
そばロスＺＥＲＯ（仮称）キャンペーン応募作品一覧 

川 柳 部門 

１ 蕎麦殻
がら

も枕となって役立つものを 今日の切り端
はし

どこへ行く 

２ 切り端
はし

の出ない打ち方求めつつ 今日もため息独り言
ご

つ 

３ 切りクズと切り端
はし

はどう違う それは己の意気込みにあり 

４ そば捨てて 名人の道 遠ざかる 

５ 「手打ちそば」 持って帰れば 皆
みな

笑顔 

６ 腕が泣く そばを捨てては 猛練習 

７ そば食べて 打ち方反省 するしきり 

８ そば捨てて 練習してて 何になる 

９ 情けない そば捨て練習 してる人 

10  そば捨てず 蕎麦の味覚で 思いやり 

11 日本そば 千代に八千代に  縁結ぶ 

12 道場の ゴミ箱覗いて あきれ顔 

13 一服で そばの捨て方 教え合う 

14 どうしよう 余った一折り 当てがない 

15 花愛
め

でて そばは香りも 食べつくす 

16 そばを打つ 蕎麦も亭主も 捨てちゃダメ 

17 そば愛は とことん食べて おもてなし 



18 そばのくず まとめて丸めて 団子汁 

19 味噌汁は 今日も美味しい おそば入り 

20 爺のそば 孫が喜ぶ そばチップ 

21 そば打ちは 切りクズまでも 使い切り 

22 切りクズを 捨てて外して 蕎麦外道 

23 手打そば うでがあがるほど ファンふえ 

24 旨いそば 食べて改善 血糖値 

25 完食で 蕎麦の蘊蓄 そば仲間 

26 すてないで 綺麗な麺だけが、蕎麦じゃない 

27 切りくずも ひと手間かければ 別料理 

28 切りくずも ちょっとの工夫で おいしいよ 

29 古来より 来たりしそばを 有り難く 

30 そば湯から お酒の割に 葛切りに 

31 そばの末口 打ち手の心 めんに出る 

32 蕎麦を打ち 心豊かに 和をつなぐ 

33 たやすなよ 日本の文化 そばの味 

34 傍にいて いっしょに食べる 寒ざらし 

35 白い花 こまで続く 蕎麦畑 

36 切れ端に 一手加えて そばかりんとう 



37 そばの味 切れ端にも 詰まってる 

38 そば切りの ロスなくして そば打ち向上 

39 すてるそば 自分でわかる 技術なさ 

40 捨てないで 工夫次第で他の味 

41 そばの角 丸く修まる クズはゼロ 

42 切れ端は おそばの涙 食べちゃうよ 

43 そば打ちは 完食までが 匠技 

44 捨てないで そばは打つもの 食べるもの 

45 鍋の中 野菜まにまに そばのはじ 

46 余り蕎麦 貴重な財産 利活用 

47 そのお蕎麦 無駄にするなよ 喜ばれ 

48 ちょっと待て その蕎麦捨てるな 一工夫 

49 １００きんで どうぐを見てる 友だちたち 

50 きっと来る ソバの時代が きっと来る 

51 そばくずも 焼いておいしい ガレットに 

52 おじいちゃん 捨てた切りクズ 泣いてるヨ 

53 そば屑も、名前を改
かえ

れば、一人前 

54 切りくずも、打ち手の魔術師、製品に 

55 盛きりと、言われて研鑚、日々増加 



56 ムダしない そばへの気遣い そば粋人 

57 ロスゼロの 気遣いが育む 旨いそば 

58 ロス増やす やめてと願う そばの花 

59 その切れ端 集めて詰めて そば稲荷 

60 ちょっと待て その切れ端は ゴミ屑か 

61 屑ですか 規格外れの 蕎麦なのに 

62 切れ端も 食べれば美味 捨てればゴミ 

63 打った蕎麦 全て完食 良い環境 

64 そば屑を 使った料理で 腕自慢 

65 そば打ちの その未熟さが ロスを出す 

66 自己研鑽 細くつながる 長いそば 

67 最後まで 食べていただき ありがとう 

68 しっかりと つなげるそばで クズはなし 

69 さあ打つぞ そばクズがなく かんぺきだ 

70 言われたい 切れ端ゼロの 君素敵 

71 浮っき浮き あなたのそばと 切れ端ゼロ 

72 十割 ワンランク上は ロス０割 

73 一工夫 そばの切れ端 こりゃうまい 

74 そば好きは 残さず余さず 汁も飲む 



75 酒を酌む 今日のつまみは そばの端 

76 蕎麦道は 端まで食えと 講釈し 

77 捨てないで わたしあなたの 蕎麦（側）が好き！ 

78 ドヤ顔で 数打ち自慢 しかしロス 

79 そば刈や 汗の数見て ロス無くせ 

80 ちょっと待て そのそばその味 どうでした？ 

81 端々も 打ち手の味でる 美味
う ま さ

かな 

82 切れ端で 作るピザパイ 孫笑顔 

83 切れ端の １本だって 苦心作 

84 切りクズも アイデア次第 そばグルメ 

85 きょう無いの 切れ端おやつ 孫が待ち 

86 切れ端の料理 そばより先に受け トホホ 

87 そば迷人 ビールの友と 切り落とす 

88 自信作 食べてもらえぬ 腕のなさ 

89 捨てるまい 再利用できる 私になりたい 

90 そばの味 端も長いも 変わらない 

91 切れ端も 味も変わらず そばのうち 

92 切れ端も 出さないように 角を出す 

93 実を粉にし、食べてもらって、大往生 



94 くずになる、前に使えば、エコの匠 

95 切れ端を、放っておくと、くずになる 

96 打ったそばを 無駄にする人 資格なし 

97 そば打ちで 残ったそばくず そばパンで 

98 切れ端が 出ても集めて 再利用 

99 生産者 切れ端捨てられ 泣いている 

100 そばロスは 技量高めつつ ゼロ目指す 

101 切り屑を 揚げてカリッと つまみかな 

102 切り屑を 量る癖つけ 腕アップ 

以上 2月 12日公表 

以下 2月 13日追加 

103 蕎麦ロスと そば打ち技量 反比例 

104 新蕎麦の 香りのこして ロスへらし 

105 目指す減量 体重と蕎麦のロス 

106 打ちまくる 年越しそばに 無駄はなし 

107 切れ端を 集めて変身 そば団子 

108 リメークと そばの切れ端 ガレットに 

 


