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オリックスグループは、2010 年 9 月 16 日～2010 年 11 月 10 日に、お金をテーマにした「第

7回 オリックス マネー川柳」を募集しました。今年は、はがきとインターネット、携帯サ

イトから合計 153,346 句と、過去最高数の作品が寄せられました。 

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(73 句)を決

定しましたのでお知らせします。 

入賞作品・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/)でご紹介しています。 
 

◆オリックス マネー川柳 入賞作品 

 

 オリックス マネー川柳大賞(１句)  賞金 30 万円および副賞 

はやぶさの 五倍もかけて ローン終え   

ゆとり路 (神奈川県・60 代・男性) 

【選者 尾藤 一泉評】 

「はやぶさ」は、今年の日本の数少ない明るい話題だった。7 年という長期間、時には通信も

途絶えたという苦難の旅路と、世界で初めて成し遂げた小惑星物質を持ち帰るという業績は見事。

それを下敷きに、その 5倍の年月、35 年という最長ローンの完済は、忍耐をともなう時間との闘

いであり、作者の思いは、はやぶさの偉業にも匹敵する重さだろう。 

単なる数合わせでないマネーへの心理が句から伝わる。 

 

 

 オリックスグループ賞(6 句)  賞金 各 10 万円 

百均は 高すぎますと ドルが言う          とっちん (新潟県・40 代・男性)

国までも オレに“割り勘” 背負わせる       借金大国 (千葉県・40 代・男性)

たばこ税 大の大人が 大人買い ポストバブル世代 (千葉県・30 代・男性)
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金を食う 虫も必要 多様性                 まゆ蔵 (兵庫県・40 代・女性)  

つかめない 仕事と夢と ３Ｄ       腹ブラック (北海道・10 代・男性)  

ギリシャから 飛び火は聖火 だけにして 川口三十一 (埼玉県・30 代・男性)  

 

 

マネックス証券賞(１句)  賞金 10 万円 

虎の子に 慣れぬ外貨の 旅をさせ           竜門 (東京都・50 代・男性)  
 

 

優秀賞(15 句)  賞金 各 1 万円 

逃げ出せぬ 炊事洗濯 家事赤字     あーさまま (大阪府・50 代・女性)

プロよりも タコに訊きたい 株予想 ぬれ青葉 (神奈川県・30 代・男性)

じいちゃんの 次は子供を あてにする 圓堂精人 (埼玉県・60 代・男性)

減税の 効果一服 すると消え 稲田秋男 (東京都・40 代・男性)

銀聯が 銀座秋葉を 闊歩する              浜風月 (神奈川県・50 代・男性)

幽霊が 稼ぎ頭の 家がある 強行妻 (岡山県・40 代・女性)

節約を してる家庭と 出来ぬ国 自由人 (神奈川県・30 代・男性)

円高で ブランド妻が 元気です  アクア (大阪府・40 代・男性)

妻の愚痴 減って感じる 真の底 のーべる (兵庫県・30 代・男性)

補乳びん 振ってイクメン 職探し            竜造 (茨城県・70 代・男性)

20代 ゆとり世代に ゆとりなし      やまだいち (東京都・30 代・男性)

不景気が お茶も出さずに 長居する すぱ石 (埼玉県・30 代・女性)

花よりも ものの値段で 四季を見る 懸巣貴幸 (北海道・30 代・男性)



 

アナログの 文字消せぬまま 除夜の鐘   世界の波平 (栃木県・40 代・女性) 

熊が出る 虎の子は出ず 年は去る  夢運坊 (神奈川県・70 代・男性)

 
 入選(50 句)  賞品 QUO カード各 3千円分 

プライドが エコと節約 仕分けする  エコライフ 決して安い もんじゃない 

雅夢 (三重県・50 代・男性) 仙静 (静岡県・30 代・女性)

減税に のせられ乗らぬ 車買う  買う買わぬ 仕分けは妻の 匙加減 

えみちゃん (山梨県・50 代・女性) さごじょう (愛知県・20 代・男性)

「借りぐらし」 ジブリに貰う 自虐ネタ がま口が 妻の口より 軽くなる 

千夏 (東京都・50 代・女性) チョコバンク (熊本県・30 代・男性)

白蟻が 家食い息子 金を食う  子には子の 機密費がある 青い闇 

エンリッチ (山口県・50 代・男性) 太郎 (千葉県・50 代・男性)

氷河期は 道草食って 生きのびる  衣食住 足りて最後に 買う自分 

ジャマネーさん (神奈川県・50 代・女性) 字引章 (東京都・40 代・男性)

広告が 財布の中を 覗いてる  地デジにし 一つ昭和が 消えた部屋 

詠み人知らず (東京都・60 代・男性) 有馬託夢 (静岡県・50 代・男性)

スイカでピ パスモでパッと マネー消え エアコンと 命と財布を 見比べる 

お出かけバーバ (神奈川県・60 代・女性) 名もボーナスもなし (宮城県・30 代・女性)

B 級の グルメと似合う ワンコイン  LCC 座席に合わせ ダイエット 

当っ句 NO.1 (東京都・50 代・男性) エコノミー症候群 (愛知県・50 代・女性)

円高に 喜怒哀楽の ないタンス 思い出が グラムで量る 時価になり 

一兵卒 (東京都・70 代・男性) とんべ (佐賀県・70 代・男性)

美味しそう 値段見てから 産地見る  退職金 揺りかご程の 墓に化け 

もう二十歳 (北海道・20 代・女性) 色即是空 (埼玉県・60 代・男性)

無い袖の 最後の手段 柳腰  我が家での 赤字国債 祖父が買い 

石田ゆきゑ (秋田県・30 代・女性) 陽気でドン (神奈川県・50 代・女性)

給料日 ゲゲゲの女房 もち出され  かじられた スネ四本が 行く足湯 

エコババ (宮城県・60 代・女性) 昭ちゃん (埼玉県・80 代・男性)

母は鳩 子を持つならば 遼がいい  赤い糸 今じゃ婚活 金の糸 

足長小百合 (愛知県・50 代・男性) すふぃんくす (東京都・60 代・男性)

634
ムサシ

見る 日本経済 これからだ  税率も ＡＫＢも 増やすだけ 

フナオカ (東京都・70 代・男性) 三門王 (神奈川県・20 代・男性)

議員より 詐欺師の方が 知恵がある  集金に 少し不況の 愚痴聞かせ 

酒井具視 (東京都・30 代・男性) 山本桂馬 (東京都・70 代・男性)



 
コウノトリ トキも鶴ほど 保護されず  利子つかぬ 箪子預金に 虫がつき 

ボケ爺さん (山口県・60 代・男性) 梅香 (宮城県)

持つ苦労 味わいたくて 宝くじ  地デジ化は 煎餅よりも 金を食い 

詠み人知らず (兵庫県・70 代・男性) セバスチャン (千葉県・30 代・男性)

チチチレレレ 心で唱え ジャンボ買う  久しぶり パパといわれた 年金日 

八十日目 （神奈川県・70 代・男性) きよはる (神奈川県・70 代・男性)

ふところに 江戸の町並 国際化  金もなし 熊と一緒に 餌探し 

詠み人知らず (宮城県・70 代・女性) ジュン (長崎県・60 代・男性)

２００円 高いトマトに お辞儀する  夢に見た 社長の椅子は リサイクル 

カラリ (佐賀県・50 代・女性) 世捨て人 (東京都・50 代・男性)

牛丼の   違いが分かる   秋さびし  節約も ゲームみたいと 娘言い 

男しゃくいも (北海道・60 代・男性) アラフォーみゆ (千葉県・30 代・女性)

電子本 ヘソクリ隠す 場所を変え  探し物 埋蔵金と レアアース 

トンボの眼 (千葉県・70 代・男性) ねんきん (神奈川県・70 代・男性)

猛暑日の 名残を残す 電気代  ブブゼラで お客が増えた 焼き芋屋 

鮎多屋 (三重県・50 代・男性) 金策疲れ (大阪府・60 代・男性)

円高く 何も肥えない 秋となる  百均で タバコ以外は みな揃い 

酷暑経験好好爺 (東京都・60 代・男性) 山寺屋 (神奈川県・60 代・男性)

じじばばの ふところ狙う 孫と国  “借りぐらし” 俺のことかと 反省し 

若隠居 (東京都・50 代・男性) 清水松鶴 (千葉県・30 代・男性)

   

 

◆応募の傾向 

第 7回を迎えた「オリックス マネー川柳」には、153,346 句(インターネット 72.4％、携

帯サイト7.1％、はがき20.5％)が全国から寄せられました。 応募者の年代は、30代が21.3％

で最多、その他の年代がこれに僅差で続いており、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 60.3％、女性 37.1％でした(不明 2.6％)。 

受賞作品 73 句を見ると、50 代が 18 名と最も多く、30 代が 16 名と続くものの、60 代が

13 名、70 代が 12 名、80 代も 1名が受賞されるなど、シニア世代が大健闘しています。 

 

◆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、「お金/金/マネー」でした。2位以下のキーワードの使

用頻度を倍以上も引き離して頻繁に用いられており、「お金」に対する直截な感情や態度が

うかがわれます。続いて｢円｣、「貯金/貯蓄/残高」、「子ども/息子/子/娘」が多く用いられて

いました。「円」が 2 位にランクインしたのは、長く続いた円高の進行が、世の中に与えた

インパクトの大きさを物語っています。また、今年に特徴的なキーワードとしては「たばこ

/禁煙」が挙げられます。昨年までは見られなかったワードで、いきなり 7 位にランクイン

しました。たばこ税の引き上げが社会的に大きな話題となったことを反映しています。 



 
 

 

◆企画概要 

●タイトル   「第 7 回 オリックス マネー川柳」 

●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   2010 年 9 月 16 日～2010 年 11 月 10 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 

・「マネックス証券賞」（1句） 賞金 10 万円 

・「優秀賞」(15 句) 賞金 各 1 万円 

・「入選」  (50 句)    QUO カード 各 3 千円分 

 
※選考には以下のグループ会社が携わりました。 
オリックス自動車、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、
オリックス・クレジット 

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：前田・柴田 

TEL：03-5419-5102 

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