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平成 29年度「テレワーク川柳」 入賞・佳作 百選 

 

 

１．グランプリ賞 

   □ 終業の 合図は子とする ハイタッチ          四季 

 

２．準グランプリ賞 

   □ 自宅なら 働ける人 果てしなく                二宮忖度 

 

３．入賞 

 【社会】 

□ 「いいな」から 「うちも」に変わった テレワーク  桜さくら 

□ テレワーク 人生百年 行けるやん          ロッキー 

□ オリ・パラに テレワーク・デイ 効果有り      ゆきだるま 

 

 【多様な働き方】 

□ 変えるもの 制度・システム いや風土        聖者の行進 

 

 【働き方（仕事）】 

□ サボる人 オフィスにいたって サボるよね      テレワークマイラブ 

□ 今日もまた はんこのために 出社する        せごどん 

□ オフィスさえ スマホのように 持ち歩く       ぴかちゅー 

 

 【コミュニケーション】 

□ バーチャルも リアルもベースは 思いやり      ハッピーエンド 

□ ウェブ会議 インスタ映えに 家飾り         もばいるフレンズ 

 

 【家庭】 

□ ハードルは 家庭に居場所が ないことか       会社人間 

 

４．佳作 

 【社会】 

□ 電車にも 一人分の 空きがでる？          ちい 

□ 「国難」の 武器核じゃなく テレワーク       東京の夕焼け 
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□ ファーストは ワークじゃないよ ライフだよ     凸凹粘土層 

□ テレワーク 時代に見合う 生きる術         フーマー 

□ 過疎地にも 夢を広げる テレワーク         蕎麦酔人 

□ 人生に テレワークという 選択肢          逆ペリカン 

□ テレワーク 睡眠負債は 完済だ           ウーロンパーク 

 

 【多様な働き方】 

□ 車いす テレワークなら ハンデなし         けいちゃん 

□ テレワーク 働き方の バリアフリー         しんち 

□ 本当の 実力試す テレワーク            アカエタカ 

□ 災害の 企業存続 これありき            紫雲山 

□ 多様性 認め仕事の 花が咲く            なるほどマン 

□ テレワーク 広がる夢と 可能性           やじろべー 

□ 障害も 生涯にする テレワーク           鮭とば 

□ 優秀な 人材逃がさぬ テレワーク          人生 100年時代 

□ 二兎追って 二兎手に入る テレワーク        いいだや 

 

 【上司部下】 

□ 鬼課長 わずか五秒で パパの顔           澄海 

□ 能力が 問われる管理者 青くなり          そんな時代 

□ 粘土層 やらせてみたら 推進派           ともはる 

□ 粘土層 テレワーク・デイで 開眼す         ゆきだるま 

□ 粘土層 だった自分が 恥ずかしい          らくちゃん 

□ 粘土でも 掘り進めれば 水流れ           導入担当者 

□ 「効果出せ！」 やってみてから 言ってくれ     せごどん 

 

 【働き方（仕事）】 

   □ 見える化を すべきは人じゃ なく業務         うめ吉 

   □ テレワーク やって身にしむ 自己管理         らくちゃん 

   □ 顔見せぬ わが社のエース テレワーク          らくちゃん 

   □ 時と場所 選ばぬ仕事 選ぶ知恵           だいちゃんＺ！ 

   □ 成果見え 高まるやり甲斐 自己実現         夢を追いかけて 

   □ 会社より 部下の知恵湧く テレワーク        なるほどマン 

   □ もう一度 キャリア生かして テレワーク       ハルル 
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   □ 場所の壁 越えて見つけた いい仕事         ひこうき雲 

   □ お花見の 場所取りしながら テレワーク       モバイルとおちゃん 

   □ 願ってた 働き方が ここにある           まびまび 

   □ テレワーク でも存在感が 半端ない         いいだや 

   □ 空調も 自分仕様で 風邪知らず           ゆきだるま 

   □ 穏やかな 顔になったね 社に行く日         かきくけ子 

   □ 一人でも 気持ちはみんなと テレワーク       ポルカ 

   □ 同僚の 写真を貼れば オフィス風          ポルカ 

   □ いい知恵は 離して生まれる テレワーク       だいちゃんＺ！ 

   □ 会議前 自宅でつくる 勝負メシ           ろんちゃん 

   □ テレワーク 認めた会社に イイネする        逆ペリカン 

   □ 付き合いの 残業減らす テレワーク         人生 100年時代 

   □ テレワーク 十人十色の 活かしかた         人生 100年時代 

   □ 柔軟な 発想育む テレワーク            人生 100年時代 

 

 【働き方（職場）】 

   □ ど田舎の 茶の間で実感 グローバル          やじろべー 

   □ 駐妻も テレワークなら 働ける            ポルカ 

   □ テレワーク 今度の夏は ふるさとで           にせぐるめ 

   □ カフェテラス パソコンを開けば すぐオフィス    イヂロー 

   □ はじめたい 外は台風 テレワーク          べこ 

   □ 改革は 居間(今)から始まる テレワーク        田中かなた 

   □ 古民家と 高層ビルで 会議中            らくちゃん 

   □ 仕事中 窓から見える 四季の色           鮭とば 

   □ ひらめいた！ 自宅のトイレで イノベーション    わくわくワーカー 

   □ テレワーク 服のローテに 悩まない         ハルル 

   □ ふるさとで 午後は半日 親孝行           にせぐるめ 

 

 【コミュニケーション】 

□ 「ちょっといい？」 全国の人が すぐ集結  グッド・コミュニケーション 

   □ 若者の チャットの速さに 舌を巻く          せごどん 

   □ テレ会議 画面の隅から ねこパンチ          らくちゃん 

   □ ウェブ会議 初めて気づいた 顔のしわ          わたがし 

   □ 会議中 「ママおしっこ」の 声響き         青い春 
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   □ テレ会議 爺ちゃんのそっと 映り込み        らくちゃん 

   □ わたしより 化粧上手な ウェブソフト         テレワークオタク 

   □ 仲間との ランチが目的 出勤日           月１回のお楽しみ 

   □ オフィスより むしろ濃密 報連相          ヨリコのおまけ 

   □ ミーティング コタツの部屋が 会議室            おーぎ屋 

 

 【育児・介護】 

□ テレワーク 仕事と育児の 二刀流          ハルル 

□ テレワーク 時々看に行く 母の部屋            らくちゃん 

□ 昼休み ママに代わって イクメンに         カジ 

□ こどもへの 「早くしてっ！」が 減る火曜      Let's enjoy working! 

□ 介護の手 増やしてくれる テレワーク        アカエタカ 

□ 保育園 落ちて拾って くれた神           三郎 

□ 介護する 親も感謝の テレワーク          ハルル 

□ マタニティ  外眺めつつ テレワーク         たむたむ 

□ テレワーク 働くママの 救世主           怪傑もぐり３３世 

□ 昼ご飯 母に食べさせ テレワーク          らくちゃん 

 

 【家庭】 

□ お帰りと 妻を迎える テレワーク          らくちゃん 

□ 寛げる 家だからこそ 出たプラン          嵐山 

□ 減ったのは 通勤時間と おこづかい         サボ 

□ テレワーク 休憩時間に 布団干し          田中かなた 

□ 子の机 お下がりにして テレワーク         たむら みはる 

□ 保育園 いっしょにいけると 喜ぶ子         ともはる 

□ 昼休み 台所に立ち パスタ茹で           たむたむ 

□ 妻が言う たまに会社へ 行ってくれ         一服 

□ 「ただいま」の 子の声で ログアウト        さるり 

□ イイ机 買う訳妻に テレワーク           クロネコ太郎 

□ 背中見て 子夢膨らます テレワーク         まびまび 

□ お仕事場 今日はどこかと 子に訊かれ        江戸川散歩 

□ テレワーク ぐうたら亭主の 裏の顔         らくちゃん 


