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第4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、平成17年に創立40周年を迎え、「11月2日」を「キッチン・バスの
日」と制定しました。これを記念して以後、毎年川柳の募集を行ってきています。家庭の
中心には、昔から台所があり、また囲炉裏端で家族のコミュニケーションが図られていま
した。また、お風呂は　昔から一日の疲れを癒す場所となっています。　良質なキッチン・
バス製品を提供することにより、ご家庭でこのような日本のいい文化、伝統ある文化をみ
んなで考える機会の一助になればと思います。今年は少し範囲をひろげて「ご家庭での
思い出や出来事」を川柳として募集しました。

平成２０年５月１日から８月１５日まで約３か月半、葉書、ＦＡＸ、ホームページ、携帯電話
等の手段を使っての応募を受け付けました。募集の案内についてはキッチン・バス工業
会のパンフレット、ホームページ、加入各社のホームページ等を活用しましたが、このほ
か　多くの業界紙・誌やマスコミの方々のご協力を得ることが出来ました。
その結果、インターネットによる応募５，９４６句、葉書・ＦＡＸによる応募、２０，８９０句、携
帯電話による応募１，６２３句、合計２８，４５９句　の応募がありました。選考は１次選考、
２次選考を経て９月１０日に最終選考を行いました。

人生の縁で結ばれた赤い糸、もつれもすれば切れも
する。でも、結い直せるとは、とりもなおさずめでた
い。

「大丈夫」とはどういうこと？  あれ、この人、賞味期
限切れを出したの知っているのかな。

後援

（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）

   赤い糸
      風呂でほどいて
         結いなおす

  「おいしい？」と
      聞くと答えは
          「大丈夫」

　　      神奈川県　年増のかぐや姫 　　　     　　　　　　埼玉県　瓦葺トンズラ

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

回を重ねるごとに投句者も増え、なんと今回は２８，４５９句。
しかも、全体的にかなりレベル・アップしており、入選句のどれが大賞になっても不思議で
ない出来映えでした。（三遊亭金遊）

キッチン･バス工業会



はい、数日主夫をしてみてくだ
さい、よく分かりますから。毎
日の献立を考えるのは大変なん
です。

なべふりと
   ガスの炎が
      ダンシング

j

背伸びして
   蛇口に指が
      届いた日

かまど・まき
  「知らない人」と
        孫が言い

千葉県 大きくなったね

神奈川県 柿本

なつかしい思い出。誰にでも経
験があるでしょうね。この蛇
口、手でヒネル水栓を思い出
す。

カマド・マキ？ 聞いたことない
名だなあ。普通の家庭からは竈
も薪もあの匂いと共に姿を消し
てしまった。

  おい、シャンプー
　  妻の返事は
        何するの？

   お風呂場が
　   我が家の進路
         指導室

  背を流す
     娘がポツリと
　  「これ介護？」

　東京都 ゲハー 大阪府 面談中 東京都 アダッチ

「おーいシャンプー」。「何す
るの」。説明不要。高級なコン
トの一場面のよう。

お風呂の有効な活用法だ。子は
親の背中を見て育つ。大丈夫、
お子さんの将来は明るい！

いつも母の背を流してくれる優
しい娘の発した一言。笑いあう
二人。幸福が見えます。

柚子菖蒲
　薄れる季節
   　風呂で知る

柚子湯や菖蒲湯は文字どおり、
季節を肌で感じるもの。いつま
でも残したいお風呂の習慣。香
りが漂ってくる。

　東京都 のんびり亭主

ママゴトの
   お家もキッチン
      電化する

炊けました
   妻よりやさしい
      ガスコンロ

「何がイイ？」
      聞くだけ聞いて
         別メニュー

埼玉県 えど はるな

佐賀県 セブンセブン

香川県 森

茨城県 向日葵

上手いこと、はやり言葉をつか
いましたね。お料理が楽しそ
う。でも、こぼしてはだめよ。

なるほど、子供は時流にもする
どい。きっと、親にねだって
買ってもらったんでしょうね。
お母さんと同じ。

最近の家庭器具はよくしゃべ
る。そのどれもが女性の声と言
うのが不思議。妻の声よりやさ
しいと言うのがミソ。



おかわりが 一番嬉しい 褒め言葉 言葉はありがたい。つらい家事にも明日の仕事にも、
やる気が出せるのは家族の一言のおかげ。

神奈川県 すもも山

まな板で　旬を彩る　母の四季

いつまでも　錆びない流しと　母の腕

東京都 町田の空耳

神奈川県 台風おやじ

星いくつ　あっても足りぬ　母の味 　ミシュランの星は世界の星。でも、それより上を行くの
が母の腕前、これも世界共通。

愛知県 さごじょう

千葉県 峯島

お風呂にも　地球にも　次使う人
お風呂のことは分かっていても、地球のことは忘れて
いた。するどい指摘。大きすぎて多くの人が気付いて
いない。新潟県 とっちん

風呂のフタ　意外と大事　エコの種 お風呂のフタなんて本当に脇役。入るときには要らな
いし。でも環境問題って意外と脇役が大事かも。大阪府 サラリー万太郎

山口県 お天道

リフォームで　風呂より妻が　若返る

なぁ妻よ　包丁置いて　聞いてくれ

被災後の　肩までつかれる　うれしさよ

北海道 秋田美人

広島県 あれは１３年前

本当はこれが狙いだったかも・・・。でもあとが恐いか
も・・。「汚さないで！」「ちゃんと拭いて！」と声が飛ん
できそう。

砂噛んで　夫婦喧嘩を　聞くしじみ
「砂を噛むような」という用語が上手く利用された。明
日の身も知らずに嘆くシジミ。聞くことだけしか出来ない
のが残念。大阪府 三木

湯舟とは
   今日と明日の
      渡し舟

今日と明日とのつながりを、渡
し舟とは上手い表現。喜びも苦
味も悲しさも積んでゆっくりと
渡る。

埼玉県 涙紅

東京都 会社員

ストレスも
   疲れも愚痴も
      湯に流し

だからいいんです、お風呂は。
反省もできるゆったりした時間
をお風呂は伴っている。シャ
ワーだと一瞬に流れてしまう。

そうなんですよ、実は私も。
１００パーセント使いこなして
いる人なんているかしら。

一つ聞き
   一つ忘れる
      電子器具

　手入れがいいから錆びないんですよ。お母さんは腕
も頭も毎日使っていますからね。あなたも見習いなさ
い。

その包丁、俺が研いだんだからよく切れるんだよ。その
目の光りも、もうちょっとおさえてくれるといいんだが
ねー。

料理は四季の彩りも楽しむもの。この使い込まれたま
な板はそれをよく知っている。

神戸の震災でしょうか。「お風呂」と言っていなくても分
かる。経験したものでないとあのありがたさは分からな
いでしょうね。

（続き）



長野県 岡崎
長野県
丸子中学校

大阪府 野嶋
大阪市
大宮小学校

岡山県 渡辺
岡山龍谷高等学
校

愛媛県 すずき
今治市
波止浜小学校

兵庫県 雲雀
神戸市立
葺合高等学校

北海道 ナタデココ
函館市立
桔梗小学校

愛知県 晃弘
伊藤学園チャイ
ルドスクール

静岡県 フーリー
静岡県三島市立
北小学校

岐阜県 吉田
岐阜県輪之内町
立輪之内中学校

兵庫県
愛知県
千葉県
千葉県
東京都
神奈川県
愛知県
東京都
埼玉県
東京都
埼玉県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
千葉県
千葉県
東京都
千葉県
新潟県
京都府
新潟県
静岡県
埼玉県
広島県
京都府
滋賀県
滋賀県
神奈川県
東京都

帰省した　娘の手料理　妻の味
〝てきとう〟を　舌で覚える　母の味
マリリンの　脚よと上げて　溺れかけ

キッチンの　コマーシャル観て　ねえあなた お寝ダーリン

風呂沸かせ　風呂は沸かない　お湯が沸く さだ
右手箸　左手メールで　会話なし 近江の熊五郎
台所も　風呂も海に　つながっている 在星猫

指輪さえ　外してそっと　体重計 たんぽぽ
期限切れ　亭主に出して　様子みる 枯すすき

省エネと　作らず沸かさず　何もせず
おてちゅだい　運ぶあとから　拭きそうじ
風呂上がり　昔流し目　今伏せ目

不器用に　生きていつもの　長い風呂
料理本　いつの間にやら　鍋敷きに
来客に　隠す旦那の　割烹衣

「入りなさい！」　すぐに「早くあがりなさい！」
ミシュランの　三ツ星よりも　母の味
「行ってきます」　「忘れ物よ」と　ゴミ袋

夕食も　給食がいいと　娘に言われ
賞味期限　チェックで五感　鍛えられ
シャンプーは　ママがロレアル　パパ百均

検査値　が妻の料理を　誉めてくれ 道譯
おいしいと　嘘つき過ぎた　三十年 ガマンダーマン
はじかずに　したたり落ちる　風呂上がり ウーマン

台所　教えてもらった　母の味

台所　色んな音の　ハーモニー

消し忘れ　互いに確認　老夫婦 後期高齢者夫婦
やな客に　冷凍ギョウザの　フルコース ミソカツ

台所　ヘソクリいつも　ここにある

ぷっぷっと　ホットけーきが　いってるよ

入浴剤　花火のように　はじけてく

ふろばから　なぜか笑える　兄の歌

スタタタタ　みじんぎりする　たまねぎを

夏の日に　いっしょに食べた　あのすいか

フライパン　見ててと言われ　見てるだけ

万年幹事
かあくん
シゲオ
キッチン・バス
みなっこ
しんぺー
荒井
いずみママ
かかあ殿下
ボクとパパは長風呂
花沢
キュイン
案山子
ソレイユ
小原庄一
橋本
不専業主夫
お肌の曲がり角

タンジロウ

湯加減は？　聞いた昭和は　遠くなり
鯵たたく　しきりに叩　く妻恐し
子の帰省　初めウキウキ　後グッタリ

我家では　天然なのは　ガスと母



千葉県
東京都
愛知県
北海道
静岡県
新潟県
埼玉県
千葉県
埼玉県
宮崎県
福岡県
大阪府
埼玉県
長野県
愛知県
千葉県
熊本県

天引きが　三割減らす　風呂の水 年金オンリー

丸卓袱台　囲み威厳の　父がいた ちゅうちゃん
三世帯 大昭平の 味並ぶ 酒井

大根の　暖簾を作る　母の冬 楽天家
巣立つ子の　風呂場にあった　親の夢 赤とんぼ
よく妻に　叱られている　体重計 歌合戦
洞爺湖で　与党も野党も　エコキュー党 無所属
風呂・ご飯　それとも私？と　聞くワイフ 新婚夫婦
キッチンで　愛を追加の　隠し味 コーちゃん
ＩＨなの　に壁には　火の用心 スヌーピー
ぬるま湯で　ぬるまの「ま」の意味　考える くぬぎ
初孫を　豆腐のように　湯に浮かべ 龍神タロウ

五輪より　七輪見てる　台所 チョコバンク

広がった　竹輪の穴から　見る値上げ 博愛
うっかりと　嫁の料理に　舌鼓 TADD
会社での　経験買われ　ゴマをする さごじょう
チンの音　ジジが振り向く　お仏壇 ユキちゃん

（続き）


