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第1回　キッチン・バスの日　記念

入選作品　発表

キッチン・バス工業会は、昨年創立40周年を迎え、文化の日の前日の「11月2日」を『キッ
チン・バスの日』と制定しました。日本のいい文化、伝統ある文化をみんなで考える機会
になればと思います。身の回りの文化を考えることも大事と考え、家庭での台所、お風呂
にまつわる川柳の募集を行いました。

平成17年11月2日から平成18年1月31日まで約3ヶ月間募集を行いました。

その結果インターネットによる応募5,066句、葉書による応募7,197句、合わせて12263句
の応募がありました。

選考は1次予選、2次予選を行い、3月22日に最終選考を行いました。

落語家　三遊亭金遊 /　山遊亭金太郎 /　講談師　神田松鯉、

(財)べ夕一リビング　理事長　那珂　正、

キッチン・バス工業会　副会長　井上強一、 高田幸治

    心まで
       大の字にして
             終い風呂

    台所
       種火のように
             祖母がいる

かつて一家を切盛りし、家族の「食と健康」を支えて
きた祖母。第一線を退いた今もダイニング・キッチン
の、いつもの席に、ちょこんと坐っている。その存在
感を「種火のよう」と捉えた作者の感性に脱帽。長幼
の序が軽んじられる昨今の風潮、泪が出るほど嬉し
くなる作品。

なぜか終い風呂は落ち着ける。後から入る人が居な
いから、いくらでもゆったりとできる。「心まで大の字
にして」にゆったりとくつろいでいる様子がよく出てい
る。お風呂も小さな湯舟ではなく大きな湯舟であろ
う。当然浴室も大きい。

川柳ブームを反映してか、キッチン・バスという限定されたテーマにも拘らず、一万二千
句以上の応募がありました。
しかも、仲々の力作揃いで選句にも、かなり苦労しました。捨て難い句も沢山ありました
が、賞の数が決まっており、涙を呑んで落とすという結果になりました。(金遊)

キッチン・バス工業会

（財）ベターリビング　/　(社)日本ガス協会　/　(社)インテリア産業協会



  母の日も
     母はやっぱり
        仕舞い風呂

  だいどころ
     やっぱりここが
        ホッとする

    孫と風呂
       無口な父の
          話し声

　福島県　パンダちゃん 宮城県　佐々木ササ 東京都　とりぴあの

ああ光景が目に浮かぶようだ。昔
から子は夫婦の鎹(かすがい)と云
われて来たが、最近は、孫が二世
帯の鎹と云う時代かな。玄関も、居
間も別々の親子二世帯の唯一の
共有の場がお風呂場だ。孫の入浴
に四人係りで大騒き、そこに笑い
が生まれ一時和む。団欒場所と云
う住居時代を見据えた川柳だ。こう
云う赤ん坊はユカゲンな子じゃな
く、素直な子に育つだろうな。二世
帯万歳。お風呂場万歳！（金太
郎）

平均寿命と、自分の年齢との差が
詰まってくると、無駄な出費を控え
たくなるのが人情なのか。私の師
匠も晩年、そういうことを口にして
いた。「生命線が長い」と言われ
て、風呂の改造に踏切った無邪気
さが可笑しい。生と死、ギリギリの
ところで生れる"笑い"は高級だ。
（金遊）

ほのぼのとしていい川柳ですね。
父は母にいたわりの言葉を忘れな
い。そんな父を見ていて、娘は父
の優しさが判るから嬉しい。そし
て、家族のために精一杯家事にい
そしむ母。温かい家庭が目に見え
るようです。人間、思えば思わるる
で、そこには信頼関係が生れます
ね。（松鯉）

  我慢して
     おいしいと言う
           父が好き

  二世帯を
     取り持つ孫の
           バスタイム

  生命線
     長いと言われ
           風呂改造

　　　　広島県　アスパラ　　　東京都　みかのママ　　　　　　佐賀県　はがくれ

母とはいつの日でもこのように振
舞うものであろうか。昔気質の母
親としてのわきまえを持った母を思
う。一見頑固だが優しい母親の姿
がある。

「ホッとする」が命の一句。炎の暖
かさが感じられる。火は時には人
の心も暖めてくれるのだ。炎のある
台所の暖かさが懐かしい。

普段無口で無愛想な父も孫には
優しい。風呂場から洩れてくる孫と
の会話あるいは孫をあやしている
父の声。自分が赤ん坊の時もこの
ように父は話してくれたのだろう。



長風呂を　させたかったな　亡き母に
独楽(こま)のようによく働き一時も休むことのなかっ
た母、いい母であった。そんなことが言外に感じられ
る。

女房と　キッチンいつから　ど真ん中

キッチンをのぞいてやめたプロポーズ

包丁が　弾む息子の　里帰り

　　　　　　　　愛知県　マツムラ

アイランド型キッチンや対面式のキッチンはドカンと
部屋の中にある。そんなキッチンに比例して女房の
存在感も確かに増している。

心配してくれるたけでもありがたいか。いや、早く出ろ
との催促かも知れないぞ。微妙な夫婦の掛け合い。「生きている?」ちょっと長湯に　妻の声

　　　　　　　　埼玉県　きんたろう

キッチンの　高さをオレに　合わせるな

　　　　　　　　　　神奈川県　蒲田

　　　　　　　埼玉県　麦麻呂

リフォーム時のつぶやきか。定年後の夫のことを妻
はちゃっかり考えている。ぶつぶつ言いながらも妻に
従う夫の姿が読み取れる。

嫁姑の中はそう簡単ではない。心の中では分かって
いても仲たがいはあるし、その逆もある。時には連合
して夫に歯向かってくる。

色々な温泉に行ったが、結局は我が家の風呂が一
番落ち着ける。風呂ばかりでなく、我が家が一番落
ち着ける場所なのだ。

何ともとんでもない句。風呂で冷やしているはずのス
イカが煮えていたとは……。そういえば水で冷やした
スイカはなぜか一味違っていた。

キッチンがキレイすぎたのか、乱雑であったのか。神
経質もいやだしだらしないのもいや。嫁選びは難し
い。さて、向こうはどう思っているのだろうか。

母親の子を思う気持ちというものはいつまでたっても
変わらない。大人になっても田舎に帰れば子供の頃
のように迎えてくれる。母の気持ちがよく伝わってく
る。

IHヒーターが鍵。愛とエッチにひっかけているのだが
最新のシステムキッチンを備えた近頃の若い新婚家
庭が思われる。さて、この愛とエッチ耐用年数は何
年？

新婚さん　　IとHの　ある家庭

　　　　　愛知県　のぼる

　　　　　　　　徳島県　幾原

　　　　　　　　静岡県　満川恒朗

　　　　　　　　　　静岡県　秋山

　　　　　　福島県　渡辺

　　　　　　大阪府　駄目亭主

嫁姑　同志にさせる　台所

温泉を　巡って落ちつく　家のバス

出し忘れ　スイカ煮えてる　夏の風呂
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キッチンで　怒り沈めて　リビングへ
まな板に　時を刻んで　喜寿の母
妻よりも　使い勝手が　いい流し
風呂替えて　カラスがタコに　変わったよ
タ食を　待ちながら見る　サザエさん
沸きました、やもめ暮らしに　電子嬢

対面型　いつも目が合い　疲れ増す
溢れた湯　こわくて量を　測れない
かんしゃくの　くの字消えゆく　バスタイム
キッチンの　母の背見つめ　母になり
お風呂場で　夫婦の情報　孫に聞く
風呂出来た　飯はまだかで　半世紀

皿洗う　音で夫に　抗議する
風呂場から　ごはんまだかと　ママの声
「茹で立ての孫一丁ッ」と　妻を呼ぶ
バスタオル　これはパパのと　書く娘
めしと風呂　あとはお前が　いれば良い
母テレビ　父はキッチン　我が家の図

バスルーム　昔愛の巣　今逃げ場
風呂出れば　名句はかなく　湯気と消え
キッチンで　貝になりたい　時がある
煮え切らぬ　亭主に鍋が　煮えたぎり
またカレー　告げロをする　換気扇
対面が　いい日もあれば　つらい日も

まな板に　喜怒哀楽が　刻まれて
ごめんなさい　言えない時の　皿洗い
幸せの　数だけ増える　洗い物
９時からの　ドラマ観たくて　風呂奪う
風呂の壁　音痴家族で　ヒビだらけ
味見する　ママより先に　紅葉の手

キッチンを　磨いて添える　花一輪
全国の　名湯めぐり　わがバスで
湯上がりの　娘盛りは　目にまぶし

なぜかしら　半身浴の　お湯あふれ
主婦の城　明け渡したい　定年後
仕事終え　ミスをミストで　忘れ去り
節約を　ロ実にして　夫婦風呂
炎から　我が家の味が　引き継がれ
台所　昔北向き　今南

夢眠
江戸門弾
ゆうシャン

何かある　ダンナがみずから　風呂そうじ
リフォームを希望　キッチン・バス・素肌
ひと気ない　厨にアサリの　大あくび
湯舟にて　ゆずひとつだけ　旅をする
切れてるぞ　リンスシャンプー　赤い糸
素材良し　キッチン又良し　あとは腕

キッチンで　家族のリズム　診てた母
リストラと　知らず朝風呂　うらやまれ
あひるちゃん　遊んだ我が子　白鳥に
冷戦が　乱切りにする　具の豆腐
キッチンに　灯りもどった　母退院
換気扇　気まずい空気　換気して

窓を開け　今宵は月と　入る風呂
伸びた爪　包丁持てぬ　娘に育ち
台所　日本の朝が　音立てる
お先にと　妻は湯殿へ　土俵入り
キッチンと　バスが見てきた　泣き笑い
言えないこと　湯舟に潜り　泡に変え

手伝えば　あんたお邪魔の　台所
米といで　包丁といで　爪をとぐ
風呂和風　キッチン洋風　おれ古風

キッチン城王
ゆみこ
紙風船
ココナツ
まさと
小名木の白鷺
ぷんぷん
主夫
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のぼる
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米元
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むうむう
どえん歌
前田はるき
昔花嫁今鬼嫁
弘明
ユーサク
散歩
とっと
とほほー助
自分には甘め
花ちゃん
徳武

野田
左古
北條

飛梅
高橋
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和柳
めい
栗原
マイエプロン
橋本
涙紅
富谷
まぶろん
浅野
一円玉
ジョゼ
小野真澄
ほっと家族
野うさぎ
ぽんぽこたぬき
ちいかお
桜田


