
日本人会「川柳パリ会」2022 年最秀逸句選出でいただいた多くの方々から頂いたコメ

ントの一部を紹介いたします。 

コメントを読ませていただくと、本当に勉強になります。明日の作句の参考にさせてい

ただきます。 

 

 

 

私の川柳の師匠でもあり飲み友達でもある、水野タケシさんから選句とコメントが送ら

れてきました。 

3 点 

10  はるばるとパリに流れて母となり 

「はるばる」が実感ですねえ。函館どころじゃないもんね（笑）。 

で、川柳を詠んでくださっている。柄井川柳さんも喜んでいるでしょう。 

1 点 

2  歯はもろいハサミの代わりに使わない   

歯とハサミの組み合わせがユニーク。 

17  新しく孫の歯形が脛に付き   

可愛い歯形が目に浮かびます。 

28  日本妻＝大和撫子大幻想   

漢字のみの表現がユニーク。 

32  まな板の魚と目が合い後ずさり   

魚も必死ですよね。笑ってしまいました（笑）。 

 

 

私の俳句の師匠の五七さんから選句＋コメントが送られてきました。五七さんは、本・

雑誌の制作に関わるプロで、ご自身で俳句の結社をお持ちです。 

3 点  

2 歯はもろいハサミの代わりに使わない 

なんとも不思議な句です。 

「歯はもろいハサミの代わりに」と来たら普通は「使えない」でしょう。ところが、この句

は「使わない」と言っています。これは一体誰に向かって言っているのでしょう。 

栓抜きがないときに歯で代用するツワモノはたまにいますが、ニッパーの代わりに歯

で電線を切る人や、植木ばさみがなくって歯で生垣の枝の剪定をする人はいないでし

ょう。もしかしてこの句、作者が自らへの戒めとしてはさみで切るべきものを歯で切っ

ちゃいけないよと言っているのではないでしょうか。ということは作者はきっと痛い目に

あったのでしょう。 



蟹用はさみがなくて歯でバリバリやったかな？ 

いずれにせよお大事に。 

川柳は中８の音数を忌避しますから、「ハサミ代わりに」と 7 音にするとさらにいいで

すね。 

1 点 

10 はるばるとパリに流れて母となり 

リズムがいいですね。ハ・パ・ハの頭韻は狙いかどうか分かりませんが、 

明るいア音の効果もあって強くたくましい女性像が浮かびます。 

8  暑すぎてやっと鳴いてる蝉の声 

パリの猛暑は 40度を超えることもあるとか。暑さが伝わりました。 

18 関税が中身を越える EMS 

海外の生活実感が伝わる句だと思います。 

19 友だちのパパは若いと無理難題 

しみじみと可笑しいです。ほんと、これは無理難題だ。 

 

 

原沢政恵さん 

毎日新聞万能川柳担当の方です。 

3 点    

28  日本妻＝大和撫子大幻想 

1点  

10  はるばるとパリに流れて母となり 

16  サハラよりずっと暑いぞパリ猛暑   

18  関税が中身を越える EMS 

33  パリ祭で踊った彼が亭主です 

パリ会のみなさん、レベルが高いですね。とりあえずいいな、と思う句に印をつけたら

１４句もあって、そこから絞るのに苦労しました。 

結局、さすがはフランス！パリ！、という句が私にとっては上位に来ました。内容が新

鮮ですし、実感がこもっている感じもしますし。 

「28 日本妻＝大和撫子大幻想」、は、外国を旅した時限定でモテた若い頃を思い出

して笑ってしまいました。考えが甘い！ですよね。 

みなさん、万能川柳に投句されれば絶対常連さんになれますよ。 

ハガキしか受け付けないというルールは、外国にお住まいの方にとっては面倒な制

約だと思いますが、ぜひご投句を。お待ちしております。 

 

 



風歌 さん 

〈３点〉 

1  軍靴の音より春の足音を 

切なる願い感じます。ミサイルでなく靴音にしてるところが、 

ウクライナと陸続きのフランスらしい。 

〈１点〉 

13  栗食べて名月見ずに秋過ごす 

パリの焼き栗でしょうか、食欲に勝る風流などありません。 

19  友だちのパパは若いと無理難題 

下五の“無理難題” が効いてます。 

全く到達不可能な諦め感が、心地いい。 

30  節約をする気はないが生まれつき 

よっ！生まれついてのエコ 

33  パリ祭で踊った彼が亭主です 

良いですねぇ、来年は夫婦で踊っていただきたい！ 

こういうバカバカしい句が大好きです。 

 

 

入江ワニ さん 

水野タケシ師匠が良い川柳は「映像的・リズム感・自己投影」が要素とおっしゃったの

で、それを基準にしました。 

3 点 

17  新しく孫の歯形が脛に付き   

「親のすねかじる息子の歯の白さ」という江戸川柳を思い出しました。共感できて句に

広がりがあり普遍性があると思います。 

１点 

24  コロナさま襲名披露はもうやめて 

変異株を名前が変わる「襲名」と捉えたところが面白いです。 

11  夢消えてさがすは資源月の果て   

「月の果て」で「果ての月」を連想して滅亡のイメージを感じました。 

29  ジレジョンヌ終わればコロナとウクライナ 

リズムが良い句だと思います。コロナもウクライナも早く終わって欲しいですね 

34  コロナ禍で全てが値上げ sauf 給与   

「sauf」を使ったので五七五のリズムに収まり、表現としても新鮮で好きです。 

 

 



北の夢さん 

3 点 

9  どこまでも切れずに伸びる欲の皮 

人間だれしも持っている欲をユーモラスに描いて、まさに川柳の三要素 

「穿(うが)ち」「おかしみ」「軽み」を併せ持っていると思いました。 

1 点 

17  新しく孫の歯形が脛に付き 

スネ齧りを例え豊かにユーモラスに。 

21  歯の治療財布と歯間がスッカスカ 

財布と歯間両者のスッカスカをうまくコラボしました。」 

28  日本妻＝大和撫子大幻想 

もう今や大いなる誤解を大幻想まで大胆に表現しました。」  

32  まな板の魚と目が合い後ずさり 

画像が即座に現われて読者も後ずさりしました。 

 

 

K.H さん 

3 点 

10  はるばるとパリに流れて母となり   

わずか 15字の中に、どれほど重みのある人生だったのかと思いを馳せてしまいまし

た。遠く異国の地に移住でも大変なことなのに、拠点を構え、結婚し、子を成し、家庭

を築き、家族を導き………。私も少しだけ海外での生活を経験したことがあるので共

感した部分もあるのですが、今この句を読むに至るまでに、私の経験より遥かに大変

な時間を過ごし、困難を乗り越えて来たのだろう。と言う気持ちになりました。そしてそ

の時間を振り返る事ができるところまで成し遂げた、と言う偉業に敬意を感じました。 

1 点 

1  軍靴の音より春の足音を    

二回目の春となりますが、早く平和が来ることを祈ります。フランスは、近いのでより

気になることでしょう。 

13  栗食べて名月見ずに秋過ごす   

一般人ならほとんどの人が憧れステータスに思うパリの地。そのステータスを気にも

せず、名月に目もくれず栗を頬張る自然体が何故か痛快に思いました。 

19 友だちのパパは若いと無理難題   

悲哀を笑いに変えられる器に一票。友達の若いパパもいずれは老けます。今のうち

に筋トレして若々しいパパでいて下さい！ファイト！ 

28  日本妻＝大和撫子大幻想   



もしパリに移住した日本人妻に言っているのなら、海外に飛び出すアクティブな人って

段階で大和撫子な訳が………、いやゲフンゲフン。大和撫子はあなたの心の中で生

きています。（意味:そう言った憧れと言うか妄想は脳内という治外法権で生成するに

限りますね！） 

 

 

Shoo in さん 

3 点 

5  突風でメリーポピンズ植木鉢 

まるで映画を見るように場面が浮かんできます。日よけのために大きな日傘を差して

あげていたのでしょうか？ 

１点 

6  プーチンは可愛い名前とわが子言い 

「可愛いプーチン」に意表を突かれました。ユニークな作品ですね。 

9  どこまでも切れずに伸びる欲の皮   

欲の皮を延ばす発想に膝を打ちました。お腹の皮が伸びていらっしゃる方でしょう

か？ 

17  新しく孫の歯形が脛に付き   

骨だけになってもかまわない、というお祖父さんのうれしそうな顔が目に浮かびます。 

30  節約をする気はないが生まれつき   

節約をする気はないが生まれつき  ひねくれ者の開き直りとも取れそうで、肥後もっ

こすの私はつい苦笑いをしてしまいました。 

 

 

R.E さん  

3 点 

28  日本妻＝大和撫子大幻想  

大和撫子大幻想という語感の良さやユーモアさが好きなので選びました。  

1 点  

7  待ってました節約人生お手のもの 

今の物価高やエネルギー高など近々の問題をテーマにしており、身近な話題として

共感しやすかったので選びました。 

18 関税が中身を越える EMS  

シンプルな文の中に国際郵便の高さという問題を上手く入れており、読みやすかった

からです。 

26  ここもだめ給油の旅は三千里 



先週同じような体験をしたので選びました。 

 11  夢消えてさがすは資源月の果て  

資源不足などの懸念の中、もはや地球外のところまで足を運ばなければいけない時

代になる可能性もあると改めて気付かされる句でした。 

 

 

ナナチワワ さん 

3 点 

6  プーチンは可愛い名前とわが子言い 

プーチンと言う響きに何か抵抗があると感じていましたが、この川柳を読んで、「そう

だ、これだ！」と納得しました。 

1 点    

2  歯はもろいハサミの代わりに使わない 

22  そばにいてと言った夫はいつも留守 

30  節約をする気はないが生まれつき 

33  パリ祭で踊った彼が亭主です 

 

 

のりりん さん 

3 点 

1  軍靴の音より春の足音を 

1 点 

9  どこまでも切れずに伸びる欲の皮 

12  ウクライナの寒さを想い温度下げ 

18 関税が中身を越える EMS 

19 友だちのパパは若いと無理難題 

選句は難しいですね(^_^;) 

34句に目を通しながら、先ず選んだのが 9句。 

どれも秀句揃いで、その中から更に選句をするのにかなり悩みました。 

世界中に早く春が訪れる事を願って選びました♡  

☆ フランスに まさかの「川柳パリ会」が 

☆ 選句より 作句の方が ずっと楽     おそまつ（^人^） 

万能川柳は… たかの紀凜・ラジ川は… のりりん … 

でそれぞれ投句している、宮崎の田舎者デスが 今後とも宜しくお願いします(^^) 

 

 



 

S.M さん 

3 点 

12  ウクライナの寒さを想い温度下げ   

電気代、ガソリン代、物価の高騰になげくのではなくウクライナの人々の寒さを思えば

自分も節電しなければならないと思うこの頃です。 

返川柳 

寒さ厳しウクライナの大地に心寄せる 

１２の川柳の感想を AI（ChatGPT)に聞いたところ、AIが答えた川柳です 

ChatGPT とは     https://kigyolog.com/article.php?id=1758 

1 点 

2  歯はもろいハサミの代わりに使わない 

我が身と同感 

21  歯の治療財布と歯間がスッカスカ   

我が身と同感 

8  暑すぎてやっと鳴いてる蝉の声   

今年のパリの暑さがいかほどか伺い知れます 

9  どこまでも切れずに伸びる欲の皮   

人間の業をうまく表現しております 

 

 

ポテコ さん 

3 点 

5  突風でメリーポピンズ植木鉢 

映画好きな私の頭に凄い風が吹き植木鉢がメリーポピンズのように空に舞い上がっ

た情景が浮かびました。映画の主人公に植木鉢を例える発想が素晴らしいですね 

１点 

8  暑すぎてやっと鳴いてる蝉の声   

やっと鳴いてる蝉の声から暑さが半端ないと感じられました。日本では、昨年、暑さで

蚊が出ない夏を思い出しました。 

14  バカンスは 貧富を見分ける 虫眼鏡 

バカンスはまさに貧富の差が出ますよね。虫眼鏡で見分けるという表現が素晴らしか

ったですね 

28  日本妻＝大和撫子大幻想   



日本の女性に対する評価を大和撫子にたとえている＝使いの発想は素晴らしい。で

も、今や日本女性に大和撫子は居ないから幻想に…まさにその通りですよね 

32  まな板の魚と目が合い後ずさり   

お魚の調理前に後ずさりする情景が目に浮かび共感しました。私もタイやアジをたま

ーにさばきますけど…目があったらキッチンペーパーをかぶせる程度！スーパーで

切り身を買うのが日常ですね 

 

 

喜術師 さん 

3 点 

10  はるばるとパリに流れて母となり   

少々大きいスケール感。しかしスケールを問わず、歳を重ねれば誰もが感じるであろ

う想いが共感を呼びます。 

１点  8 

17  新しく孫の歯形が脛に付き   

こちらは新しくて古い脛かじりの諺がスケールアップして帰ってきたな、とニヤリとさせ

てくれます。    

28  日本妻＝大和撫子大幻想   

日本人女性についての、ある意味正しくて間違っている先入観が未だに生き延びて

いるのだなぁ、と再確認させてくれます。    

33  パリ祭で踊った彼が亭主です   

諦めと可笑しみとが合わさった、夫婦の歳月を感じさせる微笑ましい句です。 

 

M.T さん  

3 点 

12  ウクライナの寒さを想い温度下げ 

1 点   

1  軍靴の音より春の足音を 

8  暑すぎてやっと鳴いてる蝉の声 

19 友だちのパパは若いと無理難題 

23  ワクチンでコロナ軽症風邪重症 

12番は、まだ懲りずに同じ過ちを繰り返す人というもの に対する 、それでも苦しんで

いる人に寄り添いたいという想いが感じられ、その時事性と併せて 2022 年の一句に

は ふさわしいと思い選びました。同じ主題の 1番は、なにか整い過ぎていると感じ、

第 2席としました。8番、23番は実際の自分自身の経験に近く、また、19番はほほえ



ましい子供の残酷さが川柳らしい切り取り方で表現されており、好きな作品として選

ばせていただきました。 

 

 

ナナチワワ さん 

いい句が多いしレベルが高いしで、選句に時間がかかってしまいました。けれど、とて

も楽しく選句させていただきました。句意と違うとらえ方もあるかもしれません。このよ

うな楽しい企画にお誘いいただき感謝します。ありがとうございました。 

3 点 

9  どこまでも切れずに伸びる欲の皮   

とてもよく分かります。欲しいものを手に入れても次から次へとまた何か欲しくなる。こ

れが尽きることはないのかな？と思います。 

1 点 

2  歯はもろいハサミの代わりに使わない   

私も面倒でちょっとした糸を歯で切ることがありますが、きっと歯に良くないんだろうな

という思いと、いつまで自分の歯で出来るのだろうと思うようになったので、自分に言

い聞かせるために選びました。 

21  歯の治療財布と歯間がスッカスカ   

最後の「スッカスカ」がお気に入りです。「パッサパサ、カッサカサ」は私もよく使うので

すが、この韻がお気に入りです。家族が今、歯医者に通っているのですが、本当に財

布もスッカスカになりますね。歯間と掛けて面白いと思いました。 

30  節約をする気はないが生まれつき   

私も節約は苦手です。一応しているつもりですが、見栄っ張りな性格ゆえにあまり節

約と言いたくないです。なので、私も生まれつき節約する気はなく、お仲間がいた事を

嬉しく思います。 

32  まな板の魚と目が合い後ずさり   

これ、怖いですよね。ある意味ホラーやん！と思いました。私は魚が捌けないので(料

理が苦手につき)、もしその状況になったら腰がひけてしまうと思います。そう思うと料

理人って凄いなぁと改めて思います。 

 

 

TV・ラジオでご活躍の美人アナウンサー 

マツリカ さん 

3 点   

10  はるばるとパリに流れて母となり 

1 点 



1  軍靴の音より春の足音を 

19  友だちのパパは若いと無理難題 

24  コロナさま襲名披露はもうやめて 

28  日本妻＝大和撫子大幻想 

憧れの街・フランスの風を感じるようなお洒落な句が多く、とても楽しませていただき

ました！ 

日本から遠く離れたパリの街角でふいに素敵な男性と出会い、母になり、かわいいお

家で幸せな生活をなんて…そう簡単にはいかないでしょうけれど、ちょっぴり妄想して

しまいました(笑)なんだか母の力強さも感じられるような、素晴らしい一句だと思いま

す。 

 

 

H.I さん 

3 点 

10  はるばるとパリに流れて母となり   

この句は読んだ瞬間に"歌（詩）のようだ"と思い即、候補に決定しました。特に"流れ

て"の部分が上手いと思います。初めからフランスを意図したわけではないが、懸命

に人生を生きていたらいつのまにかパリに来ていた。そして結婚してその地で子供を

設けたという、一人の女性の人生の道程が簡潔に鮮やかに浮かび上がってきます。

好きかどうかという点でも文句なく最も好きな句です。 

1 点 

1  軍靴の音より春の足音を  

評)世界情勢をタイムリーにとらえていて共感できます。 

18  関税が中身を超える EMS  

評)誰もが頷くポイントを上手く救い上げました。 

22  そばにいてと言った夫はいつも留守  

評)夫婦のありがちな感情のすれ違いをうまく書いています。 

26  ここもだめ給油の旅は三千里  

評)日本にいては分からない海外の事情を興味深く伝えています。 

 

 


