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カマラ会報編集・広報WEB委員会 

理事	 中山泰弘 

 

毎年恒例の川柳大会、今回で 22 回目となりました。昨年までは 11 月頃に募集、12 月〆

切としていましたが、1年を振り返った作品だけでなく、新しい 1年に向けての作品も募り

たいという趣旨から、年明け 1 月に開催しました。短期間での募集となってしまいました

が、計 91作品もの応募をいただきました。応募いただいた皆様、社内・校内で広報いただ

いた皆様、改めて御礼申し上げます。 

作品を見ますと、2016 年のチリでの出来事、時事ネタ、流行語をうまく盛り込んだ作品

や、日頃チリ生活で感じていらっしゃる思いを５・７・５の中にぶつけている作品など、

今回も非常に読み応えのある作品揃いとなりました。 

次回、23 回目は今回を上回る応募を期待したいと思います。この 1 年、チリで生活され

る中でふと感じたこと、起こった出来事などを都度書き留めていただき、川柳の形に変換

し、まとめてご応募ください（数の制限はございません）。力作、傑作を楽しみにしており

ます。 

 

	 今回の受賞作品（金賞１、銀賞２、入選２）は以下のとおりです。受賞された皆様、お

めでとうございます。 

 

金賞	 日本食	 大事に保管し	 期限切れ 
応募者	 智利三菱商事 情野 将弘 氏 

 

銀賞	 教育費	 タダでもデモで	 授業無し 
応募者	 個人会員 増田 尚樹 氏 

 

銀賞	 チリなのに	 銅すら取れず	 リオ五輪 
応募者	 JETROサンティアゴ事務所 中山 泰弘 氏 

 

入選	 ウインカー	 出さずに取れる	 免許証 
応募者	 チリ住友商事 福原 豊樹 氏 

 

入選	 悠久の	 時が流れる	 チリのレジ 
応募者	 タキイチリ 鳥羽 裕 氏 



 

第 22回川柳大会応募作品一覧 

1 ウインカー	 出さずに取れる	 免許証 

2 合格だ ! 免許取るなら	 稲門会 

3 類題を	 集めて強し	 稲門会 

4 大雨で	 断水になる	 不可解さ 

5 日の出より	 始業が先だ	 チリの朝 

6 雨上がり	 山肌染める	 雪化粧 

7 目隠しで	 銘柄当てる	 自信なし 

8 悠久の	 時が流れる	 チリのレジ 

9 フェリアにて	 半足の靴	 誰が買う？ 

10 夏でさえ	 氷の冷たさ	 チリの海 

11 夏の浜	 半袖短パン	 防寒着 

12 チリなのに	 銅すら取れず	 リオ五輪 

13 I have a RUT	  I have a passport	  チリ旅行 

14 寒い日はバスで暖とるチリの犬 

15 Bipなく市バス乗降チリの犬 

16 こぼすのもワインに変わり帰任かな 

17 本社にてランチに遅れるチリ時計 

18 出張後、主な報告、食べたもの 

19 ラクエンタ、何度も依頼しもう懲りた 

20 中南米、旅行の楽しみ日本食 

21 日本食大事に保管し期限切れ 

22 チリ免許取得し関白宣言す 

23 捨て犬に負けじと飼い犬吠えまくる 

24 ブレーキ音、毎晩夢でうなされる 

25 教育費	 タダでもデモで	 授業無し 

26 民よりも	 息子に教育	 させましょう 

27 客なのに	 小銭ないの？と	 おこられる 

28 いつ出社？	 土日に祝日	 バケーション 

29 ランク下げ	 他よりましの	 優等生 

30 日本チリ	 自身の地震に	 自信あり 

31 この霞	 火事かアサドか	 スモッグか？ 

32 マイペース	 長蛇の列でも	 急がない 

33 比較論	 短気な私は	 日本人 



34 国の顔	 年増の娼婦と	 サイコパス	  

35 オールインクルーシブ 食あたりも インクルーシブ 

36 波と戯れビキニも鑑賞 50年ぶりの脱皮です 

37 ミルク代をと 最後にねだられ 他生のえにし 

38 スーツケースが出てこない あてにしないがあきらめない 

39 腰痛気味 良くなるかも・・と 行くテニス 

40 気をつけて ノセプレオクペ(No se preocupe) 要注意 

41 さようなら ヒラリーイギリス バチェレさん 

42 メルクリオ	 チリの記事より	 不動産王 

43 数日の	 小雨で氾濫	 マポチョ川 

44 チリ人に	 言われ続けた	 「カチャイ(cachai)なの？」 

45 チリ来ても	 逃れられぬは	 地震の揺れ 

46 日焼け止め	 塗らずにゴルフ	 ただのバカ 

47 はい、定時	 チリ人そろって	 店じまい	  

48 チリのバス	 小さくないけど	 ミクロだよ 

49 ラッシュアワー	 東京以上に	 ストレスだ 

50 メトロ乗る	 ドアの近くが	 いつも混む 

51 辞書にない	 単語が沢山	 チリ言葉 

52 どこに行く	 バチェレ政権	 不透明 

53 サンティアゴ	 人口集中	 サンティアゴ 

54 Lo que pasa que（ロケパサケ）挨拶なのか？チリ人の 

55 電話取り Con quien hablo?	 どちら様? 

56 暑くても	 チリの海より	 家プール 

57 夏の暮れ	 赤い日没	 きれいです 

58 ワインの畑	 火事で全焼	 トラへディア！ 

59 コモエスタイ	 これはホントに	 スペイン語？ 

60 マラソン中	 サベスビタクラ？	 聞いてくる 

61 マラソンで	 走る人ほとんど	 太ってる 

62 レジは待つ	 信号待てない	 チリの人 

63 普段から	 チリクラクション	 リズムいい 

64 赤信号	 すぐにスマホよ	 チリムヘル 

65 暑すぎる	 そんなときには	 サンオイル 

66 チリ地震	 お見舞いメール	 Ｐ波なみ 

67 排気ガス	 山火事よりも	 目にしみる 

68 日本では	 チリより安い	 チリワイン 



69 夏に雪！	 初冠雪か？	 なごり雪？ 

70 五月雨の	 集めてあふれし	 マポチョ川 

71 五月雨の	 降り沈めてや	 コスタネラ 

72 バス通勤	 あれあれサンタも？	 衣装着たまま 

73 大晦日	 ラッキーまだまだ	 ナビダッドセール 

74 I have a サンチャゴ	 I have a 日本人学校	 ア！確かな学力 

75 泥水を	 集めてはやし	 マポチョ川 

76 アルパカは	 ひつじじゃないよ	 ラクダだよ 

77 ごめんなさい	 小銭がないのよ	 エンパケさん! 

78 運転中	 不意を打たれる	 落とし穴!	  

79 すきやきで	 不安がよぎる	 生たまご! 

80 カバンから	 目が離せない	 レストラン! 

81 仕事より	 一生懸命	 パロとデモ 

82 聞かれても	 困るセンソで	 居留守かな 

83 ノーで聞かれ	 欲しくないのに	 シーで返事 

84 なんどきも	 変化わからず	 不定詞で 

85 馴染めない	 体型だけは	 馴染んでる 

86 分からない	 時制の変化	 自制なし 

87 仕事でも	 アサドの時の	 動きして 

88 あいさつで	 あやうく男に	 エアキッス 

89 塩の雪	 サラダにふって	 去る（sal）健康	  

90 チリに慣れ	 家を出るのは	 集合時間 

91 ビーニャデルマル	 綺麗な女性は	 アルゼンチン人 

 


