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平成 28年度「テレワーク川柳」 入賞・佳作 百選 

 

 

１．グランプリ賞 

   □ 埋もれてた 才能ワクワク テレワーク       働き蜂 

 

２．準グランプリ賞 

   □ クールビズ 次なる主役は テレワーク       風に吹かれて 

 

３．入賞 

 【社会】 

□ 一億の 人の数ある ストーリー          ゆきだるま 

 

 【働き方】 

□ 紙ってる 働き方に ＩＴを            凸凹粘土層 

□ 場所でなく 仕事にこだわる テレワーク      財星猫 

□ 「うちもやれ」 社長ダメです 真似だけじゃ    ワークランバランス 

□ いきつけの カフェのソファが 新オフィス     かるかん 

 

 【上司部下・コミュニケーション】 

□ 管理者の オレ在宅でも 回るとは         高嶺の花水木 

 

 【自覚＆責任】 

□ 居なくても 結果は出すよ テレワーク       テレワーク通 

 

 【育児・介護】 

□ 介護する 親の様子も 聞く上司          かきくけ子 

 

 【家庭】 

□ 子が見てる 今日は逆転 参観日          あおねこ 

□ ママ友に 少し自慢の テレワーク         木立慈雨 
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４．佳作 

 【社会】 

□ あきらめた 夢よみがえる テレワーク       山田案山子 

□ 夫より 私の人生 変えたかも           高嶺の花水木 

□ テレワーク 社会参加に 枠は無し         働き蜂 

□ 生き方も 働き方も 選べる世           桜小雪 

□ テレワーク 総活躍の 鍵握る           だいちゃんＺ！ 

□ 少子化も 過疎も決め手は テレワーク       ハルル 

□ 災害時 転ばぬ先の テレワーク          テレワーク最前線 

□ エコでイコ ゼロ円で済む 通勤費         みゃんくん 

□ 五輪時の 交通対策 これ一番           ワークランバランス 

□ 世の常識 どれも最初は 大変革          風に吹かれて 

□ いい時代 母がうらやむ テレワーク        宮のふみ 

□ クールビズ １年中だよ テレワーク        タンクトップ筋肉マン 

□ 主婦層に ザクザク眠る レアメタル        PON5 

□ 少子化へ 攻めの一手は テレワーク        さごじょう 

□ 定年も 寿退社も 関係無い            クジラ 

 

 【働き方】 

□ 踏み出した その企業から 拓かれる        有漏路 

□ テレワーク あなたも会社も ウィンウィンね    だいちゃんＺ！ 

□ 結果出し やっと黙った アナログ派        山田案山子 

□ まだ必要？ 実施理由と 対象者          ゆきだるま 

□ テレワーク   結果重視で   無駄が減る       らんるる 

□ 国と時差 越えて働く テレワーク         ハルル 

□ 冷めた目で 構えていたのに 充ワーク       #今は推奨派 

□ テレワーク いつでもどこでも 好きなだけ     江戸川散歩 

□ テレワーク 家事に介護に 三役で         さごじょう 

□ テレワーク 無理なく無駄なく 仕事でき      なやな 

□ 神ってる  テレワーカーは  紙捨てる        モバイル GO 

□ Wi-Fiが 私の仕事の 命綱            恵子 

□ テレワーク 家も仕事も 見えてくる        アカエタカ 

□ Ｕターン した山奥だって 会議室         かきくけ子 

□ 地方から   世界を動かす   テレワーク       らんるる 
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□ ひらめくね！ 違う景色に 飛び出すと       街探検大好き 

□ サテライト 支社長気取る 四畳半         ふわりねこ 

□ 通勤は 徒歩ゼロ分の 一等地           たまのいわし 

□ テレワーク ラッシュもダッシュも 無い出勤    だいちゃんＺ！ 

□ テレワーク 自宅が世界の 架け橋だ        ゆんゆん 

□ テレワーク オフィスに行くのも 楽しみに     高嶺の花水木 

□ 通勤に 疲れぬ分を いい仕事           かきくけ子 

□ ＬＡＮつなぎ 満員電車と 縁を切る        いさーべ 

□ 大雪の 朝を気にせず テレワーク         かきくけ子 

□ 満員の 電車横目の 散歩道            らくちゃん 

□ 「いってきます！」  パソコン向かう  うちの父   月小町 

□ ノーメイク 化粧アプリで テレ会議        ウジ虫 

□ テレ会議 オフィスよりも デカマスク       その下は無修正 

□ 女優並み 照明施し 出る会議           いいだや 

□ 洋服は パジャマとジャージで 事足りる       落犀庵 

□ 自宅でも 髭剃り・たしなみ する矜持       風に吹かれて 

 

 【上司部下・コミュニケーション】 

   □ 上司こそ やって欲しいな テレワーク       上司の永久在宅希望 

   □ オフィスでも メールで会話 同じこと       とろんぼん 

   □ 気遣いメール 上司の良いとこ ちと分かり     風に吹かれて 

   □ 君の名は テレビ会議で 知りました        恵子 

□ 見えねども しないさせない 闇ワーク       ワークランバランス 

□ テレワーク だけど欠かさぬ ほうれんそう     さごじょう 

□ 一番は 人間関係 テレワーク           百合理 

 

 【自覚＆責任】 

   □ オフィスより 寝る人いない テレ会議        しゃっちょさん 

   □ 経過より   結果が大事さ  テレワーク        らんるる 

   □ オンとオフ  自分でつくる  テレワーク     夏みかん 

   □ できる人 家も仕事も 重んじる          逆ペリカン 

   □ 能力の 冴える時間を テレワーク         なるほどマン 

   □ パソコンを 閉じるメリハリ テレワーク      アカエタカ 
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 【育児・介護】 

□ 病室で 治療と仕事 テレワーク          歌仙草 

□ おっぱいを ふくませながら キーボード      麦乃 

□ 行ってきます わが子見送り さぁ仕事       はちまま 

□ 幼稚園 緊急電話に すぐ対処           ハルル 

□ 介護には  なくてはならない  テレワーク      凸凹粘土層 

□ テレワーク 介護の母も ニッコリと        らくちゃん 

□ 介護でも 辞めずにいられる 道がある       桜小雪 

□ あたたかい 介護もできる テレワーク       春爺 

□ 保育園 落ちて後押し テレワーク         Ｋ・Ｕ 

□ 子育ての 背中を押した テレワーク        あんどらごら 

 

 【家庭】 

□ テレワーク 隣で宿題 するわが子         はちまま 

□ きっかけは 子供のヒントで いい仕事       木立慈雨 

□ 徒歩 5秒  父のオフィスを  見学に         いくら 

□ 怒ったり  お願いしたり  詫びてたり        ぶひっぽ 

□ テレワーク おかげで父娘（おやこ） 初登園    九州太郎 

□ 子の笑顔 アイディア膨らむ テレワーク      有漏路 

□ パパがいて ママいて平日 テレワーク       らくちゃん 

□ テレワーク 家族みんなが ワークワク       みぢんこ 

□ 通勤が 無くなり増えた 家事参加         りのんぱ 

□ 仕事中 子猫が膝で 昼寝する           とろんぼん 

□ 「おや、どうも」 隣の旦那も テレワーク     ワークランバランス 

□ 小説家 みたいと妻が お茶を入れ         かきくけ子 

□ 妻は外 亭主元気で テレワーク           ＯＫさん 

□ 在宅で 感じた主婦の 多忙さよ           九州太郎 

□ テレワーカー ですと挨拶  テレながら       みぢんこ 

□ ポッチャリと したと言われる 出社の日       よしぼう 

□ 大切な 仕事の時に 義母が来る           ハルル 

□ 子はポケモン パパはデスクに レッツ GO      逆ペリカン 

□ 帰り待つ  家族の気持ち  身に染みる         ひろっち 

 

 


