
平成１６年９月１３日 

各 位 

 

ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 

「『遺言川柳』其の二 大募集！キャンペーン」結果発表 

 

ＵＦＪ信託銀行株式会社（社長：安田 新太郎）が、本年４月２６日～６月３０日までの

期間で募集した「『遺言川柳』其の二 大募集!キャンペーン」の選考結果を、別紙 1のとお

り、発表いたします。 

 

＜応募状況＞ 

 今回 前回 前回比 

応募作品数 62,397 50,339 ＋12,058（＋24.0%） 

応募者数 15,256 11,965 ＋ 3,291（＋27.5%） 

 

本企画は、「遺言」「相続」について、皆さまに考えていただくきっかけを作り、「遺言」

をより身近に感じていただくことで、遺言信託等の相続関連業務を取扱っている当社に気

軽にご相談いただくことを目的に、昨年に引き続き本年も実施しました。 

今回の応募状況は、応募作品数・応募者数とも、前回を大きく上回りました。 

 

応募者の年齢層も、最年少が 10 歳、最年長が 97 歳と、幅広い世代に亘る一方、60 歳以

上の応募者が約半数にのぼるなど、「遺言」「相続」に関心の高い層からの支持を得る結果

となりました。（詳細は別紙 2ご参照） 

 

特に今回は、作品にまつわるエピソードが添えられたものも数多くみられ、「遺言」「相

続」が、皆さまにとってより身近なものとして理解されてきていると、あらためて認識い

たしました。 

 

また、作品に使われた用語をみると、「子・息子・娘」「親・両親」「金・銭」といった用

語が多く使用された他、「メール」「自己責任」「未納」「ヨン様」「マニフェスト」「負け犬」

といった世相を反映したと思われるものも見受けられました。 

 

なお、今回も応募作品の一部をまとめた作品集「泣いて、笑って 遺言川柳」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』其の二 大募集！キャンペーン」選考結果 

 

＜特選＞ １作品 

筆不精 初めて知った 父の文字    （68 歳・女性） 

 

＜入選＞ ５作品 

わけ前も 成果主義か 年功か     （62 歳・女性） 

物よりも 相続したい 母の味     （37 歳・女性） 

まるくする つもりで書いて 角つくり （54 歳・男性） 

百歳の 遺産受け継ぐ 八十歳     （53 歳・女性） 

この次は 女房の親に 期待する    （62 歳・男性） 

 

＜佳作＞ ２０作品 

人生の 総決算に 利益なし      （59 歳・男性） 

イラクより 統治し難い 我が家かな  （26 歳・男性） 

遺産分け たゞでもらうに 何故もめる （73 歳・男性） 

喪服でも 隠しきれぬが 腹黒さ    （77 歳・女性） 

書き終えて 狭い世間が 広く見え   （71 歳・男性） 

ようかんを 遺言通りに 切ってみる  （50 歳・男性） 

但しとか 又はが多い 遺言書     （61 歳・男性） 

少子化で まわりはみんな 小金持ち  （54 歳・女性） 

夢一つ 置いていくよと 封をする   （不明・女性） 

遺言書く 便せん選びに 悩む母    （27 歳・女性） 

手を握り 書いておいたと ささやいた （71 歳・男性） 

書き終えて 写真の妻に 笑み返す   （51 歳・女性） 

長寿国 死ぬのがヘタな 人ばかり   （61 歳・男性） 

同窓会 書いた書かぬと 花が咲き   （71 歳・男性） 

写真だけ もらって帰る 形見分け   （63 歳・女性） 

なみだより あせをながせと 母は書く  （67 歳・女性） 

少なくて 涙で桁が 多く見え     （52 歳・男性） 

しがらみを 放棄で掃いて 身の整理  （33 歳・男性） 

少しずつ 愛を分けてる 計算機    （64 歳・女性） 

相続で もらった犬に かみつかれ   （53 歳・男性） 

以 上 



別紙2
「『遺言川柳』其の二　大募集！キャンペーン」応募結果分析

■ 応募者数等

■ 男女別の応募者数
男 性 女 性 未記入 合 計

応募数 7,387 5,971 1,898 15,256

応募比率 48.4% 39.1% 12.5% 100.0%

■ 年代別の応募者数
男 性 女 性 未記入 合 計 応募比率

19歳以下 37 50 9 96 0.6%

20代 (20歳～29歳） 209 453 48 710 4.7%

30代 （30歳～39歳） 402 805 78 1,285 8.4%

40代 （40歳～49歳） 652 854 134 1,640 10.7%

50代 （50歳～59歳） 1,275 1,432 211 2,918 19.1%

60代 （60歳～69歳） 2,293 1,169 305 3,767 24.7%

70代 （70歳～79歳） 1,674 679 189 2,542 16.7%

80歳以上 507 198 103 808 5.3%

不明/未記入 338 331 821 1,490 9.8%

合 計 7,387 5,971 1,898 15,256 100.0%

■ 応募作品のなかで使用された ■ 応募作品のなかで使用頻度の高い用語
　世相を反映したと思われる用語 　（遺言、遺産、遺書等は除く）

  今回 前回 前回比 前回比率 
応募作品数 62,397 50,339 +12,058 +24.0% 

応募数（葉書の数） 31,949 25,418 +6,531 +25.7% 
応募者数 15,256 11,965 +3,291 +27.5% 

 

用語 件数
メール 296
自己責任 91
未納 67
ヨン様 21
マニフェスト 16
負け犬 12
総額表示 4
間違いない！ 2

用語 件数
子・息子・娘 5,097
金・銭・錢 3,080
父・親父・おとうさん 2,339
無・無し 2,286
親・両親 2,226
マイホーム・家 1,975
妻・女房 1,961
死・逝く・臨終 1,837
愛・愛情・恋愛 1,364
心 1,360
孫 1,228
財産 1,152
顔 1,144
母・おふくろ・おかあさん 956
嫁 898
家族・家庭 793
人生 780
借金・ローン 730
感謝・ありがとう 724
あの世・来世 701
夢 652
最後 581
長寿・長生き 580
笑顔・笑い 558
墓 558
資産 543
泣く 524
元気 512
呆け・ボケ 493
ひとり・一人っ子 481
宝 473

用語 件数
税・税金 465
夫・だんな 449
戦争・争い 447
孝行 427
神・仏 425
手紙・レター 416
花 377
女 360
悩 321
酒 291
道 284
病・癌・病気 282
明日・未来・将来 257
土地 241
風 221
通夜 210
胸 207
預金・貯金 198
幸せ・幸福 198
天国 196
男 187
平和・円満 183
老い 182
銀行・口座・ＵＦＪ 168
苦労 164
隠す・へそくり 159
金庫 157
安心 155
心配 151
祖父・祖母 143



＜ご参考＞ 

 

「『遺言川柳』其の二 大募集！キャンペーン」 概要 

 

1. 募集期間  

平成１６年４月２６日（月）～６月３０日（水） 

 

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性別 ⑦ご職業 ⑧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 

   (株)幻冬舎 編集局長 福島 広司 氏 

   (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＞  

ＵＦＪギフトカード５０万円分を贈呈。 

＜入選に選ばれた方＞ 

ＵＦＪギフトカード１０万円分を贈呈。 

＜佳作に選ばれた方＞ 

ＵＦＪギフトカード１万円分を贈呈。 

 

受賞者全員に、副賞として、書籍「泣いて、笑って 遺言川柳」（幻冬舎刊）を贈呈。 

また、応募者全員に、当社作成の小冊子「『遺言川柳』其の二 入賞作品集」を進呈。 

 

以 上 




