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２０１５年５月２５日 

   

  第２８回「第一生命サラリーマン川柳コンクール」 

『私が選ぶサラ川ベスト１０』全国投票結果発表！！ 

～栄えある第１位は、老若男女世代を問わず悩みは同じ～ 

「皮下脂肪 資源にできれば ノーベル賞（イソノ家）」に決定！～ 

 

第一生命保険株式会社（社長：渡邉 光一郎）が実施した、第２８回「第一生命サラリーマン川柳コンクール」

『私が選ぶサラ川ベスト１０』投票の集計結果をお知らせします。 

当社では、昨年１０月に第２８回「第一生命サラリーマン川柳コンクール」（通称＝サラ川）を実施し、今

年２月に全国傑作１００選を発表しました。その後、それらの作品を対象に１０万人を超えるサラ川ファン

の投票により、ベスト１０およびその他優秀作品の投票順位が以下の通り決定しました。 

思わず漏らした妻への愚痴など、今も昔も変わらない職場や家庭での人間関係にまつわる心の叫びなど、

サラ川の“原点”である「サラリーマンの悲哀」を詠んだ作品が、多くの方の共感を呼び上位にランクイン

しました。 

 

本年、見事１位に輝いたのは、「ノーベル賞」という時事ネタに「溜まる皮下脂肪」という自虐的な要素を

盛り込んだ一句でした。老若男女世代を問わず共感できる健康ネタに、日本人が受賞したことで例年以上に

話題となったノーベル賞という時事ネタを掛け合わせ、川柳ならではのテンポの良さで詠ませてしまう技巧

派の一句です。実際、この句に投票した方からは「私の皮下脂肪も是非資源に！」や「中年の夢です」とい

った共感の声が多数寄せられました。 

 

第２８回「第一生命サラリーマン川柳コンクール」 全国投票結果（ベスト１０） 

 
                                                      
 
 
 
 

順位 作品   雅号 得票数

第1位 皮下脂肪　　資源にできれば　　ノーベル賞 イソノ家 　（46歳・男性・北海道） 5,501票

第2位 湧きました　　妻よりやさしい　　風呂の声 湘南おじん　（68歳・男性・神奈川県） 4,108票

第3位 妖怪か　　ヨー出るヨー出る　　妻の愚痴 こまさん　（48歳・女性・北海道） 3,264票

第4位 壁ドンを　　妻にやったら　　平手打ち 若ジイジ　（54歳・男性・神奈川県） 2,948票

第5位 記念日に　　「今日は何の日？」　　「燃えるゴミ！！」 ＦＵＴＡ　（59歳・男性・北海道） 2,925票

第6位 増えていく　　暗証番号　　減る記憶 なにが正しい　（不明・男性・山口県） 2,587票

第7位 あゝ定年　　これから妻が　　我が上司 呼人
よびと

　（68歳・男性・新潟県） 2,449票

第8位 オレオレと　　アレアレ増える　　高齢化 エビカニ　（30歳・男性・長野県） 2,291票

第9位 ひどい妻　　寝ている俺に　　ファブリーズ 冷てえ！　（58歳・男性・東京都） 2,287票

第10位 充電器　　あったらいいな　　人間用 電池切れ　（66歳・男性・千葉県） 2,222票
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なお、第一生命ホームページでは、漫画家やくみつるさん・川柳作家やすみりえさんからの総評に加えて、
投票理由や投票数の男女支持率も併せて発表していますので、ぜひお楽しみください。 

【第一生命サラリーマン川柳ホームページ】 

http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/ 

 

また、コンクールに参加いただいたお客さまを中心に「サラ川ニュース」（ベスト１～３０掲載）を当社生

涯設計デザイナーがお届けする予定です（５月下旬配布予定）。 

 

第一生命ミュージアムにて 

「第２８回 第一生命サラリーマン川柳コンクールベスト１０」を期間限定で展示 

当社日比谷本社１階の「第一生命ミュージアム」にて、ベスト１０作品と漫画家やくみつるさんの総評な

どを５月２５日（月）より展示します。サラ川ファンの方々のみならず、近隣オフィスにお勤めの方々など、

ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

【第２８回 第一生命サラリーマン川柳コンクールベスト１０展示】 

●展示場所  ：  第一生命ミュージアム 

          第一生命保険株式会社 日比谷本社一階 北ギャラリー内 

          東京都千代田区有楽町１‐１３‐１ ＤＮタワー２１ 

●展示期間  ：  ２０１５年５月２５日（月）１４：００～１０月末日（予定）（入場無料） 

●開館時間  ：  ９：００～１７：００ 

●休館日   ：  土・日・祝日 

 

スマートフォンアプリ「サラリーマン川柳」 

スマートフォンでお使いいただけるアプリ「サラリーマン川柳」を提供しています。このアプリでは、歴代

サラ川ベスト１０作品や、「上司・部下編」、「夫婦・家庭編」などの７つのテーマに分けた作品集を見るこ

とができます。 

※機種・OS等によっては閲覧できない場合があります。 

 

【画面イメージ】 

 

  



3 

第２８回「第一生命サラリーマン川柳コンクール」全国投票結果（ベスト１１～１００） 

 

順位 作品 雅号 得票数

第11位 アナとユキ　　わたしゃ胃にアナ　　医者にユキ 猫介 1,967票

第12位 本当の　　子にも孫にも　　振り込めず 日本エレキテナイ連合 1,904票

第13位 どうやって　　禁煙するかで　　一服し 本日のハイライト 1,870票

第14位 子は妖怪　　嫁も妖怪　　俺 限界 彩乃パパ 1,847票

第15位 「ついて来い！」　　昔ニッコリ♡　　今「なんで？」 夢想人 1,838票

第16位 マヨネーズ　　カロリーハーフ　　倍使う 栗橋Tパック 1,704票

第17位 うちの妻　　マツコよりも　　デラックス 掲点肥え 1,621票

第18位 部屋がない　　ローン組むのは　　俺なのに 下部父 1,557票

第19位 スッピンは　　ダメヨダメダメ　　ママじゃない ぬりかべ 1,552票

第20位 来世でね　　めぐり逢ったら　　ほっといて よみ人知らず 1,537票

第21位 Ｍ着れる？　　ダメよ～ダメダメ　　Ｌ着てる 日本Ｌ着てる連合 1,523票

第22位 年老いて　　モトがとれない　　飲み放題 ひとり爺
ジ

ッち。 1,521票

第23位 妻の声　　ＡＥＤより　　効果あり 春待つ会 1,503票

第24位 おつぼねを　　レジェンドと呼ぶ　　給茶室 しゅう 1,468票

第24位 ダイエット　　ありのままでと　　諦める よみ人知らず 1,468票

第26位 ありのまま　　結婚してから　　見せるのよ 板橋牛 1,440票

第27位 ありのまま　　メイク落とせば　　どこのママ？ 業界の三男坊 1,413票

第28位 『まかせたぞ』　　できない上司の　　逃げ言葉 残念な人 1,392票

第29位 里帰り　　孫が来るたび　　諭吉去り 赤いチャンチャンコ 1,332票

第30位 方法は　　山ほど知ってる　　ダイエット 博識代
はくしきよ

1,329票

第31位 がんばれば　　がんばったほど　　仕事ふえ まつ子 1,281票

第32位 愛犬の　　同情した目に　　癒される ブドウマン 1,273票

第33位 ８％
ハチパー

で　　暗算できぬ　　料金に 年金生活 1,262票

第34位 フナッシー　　人気のない俺　　ムナッシー ユルキャラ2014 1,198票

第35位 休みます　　ＬＩＮＥの文字は　　元気そう すっとぼけ 1,196票

第36位 壁ドンは　　ダメよ ダメダメ　　借家でしょ！！ ひげの損徳おやじ 1,192票

第37位 嫁出かけ　　ネコはカルカン　　俺サバ缶 磯野タマ男 1,180票

第38位 子は飲み会　　妻はお茶会　　オレ自治会 李 月夜（イ ウォルヤ） 1,138票

第39位 出迎えは　　妻のハグから　　犬のパグ 確変 1,108票

第40位 父だけが　　ＬＩＮＥのグループ　　外されて よみ人知らず 1,092票

第41位 おい！おれを　　メタボと呼ぶな　　ゆるキャラだ 浮薄呆言 1,063票

第42位 妻なのか…　　妖怪なのか…　　ウォッチする スムージー 1,043票

第43位 ゆるキャラに　　ママならなれる　　そのまんま ビート留守 1,033票

第44位 こたつから　　嫁が出すのは　　顔と指示 走る白サイ 1,018票

第45位 ありのまま　　食欲のままに　　雪だるま 妖怪はいます 994票

・
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順位 作品 雅号 得票数

第46位 シニアだが　　リニア乗るまで　　生きてやる ゆいとじい 992票

第47位 今でしょが　　続いてばかりで　　しんどいわ サラ川小町 975票

第48位 「あなた来てー」　　唯一の出番　　虫退治 レリゴーッ 970票

第49位 夫婦愛　　いつの間にやら　　エコモード 省エネ対策 944票

第50位 出張を　　伝えて喜ぶ　　嫁娘 かぼちゃんぬ 943票

第51位 世界遺産　　なって初めて　　知る歴史 睡眠学習派 927票

第52位 嫁ＬＩＮＥ　　スタンプだけで　　指示が来る ＴＡＫＵ・ＫＥＩパパ 914票

第53位 新米の　　味は職場の　　水しだい ほがらかさん 892票

第54位 帰り道　　スマホと私　　電池切れ まねき犬 862票

第55位 部長より　　遠くが埋まる　　飲みの席 三太夫
さんだゆう

843票

第56位 意思疎通　　昔だんらん　　今スマホ カツオ風味のふんどし 839票

第57位 丸投げの　　上司の肩の　　強さ知る 昼あんどん 834票

第58位 ダイエット　　あれから三年　　5キロ増え 無遅刻・無出社 817票

第59位 レジェンドと　　呼ばれる事なく　　定年に 祝 還暦 755票

第59位 値が上がる　　物価に主婦が　　音を上げる 宣茶 755票

第61位 子ども達　　「いいじゃないの～」と　　片付けず ありのまま 733票

第62位 リタイヤで　　妻の偉大さ　　今 わかる 読み人知らず 713票

第63位 美味しいと　　たまに褒めたら　　「レトルトよ」 ありのぱぱで 708票

第64位 見せません　　我が家のママの　　ありのまま ヒヤヒヤ父さん２８ 693票

第65位 『カミ減らせ』　　俺の頭は　　実施済み 猿だんご 691票

第66位 長生
ナガイ

きは　　オリンピックが　　生
イキ

がいに ふくだるま 688票

第67位 上司より　　きびしい査定が　　家で待つ 優しい妻 680票

第68位 あの上司　　記憶の容量　　フロッピー むじお 667票

第69位 もう帰る　　電話したのに　　用意なし チャミー 662票

第70位 正月は　　箱根と決める　　入浴剤 よっちゃん 638票

第71位 言い逃れ　　「妖怪のせい」　　「ありのまま」 新人類の子 604票

第72位 コレだめよ　　アレもだめだめ　　髙血圧 －万年はたち－ 596票

第73位 ナチュラルな　　メイクに見せる　　厚化粧 ひらめ 595票

第74位 是非欲しい　　家庭内での　　自衛権 夢中人 584票

第75位 アナ雪を　　歌う妻見て　　寒くなり まっちゃん 579票

第76位 もう10日　　妻とのライン　　既読なし ちびおやじ50 557票

第76位 気付いてよ　　既読スルーも　　返事なの 現代っ子 557票

第78位 知恵を出せ　　出したら上司の　　案となり パクリ 534票

第79位 運動会　　娘はいつも　　カメラ越し こよむ 532票

第80位 音沙汰の　　ない子既読に　　安心し コダクさん 524票
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※第２４位、第５９位、第７６位は同数のため同順位。 

※川柳、雅号は、すべて応募者の表記にしたがっているため、一部当て字等での表記で掲載しています。 

※作品の著作権はすべて第一生命に帰属しています。無断での転載、使用はご遠慮ください。 

 

第２８回「第一生命サラリーマン川柳コンクール」の概要 

★作品募集 ： ２０１４年１０月～１２月実施 

応募作品数 ： ４０,１３８句（２０１３年 ３３,６０５句） 

★投票 ： ２０１５年２月～３月実施 

投票数 ： １１２,５０４票 

 

        
 

順位 作品 雅号 得票数

第81位 課長留守　　仕事スムーズ　　気はルーズ もーおっさん 489票

第82位 パパお願い♪　　ゴーストライター　　子の宿題 ダラリーマン 473票

第83位 Ｌｅｔ　ｉｔ　ｇｏ　　私ら世代は　　Ｌｅｔ　ｉｔ　ｂｅ 血液型ＵＤＯＮ 464票

第84位 火の用心　　タバコにストーブ　　ツイッター 爽快ウォッチ 456票

第85位 妻ニイサ　　私貧乏 　　金ナイサ 夢一生 451票

第86位 ハードルが　　年々上がる　　縁相場 りのんぱ 445票

第87位 夢でみた　　妻の笑顔に　　うなされる ＫＳ 443票

第88位 人類の　　進化の果てか　　スマ歩行 旧人類 424票

第89位 ウシの日は　　牛丼なのと　　子に教え 八十日目 397票

第90位 会議中　　パソコン見るな　　オレを見ろ！ じゅうななじ 386票

第91位 小遣いの　　異次元緩和　　未だなし 三児の父 356票

第92位 定年後　　アウェイとなった　　うちの家 あんず 351票

第93位 気が付けば　　楽しみすべて　　ワンコイン いつでも１８ 345票

第94位 小遣いを！　　わが家の軍師　　あかんべえ ひよこちゃん 340票

第95位 化け学が　　あればかみさん　　ノーベル賞 仮面ライター 329票

第96位 合コンを　　重ねて今や　　ワイン通 ロビンフッド 274票

第97位 夜通しで　　ウォッチに並ぶ　　サンタたち ノリー 239票

第98位 もう一軒　　いいじゃないのと　　言う上司 かずは 232票

第99位 共有化　　悪い話は　　今日言うか パブロン 197票

第100位 先輩と　　言うな婚活　　会場で あべっち 177票


