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「第 12 回 オリックスマネー川柳」入賞作品決定 

 大賞 ｢好景気 日本丸より 五郎丸｣ 

2016 年 1 月 20 日 

各 位 

オリックスグループ 

オリックスグループは、2015 年 10 月 9 日（金）～11 月 25 日（水）の期間、「お金」を

テーマにした公募川柳「第 12 回 オリックスマネー川柳」を実施しました。今年は、はが

きと PC サイト、スマートフォンサイトから合計 63,016 句の作品が寄せられました。 
このたび、川柳家・尾藤 一泉氏らによる運営事務局の厳正な審査の結果、以下の入賞作

品（26 句）を決定しましたのでお知らせします。入賞作品・応募作品の分析などは、オリ

ックスグループの「オリックスマネー川柳」サイト（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 大賞(1 句)  賞金 30 万円および副賞  

好景気 日本丸より 五郎丸  ついにジー（神奈川県・60 代・男性） 

【選者 尾藤 一泉評】 

流行語の話題に事欠かない 1 年でしたが、中でもラグビー日本代表の五郎丸選手はルー

ティーンのポーズとともに、日本中を席巻しました。アベノミクスが率いる「日本丸」よ

り、ラグビーW 杯での活躍など確実に頼りになる「五郎丸」は、日本経済に多少の明るさ

と希望が見えてきた象徴のように思えます。 
大賞作品は言葉遊びのように「丸」の語が並び、表面的な面白さだけではなく、川柳の

形式となるわずか十七音で、しっかりとシンプルに日本の現状や庶民の心理が描き出され

ている一句です。 

 

＜副賞＞1 泊 2 食付き宿泊券 1 組 2 名さま分 
※以下の 3 施設から 1 施設を選択。現地までの往復交通費は受賞者さまのご負担となります。 

 ・会津東山温泉「御宿 東鳳」（福島県）    http://www.onyado-toho.co.jp/ 
 ・宇奈月温泉「宇奈月 杉乃井ホテル」（富山県）http://www.unazuki-suginoi.jp/ 

 ・「ホテル ユニバーサル ポート」（大阪府）    http://www.hoteluniversalport.jp/ 

 

 
 
 

 

 

御宿 東鳳 宇奈月 杉乃井ホテル ホテル ユニバーサル ポート 
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オリックスグループ賞(5 句)  賞金 各 10 万円 

 

オリックス生命賞 

火の車 マイナンバーで 走ってる 松川涙紅（埼玉県･80 代･男性） 

オリックス銀行賞 

ふるさとを 想う心は 肉と酒 

 

ハイブリッドな父（愛知県･30 代･男性）

オリックス・クレジット賞 

とりあえず 別姓よりも 別財布 

 

杉本湘路（神奈川県･60 代･男性) 

オリックス自動車賞 

エステ代 ママにとっては 防衛費 

 

トモパパ（新潟県･50 代･男性) 

オリックス不動産賞 

北陸へ レールでつなぐ 好景気 

 

りのんぱ（東京都･30 代･男性) 

 

◆応募の傾向 

 第 12 回目を迎えた「オリックスマネー川柳」には、全国から 63,016 句のご応募があり

ました。応募方法は、パソコン 43.9％、スマートフォン 37.3％、はがき 18.8％で、前回は

25.0%だったスマートフォンからのご応募が 12.3%増えています。 
年代別で見ると、60 代からの応募が最も多く、男女別の割合は男性 65.2％、女性 34.5％

(※不明 0.3%)で、昨年同様男性からのご応募が多い結果となりました。受賞作品 26 句を見

ると 50 代が最も多く、半数以上が男性の受賞となりました。 
 
◆キーワードからみる傾向 

今回はマイナンバー制度の開始に伴い、最も多かったキーワード「お金/金/マネー」に続

き「マイナンバー」が 2 位となりました。また、2015 年の流行語年間大賞に選ばれた「爆

買い」が 5 位、「ラグビー/五郎丸 歩」も 9 位にランクインし、身近なテーマと流行語をう

まく取り入れた句がたくさん寄せられました。 
 

＜応募作品に多く用いられたキーワード＞ 
1 位 お金/金/マネー 6 位 小遣い/へそくり 
2 位 マイナンバー 7 位 年金/老後 
3 位 消費税/増税/税金 8 位 妻/嫁/家内 
4 位 貯金/貯蓄/残高 9 位 ラグビー/五郎丸 歩 
5 位 爆買い 10 位 財布 

 



 

3 
 

優秀賞（20 句） 賞金各 1 万円 
 
どんぶりを 重ねて作る 五つの輪   福山と 福沢ロスに 嘆く秋 

竹やぶ（京都府・50 代・男性）  クランベリー（宮城県・40 代・女性）

年金で 孫の笑顔を 爆買いし   むかしダウ いま上海で 風邪をひき 

広海（神奈川県・40 代・女性）  夜明け前（岡山県・50 代・男性）

ノーベル賞 2 個とる国で 杭擬装   MRJ 稼ぐ翼に 出世して 

六帖隠居どころ（埼玉県・70 代・男性）  パッション（愛知県・90 代・男性）

下着ほど 安心できぬ 人民元   「火花」見て 先物買いを 考える 

轟 鋳鉄（神奈川県・30 代・男性）  詠月（岡山県・30 代・男性）

3 の矢を カミオカンデで とらえたい   いつの日か 貯めるつもりが 終活へ 

IO-PSYCH（愛知県・50 代・男性）  やせがまん（東京都・60 代・男性）

カボチャ馬車 10 億円を 誰に撒く   一億が 総活躍の 消費税 

ボケ爺さん（山口県・70 代・男性）  （福岡県・40 代・男性）

ソケットも ロケットも生む 町工場   ハロウィンに ええじゃないかと 人と金 

嵐山（千葉県・50 代・男性）   風信子（東京都・50 代・女性）

初投資 株価チェックが ルーティンに   600 兆 バーは高いぞ 五郎丸 

金融詩人（千葉県・50 代・男性）  ･･････（埼玉県・60 代・男性）

デロリアン あればバブルへ バック･トゥ   マイナンバー これが預金の 数字なら 

広多慶（愛知県・50 代・男性）  リュウ（神奈川県・70 代・男性）

ガソリンの 価格で決まる 旅の宿   「利率より」 もっと貯まるぞ 5 倍デー 

落葉樹林（岐阜県・50 代・男性）  （大阪府・女性）

 

◆企画概要 

●タイトル   「第 12 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   2015 年 10 月 9 日（金）～11 月 25 日（水） 
●募集方法   はがき、パソコンまたはスマートフォン 

 

 
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 西野・石井 

TEL：03-3435-3167  

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


