
 

応募数は過去最多の 150,439 句 

「第 5 回 オリックス マネー川柳」入選作品決定 
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オリックスグループは、2008 年 11 月 4 日～2009 年 2 月 2 日まで、お金をテーマにした「第

5回 オリックス マネー川柳」を公募いたしました。百年に一度といわれる経済状況下でマ

ネーへの関心が高まっていると思われ、過去最多となる 150,439 句の応募がありました。 

この度、2月 20 日に発表したノミネート 100 作品の中から、川柳家・尾藤 一泉氏らによ

る厳正な審査の結果、以下の入賞作品（30 句）を決定しましたのでお知らせいたします。 

なお、“ユーザー投票賞”は、インターネットでの一般投票により選ばれた作品です。また、

“ネッピー賞・リプシー賞”は、第 5回を記念して公募した「キッズ マネー川柳」の受賞 

作品です。 

入選作、選考の様子などは、オリックスグループの「オリックス マネー川柳」サイト上

（http://money-senryu.jp/）で紹介しています。 
 

 

◆オリックス マネー川柳 入選作品 

 

 オリックス マネー川柳大賞（１句）   賞金 50 万円 

「百年に 一度」も長寿 なればこそ     喜寿男 （千葉県・70 代・男性） 

【選者 尾藤一泉評】 

高齢化社会の経済施策が問題視されるなか、世の経済情勢は「百年に一度」を理由に目先の舵取り

に終始している現状。流行語を織り込みながらも、しっかりとした現状批判の目を忘れず、しかも、一方

的に揶揄するだけではない表現の上手さが光りました。 

 

 

 ユーザー投票賞（1 句）  賞金 15 万円 

心配は 老後じゃなくて 半年後       感極丸 （京都府・30 代・男性） 

 

http://money-senryu.jp/


 
グループ各社賞（７句）   賞金 各 10 万円 

◇オリックス・クレジット賞 

お賽銭 カードを見せて 神頼み  大阪のオバちゃん （大阪府・50 代・女性） 

◇オリックス自動車賞 

ＥＴＣ 値下げするころ クルマ無し   首都子 （神奈川県・40 代・男性） 

◇オリックス証券賞 

子に投資 元本割れは ＤＮＡ      根無し草 （大阪府・50 代・女性） 

◇オリックス信託銀行賞 

あらいやだ 給付２万で 歳がバレ 未曾有の若返り （愛知県・50 代・女性） 

◇オリックス生命保険賞 

四十
アラフォー

で 受取人は 父のまま        神の庭 （神奈川県・40 代・男性） 
◇オリックス不動産賞 
温暖化 冷やしどころを 間違えた    マネき猫 （神奈川県・40 代・女性） 

◇オリックス・リビング賞 

ばあちゃんが くれた万札 まだ温い   ぽんぽこ （佐賀県・50 代・女性） 

 

 優秀賞（15 句）  賞金 各 1 万円 

暴落と ポニョは海から やってきた プチ鎖国希望 （沖縄県・20 代・男性） 

医者でなく 財布がとめる 酒煙草       白雲子 （福岡県・60 代・男性） 

子が歩き カネも同時に 足が生え   頑張るパパ （東京都・30 代・男性） 

ガソリンに 振り回されて 旅支度    今のうちに （奈良県･60 代･女性） 

デリバティブ 宅配ピザと 思う母  明るい食卓 （神奈川県・40 代・男性） 

相続人 本気で迷う 子とペット      愛犬家 （神奈川県・40 代・女性） 

遺言に 給付金まで たしておく    詠み人知らず （栃木県・70 代・男性） 

給料も 車も軽に なりました       投石 （千葉県・60 代・男性） 

大晦日 俺のサイフが 羞恥心       ラプソディー （広島県・10 代・男性） 

錆付いた 硬貨磨けば 同い年        ご同輩 （大阪府・70 代・男性） 

レシートが 短くなって ちょっとエコ 蒼穹のタンポポ（神奈川県・40 代・男性） 

お年玉 あげた子供に 励まされ       お年玉 （大阪府・30 代・男性） 

８０円 切手じゃないよ 円相場     外為相場師 （東京都・30 代・男性） 

腰回り 財布の紐で 引き締める   棚からメタボチ （茨城県・20 代・男性） 

アメリカの クシャミで 社宅追いだされ 明日は我が身（山梨県・40 代・男性） 



 
◆オリックス キッズマネー川柳 入選作品 

ネッピー賞（3 句）  小学生の部・賞品各図書カード 1 万円分と副賞スタジアム観戦ツアー 

こづかいが へっておぼえた 不きょうの字 

かん字べんきょう中 （福岡県・小学2年生・女子） 

おとしだま きゅうしょくひには しないでね    

宇宙人５ごう （埼玉県・小学1年生・男子） 

威勢良く 値切るおばさん ママだった  

田無っ子（東京都・小学5年生・女子） 

 

 リプシー賞（3句）  中学生の部・賞品各図書カード 1万円分と副賞スタジアム観戦ツアー 

株はどう？   ただいまよりも   先に言う 

詠み人知らず （高知県・中学1年生・男子） 

母嘆く  高い塾代 低い点    

かるた BOY☆NOZO （京都府・中学1年生・男子） 

卒業式   金と子供が   巣立ってく 

詠み人知らず （東京都・中学1年生・男子） 

 

 

◆オリックス マネー川柳を通じた社会貢献活動について 

「第 5回 オリックス マネー川柳」では、ご応募いただいた方お一人につきオリックス社

会貢献基金（※）に 10 円の積み立てをいたしました。積み立てたお金で障がい児教育支援で

利用できる物品を購入し、下記の学校に４月ごろ寄贈する予定です。 

＜積み立て金額＞ 

一般の部 64,574 人＋キッズの部 2,775 人＝全体 67,349 人×10 円＝673,490 円 

＜寄贈予定校＞ 

・墨東特別支援学校（東京都江東区） 

・光明特別支援学校（東京都世田谷区） 

（※）オリックスグループは、2006 年 4 月に設立されたオリックス社会貢献基金を通じて、 

社会貢献活動を行っています。 

以 上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

「オリックス マネー川柳」運営事務局 担当：音田
おん だ

・日野原 

TEL：03-5419-5280 ホームページ：http://money-senryu.jp 

http://money-senryu.jp/

