
平成１５年７月２３日 

各 位 

 

ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 

 

「遺言川柳 大募集キャンペーン！」結果発表！ 
 

 

ＵＦＪ信託銀行株式会社（社長：土居 安邦）が本年３月３１日～６月１０日までの期間

で募集した「遺言川柳 大募集キャンペーン！」の選考結果がまとまりましたので、お知

らせいたします。 

 

「相続」「遺言」について皆さまに考えていただくきっかけ作り、また「遺言」をより身

近に感じていただくことを目的に、今回初めて実施した本キャンペーンは、１１,９６５名

の皆さまから、２５,４１８通・５０,３３９作品のご応募をいただきました。 

 

これは、当初予想をはるかに上回るものであり、また、応募者の年齢層をみても、最年

少が６歳、最年長が９７歳と幅広い世代からご応募をいただき、「遺言」「相続」に対する

皆さまの関心が、われわれが思う以上に高いことを窺わせる結果となりました。 

 

応募作品をみると、「子・息子・娘」「親・両親」「金・銭」といった用語が多く使用され

る一方、「メール」「デフレ」「リストラ」「なんでだろ」といった世相を反映したと思われ

る用語も見受けられました。 

 

川柳という１７文字に応募者の“思い”がこもった力作揃いのため、選考作業は難しい

ものとなりましたが、厳正な選考の結果、別紙１の通り「特選」「入選」「佳作」を決定い

たしました。 

 

なお、応募作品の一部をまとめた作品集が、今秋に株式会社幻冬舎から出版される予定

です。 

 

以 上 

 

 



別紙１ 

 

「遺言川柳 大募集キャンペーン！」選考結果 
 

＜特選＞ １作品 

遺書書いて 腕立て伏せを 二十回   （64 歳・男性） 
 

＜入選＞ ５作品 

遺言も 開けてみるまで 宝くじ    （25 歳・女性） 
情よりも 法が出しゃばる 遺産分け  （63 歳・女性） 
書き替える たびに痩せゆく 遺産額  （70 歳・男性） 
通夜の席 銀行マンが 勢揃い     （55 歳・不明） 
遺言を 地球が書いて いるらしい   （46 歳・男性） 

 

＜佳作＞ ２０作品 

どこからか 首だしてくる 遺産分け  （66 歳・男性） 
家計簿に 挟んであった 遺言書    （78 歳・男性） 
遺言状 誰も知らない 名が交じり   （74 歳・男性） 
句読点 きっちりと打つ 遺言書    （80 歳・男性） 
終章は 「信託」と書き 安堵する   （81 歳・男性） 
遺産分け 親不孝ほど よくしゃべり  （35 歳・女性） 
遺言を 書くと一気に 海が凪ぐ    （52 歳・女性） 
遺言の 中味で家族 大笑い      （83 歳・男性） 
遺言を 考え直す 棺の中       （48 歳・女性） 
遺言も 親父らしいと 泣き笑い    （69 歳・男性） 
遺言に 皆んなの顔が 弾んでる    （不明・男性） 
紙ふうせん まあるくたたむ 風の遺書 （72 歳・女性） 
身内から 火の手のあがる 遺言書   （77 歳・男性） 
バブルで変え デフレで直す 遺言状  （78 歳・男性） 
遺言で 結び直して いる絆       （74 歳・女性） 
遺言へ 妻が本気に なってくる    （74 歳・男性） 
正直に いえぬから書く 遺言書    （62 歳・男性） 
魚焼き ながら遺言 考える      （44 歳・女性） 
遺産分け ホームページに 載せてみる （67 歳・男性） 
遺言の 逆転劇を 夢に見る      （76 歳・女性） 

以 上 



「遺言川柳大募集キャンペーン！」応募結果の分析

■ 男女別の応募者数

男 性 女 性 未記入 合 計

4,178 4,014 3,773 11,965

34.9% 33.5% 31.5% 100.0%

■ 年代別の応募者数

男 性 女 性 未記入 合 計 応募比率

10歳未満 0 1 2 3 0.0%

10代 (11歳～19歳） 27 23 21 71 0.6%

20代 (20歳～29歳） 91 214 187 492 4.1%

30代 （30歳～39歳） 203 478 288 969 8.1%

40代 （40歳～49歳） 339 610 413 1,362 11.4%

50代 （50歳～59歳） 809 1,109 627 2,545 21.3%

60代 （60歳～69歳） 1,309 739 573 2,621 21.9%

70代 （70歳～79歳） 914 422 373 1,709 14.3%

80代 （80歳～89歳） 218 112 105 435 3.6%

90歳以上 16 5 13 34 0.3%

不明/未記入 252 301 1,171 1,724 14.4%

4,178 4,014 3,773 11,965 100.0%

■ 応募作品のなかで使用された世相 ■ 応募作品のなかで使用頻度の高い用語
　を反映したと思われる用語 （遺言、遺産、遺書等は除く）
メール 154 子・息子・娘 5,296 神・仏 385
デフレ 123 親・両親 2,811 夫・ダンナ 376
リストラ 98 金・銭 2,701 隠す・へそくり 372
パソコン 84 父・親父・おとうさん 2,480 ボケ・呆け 341
生前贈与 75 死・逝く・臨終 1,561 元気 339
なんでだろ 38 妻・女房・恋女房 1,384 花 324
携帯・ケータイ 30 嫁 1,340 女 300
パスワード 16 孫 1,272 土地 297
小泉（総理） 11 顔 1,213 喜び・嬉しい 268
フセイン 11 愛・恋愛・愛情 1,167 胸 244
ホームページ 9 マイホーム・家 1,105 道 246
イラク 9 財産 1,042 手紙・ラブレター 241
インターネット 8 990 病・病気・癌 232
リサイクル 8 心 966 平和・円満 229
ストレス 6 感謝・ありがとう 864 悩 223
インフレ 5 家族・家庭 840 老い 219
ブッシュ 4 税・税金 785 貯金・預金 215

あの世・来世 723 幸福・幸せ 203
借金・ローン 708 男 208
笑顔・笑い 696 天国 190
人生 674 安心 188
無・無し 665 明日・未来・将来 186
夢 556 心配 185
資産 548 ひとり・一人っ子 170
墓 478 金庫 166
最後 466 銀行・口座・UFJ 165
戦争・争い 453 苦労 160
泣く 410 酒 156
孝行 408 風 155
長寿・長生き 408 通夜 151
宝 399 祖父・祖母 224

比率

応募数

合 計

母・おふくろ・おかあさん

別紙２



＜ご参考＞ 

 

「遺言川柳大募集キャンペーン！」の概要 
 

1. 募集期間  

平成１５年３月３１日（月）～６月１０日（火） 

 

2. 応募方法 

官製はがきに、以下の事項をご記入のうえ、応募いただきました。 

① 応募作品 ②住所  ③氏名（ふりがな） ④ペンネーム（雅号等お持ちの方） 

⑤ 生年月日 ⑥ご職業 ⑦日中連絡可能な電話番号 

 お一人様何作品でも応募可能としました。 

 

3. 選考委員 

   (社)全日本川柳協会 森中惠美子 氏（選考委員長） 

   (財)ＵＦＪ信託文化財団 理事長 増永 保夫 氏 

   遺言川柳実行委員会 

 

4. 賞品 

＜特選に選ばれた方＞  

特選に選定された作品を、(社)全日本川柳協会 森中惠美子氏直筆の色紙にしたため、

額に入れて贈呈。副賞としてＵＦＪギフトカード５０万円分を贈呈。 

＜入選に選ばれた方＞ 

入選に選定された作品を、(社)全日本川柳協会 森中惠美子氏直筆の色紙にしたため、

贈呈。副賞としてＵＦＪギフトカード５万円分を贈呈。 

＜佳作に選ばれた方＞ 

ＵＦＪギフトカード５万円分を贈呈。 

＜応募された方全員＞ 

当社作成の「遺言ＡＢＣ」パンフレットを進呈。 

 

以 上 


