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ＵＦＪ信託銀行株式会社 

株式会社ＵＦＪ銀行 

 

「『遺言川柳』其の三 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）と株式会社ＵＦＪ銀行（頭取：沖原 隆

宗）が、本年５月２３日～７月２２日までの期間、共催で募集した「『遺言川柳』其の三 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 前々回 前回比 

応募作品数 58,496 62,397 50,339 ▲3,901（▲6.3%） 

応募者数 14,376 15,256 11,965 ▲880（▲5.8%） 

 

3 回目となる今回は、本年 1月よりＵＦＪ銀行でもＵＦＪ信託銀行の代理店として遺言信

託等の相続関連業務の取扱いを開始していることから、ＵＦＪ信託銀行とＵＦＪ銀行の共

催にて実施しました。 

両行のお客さまをはじめ、一人でも多くの皆さまに、遺言信託等の相続関連業務を身近

に感じていただき、同業務について気軽にご相談いただくきっかけとなることを目的に実

施しましたが、予想を上回るご応募をいただき、引き続き皆さんの高い関心を示す結果と

なりました。 

 

今回のキャンペーンでは、60 歳以上の方からの応募が半数近くになるなど、「遺言」「相

続」に関心の高い層から支持を得たことが大きな特徴です。（詳細は別紙 2ご参照） 

 

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、「クールビズ」「残念」「セレブ」「サプライズ」「韓流」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「遺言川柳」其の三（仮称）が、今冬に

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」其の三 大募集！キャンペーン 選考結果 

 

＜特選＞ １作品 

遺産分け 不思議な人が 席につく   （65 歳・女性） 

 

＜入選＞ ５作品 

一筆が 火種となるか 輪となるか   （32 歳・女性） 

書きながら 気持はすでに 大冨豪   （60 歳・女性） 

書くたびに だんだん人が 見えてくる （41 歳・女性） 

せみしぐれ いつまで続く 遺産分け  （55 歳・男性） 

遺書書いて 何も変らぬ 昨日今日   （74 歳・男性） 

 

 

＜佳作＞ ２０作品 

ありがとう そしてゴメンと 書くつもり（63 歳・男性） 

遺言書 開封までは 仲が良い     （64 歳・男性） 

遺言に 熱き想いは 残したい     （75 歳・男性） 

遺言を 夫婦で書いて 握手する    （74 歳・男性） 

てにをはも 遺言だけに 直せない   （48 歳・男性） 

遺言を 書いて十年 日記買う     （52 歳・女性） 

八桁も あれば遺言 らしくなる    （78 歳・女性） 

遺言へ ここぞ男の 見せどころ    （63 歳・女性） 

深く掘れ よく耕せと 遺言書     （68 歳・男性） 

少ないが きれいな金と 威張る遺書  （不明・男性） 

引き際の 美学も混ぜて 遺書ができ  （71 歳・男性） 

千枚田の てっぺんに置く 遺言書   （61 歳・女性） 

遺言状 まだ逆立ちが 出来るのに   （67 歳・女性） 

残すまい 青い地球に 負の遺産    （57 歳・男性） 

遺言と いう生涯の 決算書       （73 歳・男性） 

人生の 最後の辞表 家族宛      （32 歳・男性） 

知っていた 遺書の小さな 嘘一つ   （81 歳・男性） 

終章も 父は楷書で 締めくくり    （76 歳・男性） 

遺産分け 取り残されている 遺骨   （57 歳・男性） 

教養も 知識も知恵も 贈与ずみ    （62 歳・女性） 

以 上 



＜ご参考＞ 

 

「『遺言川柳』其の三 大募集！キャンペーン」 概要 

 

1. 募集期間  

平成１７年５月２３日（月）～７月２２日（金） 

 

2. 応募方法 

郵便はがきに、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 日中連絡可能な電話番号 

（差し支えない場合） 

⑥生年月日 ⑦ 性別   ⑧ご職業 

 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  (財)ＵＦＪ信託文化財団  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「遺言川柳」其の三（仮称、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』其の三 入賞作品集」を進呈。 

 

以 上 



別紙２
「遺言川柳」其の三　大募集！応募結果分析

■ 男女別の応募者数

男 性 女 性 未記入 合 計

応募者数 5,283 3,981 5,112 14,376

応募比率 36.7% 27.7% 35.6% 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 12 22 6 40 0.3%

20代 (20歳～29歳） 80 162 30 272 1.9%

30代 （30歳～39歳） 202 381 55 638 4.4%

40代 （40歳～49歳） 341 483 92 916 6.4%

50代 （50歳～59歳） 786 874 310 1,970 13.7%

60代 （60歳～69歳） 1355 706 417 2,478 17.2%

70代 （70歳～79歳） 1179 403 403 1,985 13.8%

80歳以上 450 152 173 775 5.4%

不明/未記入 878 798 3,626 5,302 36.9%

合 計 5,283 3,981 5,112 14,376 100.0%

■ 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）
用語 件数

メール 205
パソコン 202
気持ち（イイ） 146
携帯・ケータイ 63
クールビズ 23
残念 23
負け犬 19
セレブ 17
気合 16
サプライズ 13
韓流 10
自己責任 9
中二階 3
新規参入 2
冬ソナ 2

父・親父・おとうさん 6,106
子・息子・娘 4,928
金・銭・錢 2,831
親・両親 2,722
無・無し 2,499
母・おふくろ・おかあさん 2,287
死・逝く・臨終 1,774
愛・愛情・恋愛 1,747
心 1,711
妻・女房 1,472
マイホーム・家 1,310
顔 1,260
財産 1,100
感謝・ありがとう 1,061
孫 1,013
家族・家庭 895
兄弟・姉妹 876
あの世・来世 699
夢 667
嫁 635
最後 618
借金・ローン 614
人生 596
笑顔・笑い 590
宝 565
夫・だんな 510
墓 496
税・税金 492
長寿・長生き 434
戦争・争い 426

資産 407
花 395
神・仏 382
手紙・レター 381
元気 361
女 339
病・癌・病気 321
道 320
孝行 315
土地 286
胸 271
ひとり・一人っ子 247
悩 246
明日・未来・将来 235
天国 235
通夜 231
男 227
老い 220
風 216
平和・円満 215
祖父・祖母 214
預金・貯金 213
幸せ・幸福 205
酒 202
呆け・ボケ 198
苦労 179
心配 173
金庫 167
隠す・へそくり 134
泣く 127
安心 127
銀行・口座・ＵＦＪ 104




