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2018 年２月 15 日 

第 31回『第一生命サラリーマン川柳コンクール』優秀 100句決定 

“テレワーク(在宅勤務)”で溜まる妻の不満・・・夫婦円満の秘訣は“愛”ではなく“ＡＩ”！？ 

初企画「健康第一部門」では「健康でいたい。でも・・・」と共感できる句が集結！   

 

第一生命保険株式会社（社長：稲垣 精二）では、2017 年９月から 11 月にかけて、全国の幅広い世代の皆さまを

対象に募集した第 31 回『第一生命サラリーマン川柳コンクール』を実施し、全国優秀 100 句を決定しました。 

■生産性向上に待ったなし！“AI”に“プレフラ”“テレワーク”・・・ 

サラリーマンへのプレッシャー強まる！  

 今年の優秀 100 句には“生産性向上”を意識した句が多数入選しました。2017 年 11 月に発足した第４次安倍

内閣では、「生産性革命」の鍵となる施策として「IoT・ビッグデータ・人工知能による産業構造・就業構造変革の

検討」を掲げています。内閣府の企業意識調査(※１)によると、IoT、ビッグデータ、AI などの新規技術のうち、

いずれか１つでも導入している企業・今後導入を検討している企業は、全企業のうち６割にも上ります。その影

響を受けてか、今年は“AI”や“IoT”など、テクノロジーの進化を詠んだ句が昨年の２倍以上入選！「AI の登場

で引退が早まるかも・・・」という不安が見られる一方、「家庭や職場で AI を上手く活用したい！」と期待する句も

詠まれました。 

 また、今年は“プレフラ”や“テレワーク(在宅勤務)”などの働き方改革に関する句も多数入選！働き方改革に

より職場の生産性向上を目指すはずが、「テレワークすると家で邪魔者扱いされる」などサラリーマンの苦労は

絶えないようです・・・  

 

 

 

 

※１ 内閣府「生産性向上に向けた企業の新規技術・人材活用等に関する意識調査」(2017 年２月実施) 

■サラリーマン川柳ベスト１０投票開始！  

２月 15 日（木）より、全国優秀 100 句の中からお客さまの投票により今年のサラリーマン川柳コンクールベスト 10 を

決める投票を実施します（３月 16 日（金）投票締切）。投票結果は、５月下旬に発表する予定です。 

優秀 100 句は第一生命ホームページ上で発表するとともに、第一生命日比谷本社（東京都千代田区有楽町１－

13－１）１階オープンスペースでも掲示し、ベスト 10 投票を受け付けます。 

展示期間２月 15 日（木）～３月 16 日（金） 

【第 31 回サラリーマン川柳コンクール特設サイト】 

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

http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html
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栄えある優秀 100 句はこちら！ 
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作品No 作品 雅号 テーマ

24 間違えた！　上司へライン　「愛してる」 みゆな IT・通信

25 俺ん家も　長期政権　嫁一強 やす 夫婦（男女）

26 テレワーク　在宅勤務は　妻がＮＯ 延長戦を続ける男 流行・話題

27 相談は　上司先輩　よりネット プロキシマＶ 上司・部下

28 遅れても　はっきり寝坊と　言う新人 バカまじめ 職場

29 天職と　言って転職　繰り返す 過労ワーク 職場

30 言ったけど　だれに言ったか　わからない よみ人知らず その他

31 週始め　やる気を消し去る　メール数 未読有り 職場

32 体重計　上る勇気と　見る勇気 まさあき 健康・美容

33 電子化に　ついて行けずに　紙対応 トリッキー IT・通信

34 封筒の　厚みでわかる　再検査 よみ人知らず 健康・美容

35 ふるさとへ　納税だけが　帰省する 井戸乃蛙 政治・経済

36 インスタに　映えます冷めます　嫁の飯 タクロウ 流行・話題

37 ヨガマット　いつしか昼寝の　敷き布団 健康胞子 健康・美容

38 家族ライン　父のコメント　既読無し 父を家族の一員に 親子・家庭

39 ランニング　ゴールは近所の　居酒屋へ 銀 健康・美容

40 ＡＩが　俺の引退　早めそう だいちゃんＺ！ IT・通信

41 禁煙し　それでも家で　煙たがれ 片根武 親子・家庭

42 課長さん　たまには部下にも　忖度を とりとり 流行・話題

43 変わったね　太ったねとは　言い切れず 過去は過去 健康・美容

44 何事も　妻ファーストで　うまくいく よみ人知らず 夫婦（男女）

45 辞めますも　ＳＮＳで　済ます部下 旧新人類 上司・部下

46 若作り　検診結果は　年相応 しーちゃん 健康・美容

47 都合よく　「若手」「中堅」　使われて アラサー女子 職場
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作品No 作品 雅号 テーマ

48 断った　上司と酒場で　鉢合わせ 地底人 上司・部下

49 玩具
おもちゃ

屋で　孫に隠れて　値札見る だんかい２号 親子・家庭

50 朝一で　嫌いな上司の　予定見る ケルビン 上司・部下

51 ままごとも　パパが買い物　行かされる 光源氏 親子・家庭

52 父さんの　下着どうして　排除する 洗濯機 親子・家庭

53 老後にと　米寿の父が　貯金する てる源爺 政治・経済

54 料理出て　写真撮るまで　待てをする みはるんるん その他

55 忖度し　娘と別に　洗濯し シムラー 流行・話題

56 ウォーキング　秋に始めて　冬終わる しゅうじのオヤジ 健康・美容

57 制度より　働き方は　風土から 金時亭豆奴 政治・経済

58 ほらあれよ　連想ゲームに　花が咲く さっちゃん その他

59 ヨーイドン　気持ち走るも　足は出ず ペダル族 健康・美容

60 汗だくは　イケメンだけが　許される はんはんか その他

61 記憶にない　夫のどこに　ほれたのか まるこ 夫婦（男女）

62 ノーメイク　会社入れぬ　顔認証 北鎌倉人 職場

63 近頃の　写真は真実　写さない 大ちゃん IT・通信

64 見栄を張り　現実を知る　試着室 逆ペリカン その他

65 今どきは　シャープと言わず　ハッシュタグ ♯ 流行・話題

66 社内エコ　無駄を無くせと　配る紙 飛べないコンドル 職場

67 小腹すき　ダンナに言えば　小腹どこ？ 大阪ビューティペア 夫婦（男女）

68 人減らし　「定時であがれ　結果出せ」 まろちゃん 職場

69 昼休み　「いいね！」求めて　洒落た店 インスタ君 その他

70 セルフレジ　きかい相手に　あたま下げ 天真爛ママ 政治・経済

71 ＡＩが　オレのレポート　見て笑う 負けず嫌い IT・通信
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作品No 作品 雅号 テーマ

72 後輩が　心開くの　ＬＩＮＥだけ くま吉 IT・通信

73 履歴書に　インスタ映えの　顔写真 今風
いまふう

流行・話題

74 薄さでは　スマホに負けぬ　わがサイフ 宣茶 その他

75 旦那への　家事に一言　ちがうだろー 妻恐怖症 流行・話題

76 ラインから　　絵文字が消えた　夫婦仲 ケンタイキー 夫婦（男女）

77 嫁からの  　返事はいつも　既読だけ 孤高の親父 夫婦（男女）

78 出したパス　誰も取らない　会議室 しゃま 職場

79 「ちがうだろ！」　妻が言うなら　そうだろう そら 夫婦（男女）

80 サプリやめ　アプリで変身　妻の画像 さっちん IT・通信

81 年ごとに　スーツと妻が　キツクなる 島根のぽん太 夫婦（男女）

82 インスタで　イイネ！とるため　食べ歩き 料理上手 流行・話題

83 人生が　１００年となり　大慌て 老行燈 健康・美容

84 売り言葉　買って二倍に　返す妻 剛球 夫婦（男女）

85 父さんの　苦労知ってる　靴の底 可可子 親子・家庭

86 飲み会に　部下を誘って　10連敗 あの頃は若かった 上司・部下

87 業績は　いいと聞くのに　感じない みや 政治・経済

88 上司より　フォロワー数の　多い部下 あずきち 上司・部下

89 パパ来てよ　必要だったの　指紋だけ iPhone使い 親子・家庭

90 胃袋へ　証拠隠滅　パパの分 ずみ嫁ともぞー その他

91 一万歩　足りないからと　次の店 メタボ世代 健康・美容

92 我が秘密　変換予測が　喋ってた 残業スパイ IT・通信

93 改善を　提案すると　業務増え 読み人知らず 職場

94 空き缶日　他の缶見て　格差知る 第三発泡亭主 政治・経済

95 効率化　提案するたび　人が減る 元気パパ 職場
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■初企画 「健康第一部門」 ベスト３決定！ 

昨今、人々の健康に対する関心はますます高まり、「健康寿命」を延ばしていくことは社会的に重要な課題になっ

ています。第一生命でも、「健康第一」アプリを通じて様々なサービスを提供（※２）するなど、皆さまの健康をサポー

トする取り組みを進めてきました。 

そこで、第 31 回サラ川では、「健康第一部門」を新設し、“運動”や“食生活”など健康にまつわる句を募集しました。

当部門には、全応募 47,559 句のうち 10,492 句の応募をいただき、健康づくりへの高い関心がうかがえました。 

栄えあるベスト３を発表します！ 

※２「健康第一」アプリの詳細はこちらをご参照ください→http://www.dai-ichi-life-special.jp/sp/campaign/kenko.html 

 

 

国立循環器病研究センター理事長 小川久雄氏より「健康第一部門」の句に総評を頂きました。 

 

 

作品No 作品 雅号 テーマ

96 上司にも　部下にも言えない　「ちがうだろ」 プロテイン依存 上司・部下

97 プレミアム　おかげで木曜　残業だ サラリー麺 職場

98 お腹出た？　「内部留保」だ　気にするな 一粒子 政治・経済

99 本業は　会社に隠れて　ユーチューバー リフトマン 流行・話題

100 テレワーク　家ではかどる　妻しぶる サンサン太陽 親子・家庭

国立研究開発法人 

国立循環器病研究センター 

理事長 小川 久雄 氏 

世の中健康ブームで、皆さん食生活・運動など、生活習慣

の改善に取り組まれています。しかし、「言うは易し、行うは

難し」という状況のようです。その点がユーモアに富んだ表

現で、テンポよく巧みに詠まれていて感心しました。 

※第一生命と国立循環器病研究センターは循環器病情報の普及啓発に関する包括的な連携協定を締結しています。 

http://www.dai-ichi-life-special.jp/sp/campaign/kenko.html
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また、「健康第一部門」ベスト３発表記念として、「サラ川で見る日本の健康」と題して過去の名句とともに、健康増

進に関する時代の変化を特別小冊子にまとめました。この小冊子は、第一生命の生涯設計デザイナーが配布し、

WEB でもご覧いただけます。 

http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html ※画面最下部よりダウンロードいただけます。 

 

 
≪第 31 回サラリーマン川柳 投票スケジュール≫ 
■投票期間 

2018 年２月 15 日（木）～３月 16 日（金） 

 

■投票方法 

第一生命の「生涯設計デザイナー」がお届けする専用の「投票用紙」をご提出ください。 

また、インターネットからも投票を受け付けています。 

第一生命日比谷本社内１階オープンスペースでも投票可能です。 

パソコン/スマートフォンからの投票 ： http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html 

 ※携帯電話では受け付けていません。 

■投票者に抽選で素敵なプレゼント 

投票いただいた方の中から抽選で総計 1,000 名様に素敵な賞品をプレゼント 

・A 賞 Panasonic 加湿空気清浄機 10 名様 

・B 賞 BRUNO マルチスティックブレンダー（ピンク・グリーン）  450 名様 

・C 賞 NHK 出版 サラリーマン川柳 なっとく傑作選 30 回記念版 540 名様 

※賞品の種類、色はお選びいただけません。 

■発表方法 

2018 年５月下旬に、第一生命ニュースリリース、ホームページおよび「サラ川ニュース」でベスト 10 を発表します。 

 

・第一生命にご契約のお客さまに限らず投票いただけます。 

 ただし、投票できる方は、成人、結婚をしている未成年者、または就労している 18 歳以上の未成年者に限ります。 

・投票はお一人さま一票とさせていただきます。 

・第一生命の社員ならびにその家族は投票できません。 

・第一生命が同時期に実施するキャンペーンと重複しての当選ができない場合があります。 

・事情により、本投票の実施を中止する場合がありますのでご了承ください。 

・当選の発表は、賞品のお届けをもってかえさせていただきます。 

 

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

