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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。 

今回、はがきとインターネット、携帯サイトから合計 150,439 句の応募が寄せられ、マネ

ー川柳では過去最多の応募数となりました。「お金」に対する関心が高まっているためとも

思われますが、作品は、百年に一度ともいわれている経済危機を題材とした句が多く、「不

況」「暴落」「不景気」といった世相を反映するようなキーワードが目立ちました。 

ご応募いただいた川柳の中から、川柳家・尾藤 一泉氏らによる厳正な審査により、ノミ

ネート作品 100 句を決定しましたのでお知らせいたします。また、2 月 20 日～27 日まで、

インターネットでの一般投票を受け付けています。 

受賞作品は、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 3月中旬ごろ発表の予定です。 
 

 

◆「第 5 回 オリックス マネー川柳」 ノミネート作品（100 句） 

番号 川柳 雅号 性別 年齢 

1 「百年に 一度」も長寿 なればこそ 喜寿男 男性 70 代 

2 年金も ｢あなたと違う」 人が辞め 阿乃麻呂 女性 40 代 

3 裁判員 宝くじより 率がいい 大当たり 男性 70 代 

4 カタカナの 理由が並ぶ 不況記事 デフォルト 男性 50 代 

5 暴落と ポニョは海から やってきた プチ鎖国希望 男性 20 代 

6 金欠が やる気にさせた エコライフ 自由人 女性 40 代 

7 自動車も 家もバックも 借り物で レンタル人生 男性 20 代 

8 ウォン安で 目鼻がついた 整形費 リフォームマニア 男性 60 代 

9 あらいやだ 給付２万で 歳がバレ 未曾有の若造り 女性 50 代 

10 老人の   埋蔵金は   子に弱い 詠み人知らず 男性 70 代 

11 アラフォーが 金持ちだとは 限らない 満月 女性 30 代 

12 給料も   車も軽に   なりました 投石 男性 60 代 
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13 何億も 稼いで馬は 草を食う Yes we can 男性 30 代 

14 含み損 黙って酒肴の 質落とす 悩めるタコ 女性 40 代 

15 大晦日 俺のサイフが 羞恥心 ラプソディー 男性 10 代 

16 電子化で 反古も残らぬ 破綻株 ど素人 男性 70 代 

17 張り込みの 刑事のように 待つ特価 酒井具視 男性 30 代 

18 子が歩き カネも同時に 足が生え 頑張るパパ 男性 30 代 

19 イケメンに   賢母の財布   口を開け 夢追人 男性 60 代 

20 100 年に 1 度を詰める 福袋 中年やまめ 男性 60 代 

21 ボーナス減 世界がそばに ある実感 風介 男性 40 代 

22 寅さんの ように諭吉は 居なくなる 辛党 男性 60 代 

23 空サイフ   拾ったやつも   世を恨み 酔夢人 男性 50 代 

24 箱根駅伝   ローンのたすきも   渡したい 息切れ寸前子 男性 40 代 

25 靴投げる   前に人生   投げている 詠み人知らず 男性 不明 

26 錆付いた 硬貨磨けば 同い年 ご同輩 男性 70 代 

27 省エネと   言い訳をして   家事さぼる Ｋ・Ｍ 女性 30 代 

28 心配は 老後じゃなくて 半年後 感極丸 男性 30 代 

29 若い頃 買った苦労と 株で損 アルバとロス 男性 60 代 

30 不景気の おかげでいまだ 冬休み 長い冬 男性 30 代 

31 通帳に カード会社が 列を成す 中村満丸 男性 30 代 

32 四十で 受取人は 父のまま 神の庭 男性 40 代 

33 うれしさも 支持率なみの 給付金 黄泉蛙 男性 40 代 

34 株下げて 鍋敷きになる 経済紙 投資初心者 男性 50 代 

35 金よりも 大事なものに 金が要る 香識 女性 40 代 

36 レシートが 短くなって ちょっとエコ？ 蒼穹のタンポポ 男性 40 代 

37 慰謝料を   貰うか   遺産まで待つか 迷歩 男性 60 代 

38 相続人 本気で迷う 子とペット 愛犬家 女性 40 代 

39 円高を   喜ぶ娘   職はなし 緑花 女性 50 代 

40 バーゲン品 着こなす妻の 底力 赤とんぼ 男性 50 代 

41 アナログの 方が不況は よく見える さごじょう 男性 20 代 

42 遺言に   給付金まで   たしておく 詠み人知らず 男性 70 代 

43 お賽銭 カードを見せて 神頼み 大阪のオバちゃん 女性 50 代 

44 ばあちゃんが くれた万札 まだ温い ぽんぽこ 女性 50 代 

45 マネーゲーム   不参加なのに   バツゲーム からしシュークリーム 女性 60 代 

46 恋人と カウントダウン 給料日 あるでん亭ばじり子 女性 20 代 

47 ボーナスを もらうつもりが 退職金 俺もリストラ 男性 40 代 

48 FAX も   使えぬクセに   F/X 空財布 男性 40 代 

49 値引き見て 妻が似合うと 言った服 おっとせい 男性 40 代 



 
50 温暖化 冷やしどころを 間違えた マネき猫 女性 40 代 

51 我が家では 金融危機は 亭主から とーさん 男性 40 代 

52 塩漬けは やりくり三年 株八年 るーだま 男性 40 代 

53 一円に 押し潰される 乗用車 円高志向 男性 60 代 

54 世も末と   思いながらも   貯金する 詠み人知らず 男性 70 代 

55 お年玉 あげた子供に 励まされ お年玉 男性 30 代 

56 アクセルを   ペダルに替えて   まとめ買い 愛煙家 男性 40 代 

57 バブル期の   通帳いまだ   捨てきれず とんま天狗 男性 70 代 

58 家計ボを   丸投げしたい   大不況 花咲さん 女性 60 代 

59 国の無駄   真似は出来ない   我が家計 詠み人知らず 男性 60 代 

60 ETC 値下げするころ クルマ無し 首都子 男性 40 代 

61 ８０円 切手じゃないよ 円相場 外為相場師 男性 30 代 

62 ウシ年も 借金だけは ネズミ算 午年の男 男性 50 代 

63 お年玉   借りて我が家の   二次補正 詠み人知らず 男性 40 代 

64 通帳の   残高は良し   プロポーズ やまさん 男性 30 代 

65 なぜだろう 笑った顔の 札がない 微風 男性 70 代 

66 引きこもり 意外とお金が かかってる 光熱費 女性 30 代 

67 「あなたとは ちがうんです」と お金持ち 拝一刀 男性 40 代 

68 円高で   また書き替える   遺言書 英ちゃん 男性 50 代 

69 ままごとで 株の損失 バラされる モモ 女性 30 代 

70 マイホーム 夢を叶えて うなされる 詠み人知らず 男性 30 代 

71 かじられた 年金長寿で 取り戻す しゅんちゃん 男性 20 代 

72 乱高下 してスタンドが 消えていく あまりりす 女性 40 代 

73 現物を 見ずに消えてく 株と金 グッバイ株 男性 30 代 

74 カレンダー ハートマークは 返済日 旦那知らず 女性 30 代 

75 腰回り   財布の紐で   引き締める 棚からメタボチ 男性 20 代 

76 ゆりかごで 笑う赤子に ローンあり 爽族 男性 40 代 

77 ２兆円   大ぶろしきの   年始め 下々民 女性 40 代 

78 ハニカミに 百万ドルの エクボ添え 五十肩 男性 50 代 

79 カーシェアに ロマンで防御 する愛車 ういず 男性 60 代 

80 家計簿に スタント欲しい 火の車 チョコバンク 男性 30 代 

81 ガソリンに 振り回されて 旅支度 今のうちに 女性 60 代 

82 株見るは 株主よりも 内定者 マネーモンキー 男性 20 代 

83 カレーの具 今年の干支は どこへやら リーマンシスターズ 女性 20 代 

84 すきま風 不況風より 暖かい 三文銭 男性 50 代 

85 職安で   マネー川柳   すすめられ ちゃんこ 女性 40 代 

86 デリバティブ 宅配ピザと 思う母 明るい食卓 男性 40 代 



 
87 リサイクル バブルのかけら 売りに行く シャボンヌ 女性 30 代 

88 アメリカの   クシャミで   社宅追いだされ 明日は我が身 男性 40 代 

89 医者でなく   財布がとめる   酒煙草 白雲子 男性 60 代 

90 定年後 オレは負債に 繰り入れか そりゃ ないぜー 男性 50 代 

91 ドル箱と いう言葉だけ 残ってる ツーウエイ 男性 40 代 

92 金欠が   開封させる   非常食 グラママ 女性 50 代 

93 株下落   地デジ対策   延期する タヌキジジイ 男性 50 代 

94 おねだりも 今じゃネットで これ買って ちぃちゃん 男性 20 代 

95 子に投資   元本割れは   ＤＮＡ 根無し草 女性 50 代 

96 ビンボーは くじ引かずとも 当たってる 貧乏神男 男性 50 代 

97 若づくり 保険料だけ 鯖読めず 陽気姫 女性 50 代 

98 大画面 金融危機も 大映し 盛り下がるリビング 男性 40 代 

99 勘定に なると寝ている 芸達者 わか夫 男性 40 代 

100 赤字山 決まり手は、また 引落とし 休もう協会 男性 50 代 

 

◆応募数 

「第 5回 オリックス マネー川柳」では、過去最多となる 150,439 句（ＰＣサ 

イト 54％、携帯サイト 24.3％、はがき 21.7％）が全国から寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆性別・年代別の応募者傾向 

 応募者の年代は、30 代が 23％と最も多いものの、幅広い年齢層の方に川柳をお楽しみ

いただきました。 
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オリックス　マネー川柳　応募数の推移
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  男女別では、男性６割・女性４割といった割合になっています。 
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◆キーワードから見る傾向 

今年は、百年に一度ともいわれている経済危機を題材に詠んだ作品が多く、世相を 

反映するような「金融危機」、「円高」、「株安」、「暴落」、「不景気」、「不況」といった 

キーワードが目立ちました。 

また、「アラフォー」、「埋蔵金」といった流行語や、「エコ」、「裁判員制度」、「給付金」、 

「あなたと違う」など、話題のキーワードを織り込んだ作品も多くみられました。 

 

◆一般投票 

◇一般投票期間：2009 年 2 月 20 日（金）13:00～2 月 27 日（金）12:00 

◇投 票 方 法 ：下記アドレスにアクセスいただき、ノミネート作品の中から 

お気に入りの 5句を選んで投票ください。 

        なお、一般投票はＰＣサイトのみの受付となります。 

        （http://money-senryu.jp） 

 

◆最終選考結果発表 

◇発表時期：2009 年 3 月中旬（予定）  

◇発表方法：「オリックス マネー川柳」ＰＣサイト（http://money-senryu.jp）、 

携帯サイト（http://money-senryu.jp/m/）での発表となります。 

 

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 
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