
趣旨

応募方法

選者全体評

主催

日本LPガス団体協議会　/　(社)日本バルブ工業会　/（中）浄水器協会　/

(社)日本琺瑯工業会 / (社)日本建材・住宅設備産業協会　/ステンレス協会 /

(社)インテリア産業協会　/（中）日本増改築産業協会　/　(社)リビングアメニティ協会/

(社)住宅生産団体連合会　/（社）日本ガス石油機器工業会　/ 日本石鹸洗剤工業会

経験ありますね。おちおちお風呂で寝てなんかいら
れません。でもこれも家族愛の一つ。風呂では元気
に歌うにかぎるかな。

選考委員

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　会長　豊田洋民　/副会長　井上強一、 /副会長　髙田幸治

前回、前々回を大きく上回る応募数に驚きました。投句の多い分、選者の意見も割れて、
選句にはかなり苦労いたしました。しかし決まってみると大賞をはじめ、各賞に入選され
た句は、やっぱり味わいのある句であると思います。もう一つ嬉しいことは、学校単位の
応募が多かった事です。五七五のリズムに乗せた日本語の美しさを学ぶことは、日本文
化の素晴らしさを知る第一歩だと思います。（三遊亭金遊）

キッチン･バス工業会

第3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、一昨年創立、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19年5月1日から平成19年8月15日まで約3か月半募集を行いました。

選考経過

（財）ベターリビング　/　(社)日本ガス協会　　/東京電力（株）・関西電力（株）

　　愛知県　三枚目の居候 　　　　　　　　　　　　　岐阜県　ミークン

二世帯住宅の様子が上手くでました。二階は若夫婦
の家族、一階はその親御さん。平穏な暮らしがよく分
かります。さて、この居候さんはどこに居るのでしょう
ね。

その結果インターネットによる応募5,705句、葉書･FAX　による応募10,604句、携帯電話
メール1,251句、合わせて17,560句の応募がありました。選考は1次選考、2次選考を行
い、9月14日に最終選考を行いました。

後援

  湯加減を
     しょっちゅう聞くな
             わしゃ無事だ

   二世帯の
         上は焼肉
               下目刺し



上手い！省略が効いています。
水鉄砲がすべてを語ってくれま
す。おじいさん、おばあさんの
寂しさも。

孫去って
   風呂にぽつんと
      水鉄砲

　　　　　宮城県　ガクちゃん
対面キッチンのせいではないで
すよ。ちゃぶ台でも同じだった
じゃないですか。

対面の
   水栓ひねり
      小言消し

島根県　亜流美

　神奈川県　万年幹事 神奈川県　雪だるま 奈良県　カボチャン

ホッとする
   ガスの炎と
      妻の顔

神奈川県　りょーちゃん

家庭の温かさ、妻の顔がありが
たいですね。ぎすぎすした世の
中で、元気の素はやはり家庭に
ありです。

片付けも
  していいんですよ？
     お義母さん
　　　　栃木県　わんにゃんこ

口出しだけでなくね。私もたま
には夕食の後ゆっくりしたい
わ。でも平和な家庭です。

   風呂行くぞ
      オーと答える
            孫二才

何時もオーと応える作者の口癖
を覚えてしまった二歳の孫。も
う可愛くて可愛くて・・・。明
るい家庭が目に見えるようで
す。
（松鯉）

  ストレスに
     耐えたげんこつ
           良く洗う

   よくもった
      風呂も夫も
         キッチンも

男は外に７人の敵あり。握った
拳をグッと抑えて、世辞の一つ
も言わなきゃならない。男は全
く辛いもの。ゆっくり浸かって
下さい。
（金遊）

そうです。使い方が上手いので
す、愛情持って使えばまだまだ
使えます。ご主人も風呂もキッ
チンも良いの選びましたね。
（金太郎）

へっついも
   ＩＨもつかえる
      ひいばあちゃん

東京都　はる

勿論、英語もフランス語もぺら
ぺら。旅行も一人でへっちゃ
ら。こんなお年寄りになりたい
なー。

なべふりの
   手際のよさで
      父復権

兵庫県　７７７

これ休日でしょうか、定年後の
日々、か。何であれ上手いこと
はいいことです。ね、お父さ
ん。



キッチンが　第２の職場で　妻の部下
　でも前の上司よりはましかも・・・。

新潟県 ゴロウちゃん

千葉県 ひまわり

風呂行っている間に　サヨナラホームラン
　出世争いでもこんなことありませんか？

京都府 大槻

まな板の　音でゴルフを　見合わせる
　敏感ですね。小心？いやこれも愛妻か？

青森県 プー太郎

風呂上がり　妻の顔見て　犬がほえ
　美しすぎるんです、きっと。

　いつか娘もこのように。そして我が家の味が守られ
る・・。

母の味 越えたつもりが母の味

キッチン・ハニー

そう、幸せは幸せと思うことに
ありです。明日は有馬の湯にす
るか。

大阪府 ふらら

質問が　多くて女房　おきてくる
　やれやれ、しょうがない。やっぱり私がやらなくちゃ。

神奈川県 菊池

キッチンで　「もったいない」を　子に伝え 　しつけの元はやはり家庭で。
 日本の分化も良さも家庭から。

神奈川県 瀬戸ピリカ

Ｉ（愛）情で　Ｈｏｔな料理を　造る妻
　愛情も強すぎると焦げてしまいますよ。

神奈川県 目指せ新妻

何食べたい？　答える夫　「旨いモン」
　かくなる私もいつも言ってます。これ真実です。

大阪府 共働き蜂

キッチンで　皮肉贅肉　消化中
　本当に消化できればいいんですが・・・。

j

埼玉県　篠原

目を閉じて
   今宵草津へ
      湯布院へ

愛知県　湯量豊富

東京都　柴田

お料理本
   定年祝いに
      手渡され

三行半でなくてよかったよかっ
た。これからは主夫の日々だ。
がんばるぞー。

「沸きました」
     妻が言わずに
        風呂がいう

最初は驚きました。どこにこん
な若い美声の人がいるのかと。
でも、家内に疑われなくてよ
かったー。

（続き）



北海道 龍神
北海道月形町立
月形小学校

青森県 愛美（まなみ）
青森県むつ市立
大湊中学校

千葉県
静けさや僕にし
みいる母の声

千葉県市原市立
有秋中学校

兵庫県

東京都

東京都

栃木県

埼玉県

東京都

北海道

奈良県

東京都

佐賀県

秋田県

徳島県

東京都

愛知県

東京都

京都府

大阪府

兵庫県

千葉県

千葉県

静岡県

岐阜県

三重県

和歌山県

三重県

千葉県

愛知県

埼玉県

埼玉県

高知県

東京都

香川県

神奈川県最近は 私一人で 大洪水 哀しいぽっちゃりＯＬ

朝起きて ふろにいくと クワガタが！！

ケンカした　その日の湯船　ブルー色

お風呂場は  昔と違い　一人だけ

我が家には　くつろぎ行きの　バスがある おかじゅん

アイデアは　会社じゃなくて　風呂でわく 長風呂好き

風呂上り　昔横目で　今そらす 怪獣さん

孫と風呂　爺とばあやが　奪い合い 山田の案山子

ケンカした　風呂に入った　水だった ティータイム

ガスコンロ　青い炎の　舞踏会 こると

お風呂場で　温泉旅行の　疲れ取る 犬助

洋風に　かえて体が　浮き上がり メタボ妻

「ボッ」と点く　ガスと怒りは　調節を 火の玉オヤジ

対面の　キッチンから見る　子の笑顔 とんび

長風呂で　娘の恋を　母は知る 風見梟

風呂焚きは　昔火吹きで　今ボタン 温故知新

トドが出た　残り湯浅く　鮃なり オカン

全電化　かかあでんかに　押し切られ 濡れ落ち葉

亡き母の　低きに気づく　台所 かみーる

切れてるぞ　ビールにつまみに　赤い糸 砂糖と塩

献立に　困ったときの　缶だのみ 参六

幼な子が　日焼けを競う　夏の風呂 つるつる

湯につかり　許す気になる　彼の嘘 春演

一度くらい　言ってみたいな　ごはんまだ のんきな母さん

ふろの中　歌えば妻が　電気けす チャブチャブ

お風呂では　とじこめた肉　開放し 岡崎

味のいい　夫の料理に　少し妬け はがくれ

定年で　風呂当番の　辞令来る ルパン

授かった　天使の笑顔　浮かぶ風呂 かすみ草

風呂なみの　熱さが欲しい　夫の愛！ 福井

手も足も　あくびしてるね　風呂の中 ミミズ

日本人　流す風呂より　つかる風呂 リート

トントントン　母はまな板　父は肩 竹の子

古くても　妻居るキッチン　五ツ星 まこペンギン

白桃の　ように初孫　風呂に抱く 世留年並子

レシピ聞く　娘の変化　父知らず なかよしきよし


