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第 25回日智商工会議所川柳大会結果発表 

 

拝啓 

 

 平素より広報委員会の活動に多大なるご協力をいただき、誠に有難うございます。 

 さて、今般開催されました第 25 回日智商工会議所川柳大会ですが、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、全応募作品を添付申し上げます。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。 

敬具 

記 

 

【大人の部】     

  
作品 名前 会社 

金賞 ビザ更新 終わるころには もう日本 横田 拓 チリ三井物産 

銀賞 泣けてくる 催涙弾と チリ治安 波握 由梨 MC INVERSIONES  

入賞 ワンチーム 今のチリこそ 必要だ 櫻井 俊 日本郵船南アメリカ 



  
      

【小中学生の部】     

  
作品 名前   

金賞 母国での 五輪逃して 在チリ中 高篠 美咲 小学部５年  

金賞 ちょっ Tomate  畑の Tomate  マジうまい 齋藤 彩来 小学部６年 

金賞 混んでると 道路で合唱 クラクション 更谷 友紀 小学部６年  

銀賞 朝のバス 窓から見える 黄金の陽 齋藤 彩来 小学部６年  

入賞 アサードは 季節気にせず いいにおい 古川 耕太郎 小学部３年  

 

   

【大人の部】 

No. 作品 

1 アンデスの ふもとに今日も なべの音 

2 トケデケダ 自宅勤務で ビール開け 

3 トケデケダ 危険地手当て 上げ時か 

4 ばかやろう 俺に向けるな 催涙弾 

5 水不足 放水だけは 別枠で 

6 支持率も ここまで落ちりゃ ギネスもの 

7 バケダノも 一晩たてば バケモノに 

8 チリに来て覚えた単語が toque de queda 

9 うるさいな 今日もどこかで カセロラソ 

10 運転の 時だけいつも 別の人 

11 困ります チリ料理という リクエスト 

12 言ったよね？ パラジェバールって 言ったよね？ 

13 メイソウは ダイソーユニクロ アミーゴか 

14 気をつけて 日曜お店 やってない 



15 チョリパン 名前見た目の まんまやん 

16 ここスタバ あそこもスタバ ありすぎない？ 

17 青空に 高々登る 雲とウモ（Humo） 

18 ペソ安で どんどん目減る 資産価値 

19 泣けてくる 催涙弾と チリ治安 

20 打ちこわし ええじゃないかと 盗り放題 

21 降車して 踏み絵のごとし 踊らされ 

22 ディエシオチョ 毎月この日は 騒げる日 

23 信号機 みんなで壊せば 悪くない 

24 デモ活動 課外活動 やめらんね～ 

25 放課後に 火遊び放火後 ほおかぶり 

26 学校で 三大義務って 習ってる？ 

27 夏休み デモ活動も ひと休み 

28 駄々こねて 国譲歩して 成人す 

29 世知辛い あなたはパコで ぼくミリコ 

30 青になり 鳴らされカチン 逆あおり 

31 皆願う 路肩走行 罰当たり 

32 見てみたい 整列乗車の できる日を 

33 YOが一番 世のため人の ためでなく 

34 Saqueo行く 若者何盗る 酒を盗る 

35 値上げして 被害はトレイン 大炎上 

36 ラムネ飲む チリ人大体 開けられない 

37 今年のチリ 花火の代わりに 火花散る 

38 どこいった コップはスペイン 飛んでった 

39 自動車を 今買い替えるのは アウトだな 

40 
年末は ヘイポー（ガキ使）マイポー（チリ） 大艶笑

（炎上） 

41 
海軍の三笠（わたしの家）に司（司令官，あなたの家）

をご招待 

42 日食で ラ・セレナタコの 大賑わい（大渋滞） 

43 キンチョー（アサード）の 日本の真冬 チリの夏 

44 妻発令 真夏は日中 トケデケダ 

45 30 ペソ 小遣い増やすと 妻英断 

46 チリ名産 サーモン求め サケオ行く 

47 終わりなき デモと妻の ショッピング 

48 改革は 進めどビザは まだ出ない 

49 運動会 負けて泣く子らに もらい泣き 

50 手品師か 万札が千札になる タクシーナイト 



51 WhatsApp  無事着いたに ほっとする 

52 終わらない ウィルスとデモ 不安増す 

53 Saqueoから 避けおうとせず 便乗だ 

54 散々だ プロはプロでも プロテスタ 

55 仕事より 一生懸命 プロテスタ 

56 不満だけ 答えの出ない プロテスタ 

57 不満なら 暴力よりも 投票で 

58 Sin Gas と 何度頼めど Sin が Con 

59 Pago débito. ¿Dijiste crédito? ¡No débito! 

60 我が娘 君にもいつか toque de queda 

61 ビザ更新 終わるころには もう日本 

62 Toque de queda 出ていたときは 夢の中 

63 デモ終わり チリの未来は 快晴だ 

64 焼けちゃうよ 夏の陽射しで チリチリに 

65 放水も 潤う者は 富裕層 

66 トケデケダ 構わず営業 中国人 

67 夏休み 毎日続く うたげの夜 

68 水不足 庭木の手入れ おこたらず 

69 すぐ終わる？ 隣も始める 鍋叩き 

70 豪の火事 太平洋すら 越えて来た 

71 従業員 今日は何時に帰そうか 

72 出張者 去年のデモで 思い知る 

73 鍋を買う 受け取るために 年金を 

74 ピニェラが ピ二ェラが悪い ピ二ェラが 

75 塩味をこよなく愛すチリの人 

76 名物は？聞かれて困るチリ料理 

77 メルカドの魚の皮が乾いてる 

78 食材の良さを活かせよチリの人 

79 言動の責任持たないチリの人 

80 帰るとき 毎回悩む チリ土産 

81 チリに来て たまには恋しい 雨模様 

82 レストラン 麺は茹で過ぎ 肉焼き過ぎ 

83 水不足 水が無ければ ワイン飲む 

84 暴動で 盗っていくのは 家電かよ！ 

85 暴動で 水を買えずに ワイン飲む 

86 憲法の 中身も知らず 改正よ 

87 ワンチーム 今のチリこそ 必要だ 

88 トケデケダ それならしゃあない 徹マンだ 



89 トケデケダ 宅飲みアタマが 溶けてきた 

90 トケデケダ 出生率が 上がるかも 

91 週末は Uberの如く 妻を乗せ 

92 誕生日 オフィスと家庭の 温度差よ 

93 週末は ウーバーイーツで 引き篭もり 

94 休み明け 熱い抱擁 戸惑うよ 

95 他人とも 挨拶交わす エレベーター 

96 帰国して ドアを閉めちゃう タクシーの 

97 赤土に 蒼天の星 かむり雪 

98 郷土では 報道されぬ チリ暴動 

99 流行語 今年の大賞 TOQUE DE QUEDA 

100 南米の オアシスと人は 言うけれど 

101 暴発の谷間に 束の間 チリの夏 

102 チリが行く 改憲の道遥かなり  

103 焼き加減 黒焦げウェルダン バス、メトロ 

104 酒求め スーパー寄れば Saqueo 明け 

105 春風や 花粉と漂う 催涙ガス 

106 チリ騒乱 人権問題 再浮上 

107 朝出勤 帰宅の足を 気にし始め 

108 トケデケダ チリのイメージ ガタ落ちに 

109 戦車部隊 ラスコンデス路上に 突如出現 

110 暴動で チリペソ暴落 物価高 

111 排ガスを 逃れて山から 車通勤 

112 品薄な ショーウィンドウ 盛る技術 

113 ベランダの庭園 花より蚊を育て 

114 地下鉄で 売るは合法 買うは違法 

115 財布スリ 神の恵みじゃない 俺のもの 

116 南北に長くて 日食観るチャンス 

 

【小中学生の部】 

No. 作品 

1 ピルピルの 赤にさそわれ ああからい 

2 アサードは 季節気にせず いいにおい 

3 スペイン語 ２年経っても わからない 

4 母国での 五輪逃して 在チリ中 

5 チリいれば 日常茶飯事 クラクション 

6 肉買って 家族みんなで バーベキュー 



7 日本より お得なねだん チリの肉 

8 セミの声 聞こえないチリは 夏なのか 

9 ちょっ Tomate  畑の Tomate  マジうまい 

10 五月雨を 集められるほど 雨はない 

11 夏ガ来タ 暑サニマケヌ 子ドモタチ 

12 朝のバス 窓から見える 黄金の陽 

13 混んでると 道路で合唱 クラクション 

14 チリ野菜 オバケキュウリは でかずぎる 

15 チリ人は 意外とルール 守ってる 

16 この一年 異常気象で みな困る 

17 ラパ・ヌイで 眠れる山の モアイ像 

 

以上 


