来年は？ 

68 日々起こる 凶悪犯罪 明日は我が身 

69 選挙イアー 最後のオチは ボリッチ 

70 今後の主役 再生エナジー チリにあり 

71 投票所 誰にするかで 思案中 

72 長い列 チリ人の我慢 お疲れ様 

73 大丈夫（？）ワクチン打って 心配し 

74 男尊女卑 声上げ始めた チリ女性 

75 先住民 新憲法の 主役かな（？）  

76 女性優位 ボリッチ大統領の 英断か 

77 旅行代 PCRが 上乗せに 

78 今年こそ 一度は見たい モアイ像 

79 花粉症 日本は 2月 チリ 9月 

80 チリの家 広いが課題は 水回り 

81 チリの家 拭いても拭いても チリ積もる 

82 在宅で 自慢のスーツに チリ積もる 

83 恋人が ファーストレディー チリやるね 

84 学生の リーダーなれるか 国の長（おさ） 

85 隔離宿 意外といける 配給食 

86 制憲は 正権映す 鏡たれ 

87 4度目で やっと憧れ ファイザ打つ 

88 副反応 ファイザ打てれば なんのその  

89 PASO違い 前 出歩けず、今 食べれず 

90 パラ五輪 メダル 6つで チリ健闘 

91 テレビ五輪 見たい日本が 出てこない 

92 マスク無し そんな卑猥な ことできぬ 

93 あらいやだ 化粧はせずとも マスクする 

94 戻れない マスク無しなど 超卑猥 

95 恥ずかしい マスク無しでは 丸裸 

96 差し出した、握手はグーパー ジャンケンか 

97 握手の手 グーパーちぐはぐ どっちやねん 

98 暴走車 エリートなのか 高級車 

99 好々爺 ハンドル握ると 人変わる 

100 停止線 止まらないのは 当たり前 

101 耳にタコ マスク外して ホッとする 



102 夜中まで 毎週フィーバー ご近所さん 

103 人格と 反比例する 車格かな 

104 吠えまくる 犬が語るは 飼い主さん 

105 桃 イチゴ ブドウが並んで 旬はどれ？ 

106 サンチャゴで 布団干したら 塵まみれ（泣） 

107 あいかわらず ビザ待ち 家族いつ来れる？ 

108 ラーメンは 5 分で食えと 指導したい 

109 YO ME VACUNO 読みたいけれど 読めません 

110 大騒ぎ カトリカファナティコ 道占拠 

111 チリ代表 カタールへの道 遠くなり 

112 チリと日本 プレーオフで 激突か？ 

113 オミクロン これで許して 4 回目 

114 ファセトレス どこ吹く風で 誕生会 

115 年金を 3 回もらい 物価高 

116 自動車も 半導体も 見つからず 

117 感染も 無症状なら ただの風邪 

118 不摂生 ワクチン打って 夜更かしか 

119 テレワーク 日に日に増える 妻の愚痴 

120 いつ終わる？ 出口見えない 尾身苦労（オミクロン） 

121 習（ＸＵ）跳ばし 忖度するよ オミクロン 

122 感染増 会社社行かずに 休暇取る 

123 夏季休暇 事務所以外は 密になり 

124 もう歳か 大統領も 年下に 

125 揺れるチリ 右に左に 民意散り 

126 もう一度? 深酒防止に Toque de Queda 

127 ブースター 打ってフィエスタ クラスター 

128 バカシオン お土産代わりの オミクロン 

129 リニューアル まるで伊勢丹 ファラベーラ 

130 夏くらい メニューに入れて! Café Frio 

131 対コロナ 半年ごとに 再接種 

132 これからは 半年ごとに 再接種 

133 ワクチンの 効き目切れたら 再接種 

134 ワクチンの 効き目切れたか 第六波 

135 大行列 なにかと思えば PCR 

136 Mascarilla , No uso-Muy malo , Nueva era 

137 アサードだ、チリでかっ飛ぶ、笑タイム 

138 俺もなる、トングとカルネ、二刀流 

139 チリに来て、増えた家族の、笑顔あり 

140 いつの日も、Hija の笑顔に、救われる 

141 カフェラテと 何が違うの コルタード 

142 探せども いつもの商品 見つからず 



143 あ、あった！ 見つけた時に まとめ買い 

144 コモセヤマ？ スタバネームで 乗り越える      

145 利きワイン 選ぶのいつも 安ワイン 

146 Peluqueria  行ったらいつも 角刈りや 

147 出張後  negativo 出るまで 上の sola  

148 コロナ禍で 消毒意識し 酒増える 

149 給付金 地球の裏まで 届かない 

150 行けずじまい 老後の夢に モアイ旅 

151 Gimnasio あっても行かねば 意味なしよ 

152 チリ選挙 圧政、失政、うっせぇわ 

153 オータニサン！ 応援で飲み過ぎ 小（ショウ）Time 

154 憧れた 睡眠学習 二兎追う流 

155 川柳に 目が無い我が社の 「一句ボス」 

156 ボリッチの 理想為せるか 世事者か 

157 また変異 ギリシャ文字が 足りるかな 

158 ボリッチよ チリの未来は 君次第 

 

 

                                【小中学生の部】 

No. 作品 

1 山登り 長い時間は つかれたな 

2 アラジャンで スイカわりして おいしいな 

3 チリ人化 いつでもどこでも HOLA HOLA HOLA 

4 いつも晴れ かんそうしている サンティアゴ 

5 かぜふいて ひこうきゆれる パタゴニア 

6 真夏の日 感じられない クリスマス 

7 サンタさん 夏は来ないと 親は言う 

8 はじめての 修学旅行 三人で 

9 チリの海 泳ぎたいけど 波高い 

10 サボテンは とげがいっぱい いたそうだ 

11 サンチャゴは アンデス見れて きれいだな 

12 コロナだよ マスクをつけて たいさくだ 

13 オミクロン 平和な世界 戻る矢先に 

14 コロナ禍で 今だけの旬を 考える 

15 コロナかで 毎日手洗い 手カサカサ 

16 チリの冬 ハンドクリーム マジ命 

17 コロナ禍（か）を コロナ鍋（なべ）だと 思ってた 

18 チリ人化 渡ってしまう 赤信号 

19 初対面 だけど呼ばれる アミーゴと 



20 アンデスの コピウエの花は うつくしい 

21 サンティアゴの くだもの食べて おいしいね 

22 日が長い 夜がおそくて 朝ねむい 

23 夏休み アタカマ塩湖で 塩まみれ 

24 うれしいな Hola！Como te llama？ だれにでも 

25 ジュンボには いろいろあるよ たのしいな 

26 コンドルは おおきなはねで とんでるな 

27 くだものは チリがいちばん おいしいな 

28 チリの人は にっこり笑顔 やさしいな 

29 このチリは サーモンうまい さいこうだ 

30 水不足 わたしの肌も 水不足 

31 サンタさん 夏は無理せず 薄着でね 

32 フラミンゴ 片足で寝て 平気なの？ 

33 山登り 1 年みんなで やっほっほー 

 

 

 

 


