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オリックスグループは、2009 年 9 月 16 日～2009 年 11 月 13 日まで、お金をテーマにした

「第 6回 オリックス マネー川柳」を公募しました。今年は、例年より応募期間が１ヵ月間

短かったにもかかわらず、はがきとインターネット、携帯サイトから合計 144,743 句と昨年

並みの応募が寄せられました。 

このたび、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(97 句)を決定

しましたのでお知らせします。 

入選作、応募作品分析などは、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://regist.orix-mail.net/cd/senryu/)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 30 万円および副賞 

家計簿の 損失欄に ダムと書き      芭蕉もどき (栃木県・80 代・男性) 

【選者 尾藤一泉評】 

実際には家計での損失とはいえないダム事業。しかし政権交替という社会変化が、これまでの

価値観にメスを入れ「ダムはムダ」という無数の作品応募に繋がりました。大賞作品はさらに今

日の給与減少の根源まで見詰め、政府の景気政策の功罪を諷刺として描いています。まさに「ダ

ム」はその象徴でした。 

 

 

 オリックスグループ賞(6 句)  賞金 10 万円 

エコカーに 乗ってる彼に 乗り換える     鯖ンナ (兵庫県・30 代・女性)

草食と 言われる息子 金を食う       年金親父 (東京都・60 代・男性)

不揃いの 野菜を食べて 職探し      HAPPY ママ (大阪府・50 代・女性)
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小遣いも 妻の基準で 仕分けされ キング・コングゥ～ (埼玉県・40 代・男性)

インフルで サンタ来れぬと 子に諭す  若山かん菜 (神奈川県・30 代・女性)

1,000円で 増えた思い出 車内泊 紫紺聖哉 (栃木県・20 代・男性)

 

 

優秀賞(15 句)  賞金 各 1 万円 

肉食系 女子が見ている 年収欄 紙風船 (静岡県・50 代・男性)

本日は トマトとドルが ９０円 もりこ (愛知県・20 代・女性)

核のない 世界の前に 金がない 犬助 (和歌山県・30 代・男性)

婚活で 財布痩せたが 目は肥えた アラフォー (広島県・40 代・女性)

退職金 妻の口座に 天下り ふーさん (埼玉県・60 代・男性)

温暖化 吐く溜息も そっと吐き  ほのぼの たかちゃん (福岡県・60 代・男性)

百均の 老眼鏡で 株を見る おばこ (京都府・60 代・女性)

借金は 子供が返す 国とウチ 菅原道種 (奈良県・30 代・男性)

求人誌 読めば仕事を した気分  マリオン (北海道・10 代・女性)

「減税」を こども店長 から学び 成貴 (福岡県・20 代・男性)

子のスネを 親がかじって 無駄使い      はなまる (山形県・30 代・女性)

言い訳は オレも総理も 「カネがない」  満川恒朗 (静岡県・40 代・男性)

「窓際」の 窓が無くなる 二番底 石原淑人 (神奈川県・40 代・男性)

ボーナスは ないがボーナス 払いあり   森 湖都里 (東京都・30 代・女性)

寝返りを 打てば貴方が 居る不況 貧乏爺 (山口県・60 代・男性)



 
 入選(75 句)  賞品 各 QUO カード 2千円 

いい人と 言われるたびに 減るお金  エコライフ 金のかからぬ ものはなし 

なおりん (佐賀県・40 代・女性) 貧乏暇なし (山形県・30 代・男性)

元気なら 良いが息子と 二千円  小遣いも 貯金に回す 草食系 

浜ぶどう (鳥取県・50 代・男性) 一号 (愛知県・20 代・女性)

大不況 貧乏神も ホームレス  バーゲンへ 手分けして行く 主婦と主夫 

のらくろ～ん (愛知県・40 代・男性) 福袋 (青森県・70 代・男性)

時は金 サークルよりも アルバイト  ATM 親の気持ちを 引き落とす 

時給 830 円 (神奈川県・10 代・女性) 貧乏学生 (福岡県・20 代・男性)

わが家では 大黒柱 ４人の子  顔よりも カードの色で 選ぶ彼 

子づれ狼 (北海道・60 代・男性) 4on (東京都・10 代・女性)

ヘソクリを お掃除ロボに 見つけられ  不景気に まだまだ負けぬ 厚化粧 

朝香高志 (東京都・70 代・男性) 杉本とらを (東京都・40 代・男性)

「趣味は何？」競馬と言えず「投資です」 タバコ税 上げて政府が 蛍狩り 

おねだりママ (岐阜県・20 代・女性) さごじょう (愛知県・20 代・男性)

二万円 貰い子が負う 二兆円  お父さん 子供手当も かやの外 

橘かおる (東京都・50 代・女性) まるす (東京都・30 代・男性)

ぜいたくは 「敵」ではなくて 「夢」となり 貯金箱 中のコインは 皆昭和 

夢見る宝くじ (愛知県・30 代・女性) よっしー (東京都・40 代・男性)

玄関に 両手を挙げる 招き猫  ぐうと鳴る まさか財布の 腹の音 

りたむ (千葉県・40 代・女性) ひかりのあめ (東京都・20 代・男性)

赤い糸 給料日だけ 太くなる  親のすね かじり尽くして 介護する 

年増のかぐや姫 (神奈川県・50 代・女性) 吉田水牛 (岡山県・40 代・男性)

おふくろの 味も今では ワンコイン  安い犬 買って帰れば ウォンと鳴き 

クロネコ (茨城県・20 代・女性) めんたいこ (福岡県・20 代・男性)

タダよりも 千円で行く お徳感  残るのは 記憶じゃなくて 明細書 

染付屋釣太 (長崎県・60 代・男性) tanu (大阪府・30 代・女性)

はえば立て 立てば待ってる 教育費  国債を もう入れないで ランドセル 

龍神 (大阪府・60 代・男性) 坂の上 (愛媛県・70 代・男性)

親も子も 年金暮し 長寿国  もう一人 産んでクルマで 帰省する 

残菊 (群馬県・60 代・女性) 子宝夫婦 (埼玉県・30 代・男性)

無料パス 座席譲られ 落ちつかず  「愛」だけじゃ 生きていけない 天地人 

永康 (東京都・60 代・男性) レッドサブマリン (新潟県・30 代・女性)

トラ年の 前にトラの子 居なくなり  妻がいる 子がいる孫いる 金がいる 

夜来香 (群馬県・50 代・男性) 独り身希望 (兵庫県・30 代・女性)

遺言に ハサミを入れて から他人  月末の 母は番町 皿屋敷 

奴だこ (愛知県・60 代・男性) くまたぬき (京都府・40 代・女性)



 
通帳の 残高まるで 通知表  鏡見て 財布がゆるむ ダイエット 

丸 (愛知県・20 代・男性) 松浦痩子 (愛知県・40 代・女性)

我が家にも 来たぞ地デジで プチセレブ  ビン貯金 子供の夢の 無限大 

豊川歌麿 (愛知県・50 代・男性) 詠み人知らず (静岡県・60 代・女性)

お財布の 中身で変わる 街の色  年金を エディで使う 当世風 

とっちん (新潟県・40 代・男性) 虎算用 (神奈川県・60 代・男性)

男より 株にはまって まだ未婚  貧困率 体脂肪とは 無関係 

猫愛子 (東京都・30 代・女性) 暉相頼 (北海道・40 代・男性)

払っても 払っても 請求書  お年玉 母に渡せば シャボン玉 

たえちゃん 11 (山梨県・70 代・女性) プロ坊主 (千葉県・20 代・男性)

「半額」に メトロノームに なる私  客の入り ハローワークに 負けている 

焼けぼっくい (神奈川県・60 代・女性) 白旗 (東京都・20 代・男性)

この時代 貧乏の上 暇もある  女房が 鵜匠にみえる 給料日 

ここふあっし (宮崎県・20 代・女性) 我柳 (兵庫県・60 代・男性)

スクラッチ 夢を削って 夢果てる  昔貧乏 今羨望の 子だくさん 

金言葉 (兵庫県・20 代・女性) パパサン (福岡県・30 代・男性)

割り勘を きっちり割って まだ独身(ひとり) 8 本の 脛をかじった マイホーム 

晴一パン (千葉県・30 代・男性) 青紫 (京都府・40 代・女性)

副業を 見つける前に 会社逝く  年金を 当てにするなと 定期便 

なしなしリーマン (千葉県・30 代・男性) しょうちゃん (鹿児島県・40 代・男性)

憧れは イケメンよりも 公務員  金持ちは オバマ、ハトヤマ 近所のママ 

釜具 (青森県・20 代・女性) 清水 (愛知県・30 代・男性)

インフレと 聞いてマスクを 用意する  「フリーター」 「ニート」の頃が なつかしい

まったり (熊本県・20 代・女性) 求職中 (静岡県・60 代・男性)

風が吹き 桶屋までもが  火の車  すねかじり 卒業したら 孫できた 

仲麻呂 (滋賀県・60 代・男性) ゆずママ (長崎県・40 代・女性)

埋蔵金 霞ヶ関で ポチが泣く  100 均で 揃った僕の 四畳半 

野老馬 (東京都・60 代・男性) 古柏 (愛知県・40 代・男性)

おばさんは ATM と 話する  あるうちに 使っておこう 親と金 

えこたん (広島県・50 代・女性) パラサイト (静岡県・40 代・女性)

パソコンに 相場格言 粘っておき  コツコツと フリマ懸賞 コンテスト 

小江戸 (埼玉県・70 代・男性) 二人の姫 (沖縄県・20 代・女性)

「タバコ銭」 こんな言葉が ありました  負けません おひとり様は 趣味貯金 

霞食人 (埼玉県・60 代・男性) ちょびちょび (愛知県・30 代・女性)

携帯に 趣味も家計も 牛耳られ  あわよくば 働く彼氏に 天下り 

まりパー (神奈川県・50 代・男性) 竹林香緒里 (福岡県・20 代・女性)

  
 

 



 
ゲーム機で リスク管理は 子に任せ  100 万円 思わずにおい 嗅いでみた 

すふぃんくす (東京都・60 代・男性) のりこ式部 (北海道・30 代・女性)

アラフォーも 「若い」と保険 勧められ    

柴犬太郎 (山形県・30 代・男性)   

 

◆応募の傾向 

第 6回を迎えた「オリックス マネー川柳」には、144,743 句(インターネット 62％、携帯

サイト 25％、はがき 13％)が全国から寄せられました。 応募者の年代は、30 代が 24.5％で

最も多く、その他の年代も僅差で続いており、幅広い年齢層の方に川柳をお楽しみいただけ

たようです。また、男女の割合は、男性 59.2％、女性 40.3％(不明 0.5％)でした。 

受賞作品 97 句を見ると、20 代が 19 名、30 代が 21 名、40 代が 19 名と、例年と比較して

若い世代の方も大健闘しています。 

 

◆キーワードからみる傾向 

今回、最も多かったキーワードは、「貯金/預金/残高」となりました。また、｢子供/息子/

娘｣、「政権/交代/民主党/自民党」、「手当て」、｢マニフェスト｣、「エコ/エコロジー/環境」

という世相を反映したキーワードも目立っており、総選挙後に発足した民主党政権に、国民

が大きな関心を持っている様子がうかがえます。「夢」とともに不景気を乗り切ろうという

意気込みが感じられました。 

 

◆企画概要 

●タイトル   「第 6 回 オリックス マネー川柳」 

●テーマ    マネー(お金) 

●選考     「オリックス マネー川柳」運営事務局 選者:尾藤 一泉(川柳家) 

●募集期間   2009 年 10 月 16 日～2009 年 11 月 13 日正午 

●募集方法   はがき、インターネットまたは携帯サイト 

●各賞 

・「大賞」(1 句)           賞金 30 万円(および副賞) 

(副賞：熱海「ホテルミクラス」または、別府「杉乃井ホテル」 

           1 泊 2 食付き宿泊券 1 組 2 名様分) 

・「オリックスグループ賞」(6 句)※     賞金 各 10 万円 

・「優秀賞」(15 句)          賞金 各  1 万円 

・「入選」  (75 句)                   QUO カード 各 2 千円分 

 
※選考には以下のグループ会社が携わりました。 
オリックス・クレジット、オリックス自動車、オリックス証券、オリックス信託銀行、   
オリックス生命保険、オリックス不動産、オリックス・リビング 

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：宮木・柴田 

TEL：03-5419-5102 

ホームページ：http://regist.orix-mail.net/cd/senryu/ 
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