
 

            

 

 

 

  

コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会、代表理事理事長：和田 寿

昭）は、「さまざまな育児の形を応援し、くらしに寄り添うＣＯ･ＯＰ共済」

をコンセプトに2022年10月20日から12月20日にかけて、第２回「ＣＯ･Ｏ

Ｐ共済 育児あるある川柳」を実施しました。応募総数25,474作品の中か

ら見事入賞された60作品を発表します。 

 

最優秀賞（１作品）：子が寝たら 忍者となって 部屋を出る （けんちゃん） 

 

優秀賞（１作品）：頬ずりを するためだけに 髭を剃り （特別天然記念物） 

 

コーすけ 10 周年特別賞（10 作品が入賞） 

 

 

詳細や他の入賞作品はこちらのページをご覧ください。 

第２回 「ＣＯ･ＯＰ共済  

育児あるある川柳」 結果発表サイト   

https://coop-ikujisenryu.jp 

 

ＣＯ･ＯＰ共済からひとこと 

子育ては楽しい反面、苦労も多い。子育て中の親であれば誰でも経

験する「忍者」姿。子どもの寝顔を見て安心し、親も一息つける時

間を大切にしたい気持ちが伝わってきます。 

（コープ共済連代表理事 和田 寿昭） 

ＣＯ･ＯＰ共済からひとこと 

子どもが可愛くて可愛くてたまらないという感情がよくわかる川

柳です。子どもをもつ父親なら誰もが経験していると思います。

川柳としての流れも素晴らしい組み立てです。 

（コープ共済連常務理事 石川 勝也） 

ＣＯ･ＯＰ共済からひとこと 

大好きな家族への気持ちがたくさんつまった作品ばかりで、思わず

ニッコリしちゃったのだ。みんなの大切な思い出を教えてくれて、

本当にありがとう！ 

（ＣＯ･ＯＰ共済公式キャラクター コーすけ） 

第２回 「ＣＯ･ＯＰ共済 育児あるある川柳」 

応募総数25,474作品から入賞作品を発表！ 

報道関係各位 

2023年3月9日 

・結果発表：2023 年３月６日（月） 

・応募総数：25,474 作品 

・入賞作品：60 作品 

 

https://coop-ikujisenryu.jp


 

 

 

■2022年の応募傾向 

１．育児の「あるある」に共感の嵐！  

育児の「あるある」エピソードをテーマに、ほっこり話から苦労話まで、育児にまつわ

る喜怒哀楽の一句が数多く寄せられました。どの作品も思わず「あるある！」と声が出て

しまう共感性の高いものばかりです。 

 

２．男性からの応募が２倍に！ 

「パパの育児賞」への応募が第１回と比べ約２倍以上に増えており、男性の育児参画へ

の機運の高まりが感じられました。コロナ禍におけるテレワークの広まりや2022年10月１

日に「産後パパ育休（出生時育児休業）」が施行されたことも相まっての結果と考えられま

す。 

 

３．お子さまから「家族との思い出」も大集合！ 

今回はじめて、小学生以下のお子さまから「家族との思い出」をテーマとした川柳を募

集しました。お子さま目線の川柳は大変に微笑ましいものばかりで、バラエティに富んだ

作品が集まりました。 

 

４．各賞の入賞作品数 

賞名 入賞作品数 

最優秀賞 全作品から 1 作品 

優秀賞 全作品から 1 作品 

ママの育児賞 15,135 作品のママからの応募より 10 作品 

パパの育児賞 4,325 作品のパパからの応募より 10 作品 

みんなの育児賞 3,370 作品の育児にかかわる全ての方からの応募より 10 作品 

コーすけ10周年特別賞 2,644 作品の小学生以下のお子さまからの応募より 10 作品 

佳作 全作品から 18 作品 

 

 

 

 

 

 

 

 これからもＣＯ･ＯＰ共済は組合員とその家族に寄り添い、新しい“たすけあいのかたち”

とよりよい明日のくらしを一緒につくっていきます。 

 

 

 

 

 

お問い合せ先 
日本コープ共済生活協同組合連合会 渉外・広報部 （担当 星合・大杉） 
TEL：03-6836-1320／FAX：03-6836-1321（平日 10 時～17 時 土日除く） 
e-mail： 
 

▼ママの育児賞 ▼パパの育児賞 ▼みんなの育児賞 

たくさんの 
ご応募 
ありがとう 
ございました。 



 

 

 

 

  入賞作品 60 句のご紹介 
賞 川柳 ニックネーム 

最優秀賞 

（１作品） 

子が寝たら 忍者となって 部屋を出る けんちゃん 

優秀賞 

（１作品） 

頬ずりを するためだけに 髭を剃り 特別天然記念物 

ママの育児賞 

（10 作品） 

熱下がり うるさいキミに ホッとする さちまご 

洗濯の ポケットで知る 季節の実 ふくふく 

ガチャガチャで ふくらむ我が家の 外食費 いぶきママ 

セールまで いつも待てない 子供服 kanari 

腕の中 ギャンギャン泣いて イナバウアー しゃむ 

イタズラと 闘う母の 深呼吸 いのりん 

ベビーカー ママが乗りたい 時がある みさっち 

液体ミルク 文明開化の 音がする やまだ 

初あんよ ドーハの歓喜 上回る たんのすけ 

人形を 叱る口調が 生き写し tamako 

パパの育児賞 

（10 作品） 

まだ遊ぶ 我が家の長い ロスタイム あれっくす 

初登校 未来を背負う ランドセル かのカッチャン 

「ママが好き」 だけでいいのに 「パパはイヤ！」 くまのぱぱ 

寝ちゃダメと 親の目ゆびで こじあける たかすん 

責任が ズシリと重い 抱っこ紐 さごじょう 

「これなあに？」 面倒くささが 愛おしい じゃじゃまる 

仕事より 疲れるパパの 日曜日 具蔵 

「初めて」を 収めた写真が 2 万枚 たかゆき 

反抗期 娘のトリセツ 欲しい父 コロネパパ 

あれこれと 心配するよ 過保護パパ くわこ 

みんなの育児賞 

（10 作品） 

孫達の  帰った部屋は  広すぎる 宵の明星 

段ボール 一つで孫の 遊園地 未来ちゃん 

賃貸の 壁に我が家の バンクシー すずぱぱ 

手抜きした料理ばかりをおかわりし 雪だるま 

高性能 カメラもぶれる 子の動き 1 時 3 分 

孫あやす 娘の声が 愛おしい humming 

孫笑う 娘と同じ かたえくぼ ポルテーニャ 

子の寝顔 世界共通 プライスレス しずく 6 粒 

ワンオペで 強い味方の YouTube 金の子 

ジジババの 力も借りて ワンチーム ぴーすけ 

 

 

 

 



 

 

 

賞 川柳 ニックネーム（年齢） 

コーすけ 

10 周年特別賞 

（１０作品） 

おとうとが うまれてわたし ままみたい ピピ（9 歳） 

妹が 指まで食べる 手巻きずし みっちー（10 歳） 

よく来たね にぎるじぃじの 大きな手 れいぽん（10 歳） 

晩ご飯 みんなで食べれる テレワーク みー（12 歳） 

BBQ おれがみんなの コックさん！ はる（6 歳） 

恥ずかしい 家だけにして ハグするの じん（7 歳） 

うんどうかい かけっこいちばん パパみてた? リオカ（4 歳） 

おまんじゅう なんこあっても ケンカする いっちゃん（9 歳） 

パパのひげ ちくちくするよ でもすきだ K16（6 歳） 

いもうとの はいはいデビュー おーブラボー はるる（6 歳） 

佳作 

（18 作品） 

三冠王 家事と育児と パパの世話 ありんこ 

夫の名 呼んだつもりが 息子の名 しろうさぎ 

すべり台 もう 1 回が エンドレス よったん 

目に映る すべてが君の おもちゃ箱 えくすけ 

イヤイヤ期 vs 親のダメダメ期 コーちゃん 

1 日に 100 万回の 「おかあさん」 りとぽんママ 

ドラフトの 一位指名は いつもママ あいぴょん 

ドーナツの 穴からみえた つぶらなめ ナチュラル 

社内初 育休取得 みな続けー! パイオニア 

夜泣きする 子どもに妻も 俺も泣く ハーモニー 

これ買って！ そんな時だけ くる息子 まちゃーん 

イヤイヤ期 我が家の子供 BIGBOSS kazu 

英会話 孫に訛りを 指摘され 江戸川散歩 

頭出し お尻も出して かくれんぼ 天和 

毎日の トップニュースは 子の話題 大海の真珠 

毎日が 初の字がつく メモリアル ごん太 

いつのまにか一番でかい孫の靴 まゆねこ 

孫生まれ 育児日記を 読み返す みーちゃん 

 

※無断での転載、使用はご遠慮ください。 


