
頭髪分野に関する最新の医療情報を提供する NPO 法人 Future Medical Laboratory （近未来医療研究会、以下、

NPO 法人 F.M.L.）（理事長：武田克之 徳島大学名誉教授）は、髪の悩みや健康法など髪にまつわる川柳を集めた

「第 6 回髪川柳」の受賞作品を以下の通り決定しました。

受賞作品はヘアメディカル内特設サイト（http://www.hairmedical.com/campaign140801/141009/）上でも本日発

表いたしました。

作品の募集は2014年8月1日から9月15日まで行われ、計2,198句の応募があり、現在大人気のキャラクターやお

笑い芸人に関連した作品をはじめ、今年行われた消費増税に絡めた作品など、今年ならではのトピックを取り入れた

作品のほか、黒髪への想いを感じられる作品、薄毛サラリーマンの願いをユーモアを交え表現した作品など多様な作

品が集まりました。

選考はNPO法人F.M.L.ヘアメディカル 髪川柳選考委員会が行い、大賞1名、優秀賞3名、佳作5名の計9名が入

賞いたしました。

2009 年より行っている「髪川柳」は今年で 6 回目を迎えました。10 月 20 日の頭髪の日※に髪や頭皮の健康を見つ

めなおすことを目的として実施されています。過去の受賞作品については 3 ページ目をご覧下さい。

※頭髪の日：社団法人毛髪科学協会が制定したもので、

毛髪を大切にしようという意味が込められています。

10 月でトウ、20 日でハツの語呂合わせからこの日となりました。

【受賞作品】

賞 句（雅号） 職業 住所 年齢 性別 賞品

大賞

けなっしー 孫に言われて 照れ笑い（ピコタン）

会社員 広島県 59 女性
3 万円分の

旅行券【作者コメント】
髪が薄くなった主人が、現在大人気のキャラクターが好きな孫に
「毛なっしー」とからかわれて、照れ笑い。

優秀賞

妻肥ゆる 旦那は髪が 痩せ細る（もみりん） 主婦 大阪府 43 女性
薬用スカルプ D

シャンプー&

コンディショナー

セット

増毛後 威厳と笑顔 戻る父（ものの毛悲鳴） 会社員 東京都 23 女性

「帽子取れ」  ダメよ～ダメダメ  命綱（もとりん） 自営業 青森県 31 男性
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応募総数 計 2,198 句

髪にまつわる川柳「第 6 回 髪川柳」 受賞作品決定！

大賞は「けなっしー 孫に言われて 照れ笑い（会社員、広島県在住、59 歳、女性）」

10 月 20 日は頭髪の日



賞 句（雅号） 職業 住所 年齢 性別 賞品

佳作

毛がないわ 愛がないより ずっといい（ここめいく） 非公表 非公表
非

公表
女性

1000 円分の

QUO カード

鏡見て ♪ありのままでと 歌ってる（竹子デラックス） 非公表 非公表
非

公表
非公表

上司より 髪が薄くて 席上座（bvri） 会社員
神奈川

県
44 女性

カミさんと 髪は小まめな ケアが良い（らくちゃん） 自営業 埼玉県 56 男性

増やすなら 税金よりも 髪の毛を（ヒデキ、引っ越しました。） 会社員 東京都 35 男性

◆募集テーマ

髪にまつわる楽しみやお悩み、髪の健康法、自作の育毛法など、日頃感じていることや実践して

いることなどについての思い。

◆応募条件

○作品は自作の未発表のものに限ります。

○応募作品の著作権および使用についての権利は、NPO 法人 F.M.L.に帰属します。

◆応募方法

○応募はメールにて受付いたします。

○１回の応募につき、２句までとさせていただきます。

○メールに下記をご記入の上、お送りください。

-川柳

-雅号（ペンネーム）

-９月以降でも必ず連絡がとれるメールアドレス

-川柳に関する裏話、コメントなどを２００文字以内

◆応募期間

2014 年 8 月 1 日（金）から 2014 年 9 月 15 日（月）

◆作品選考について

NPO 法人 F.M.L. ヘアメディカル 髪川柳選考委員会が行います。

◆協賛

アンファー株式会社   http://angfa.jp

＜募集要項＞

<NPO 法人 F.M.L.とは>
『Future Medical Laboratory（近未来医療研究会）（理事長 武田克之 徳島大学名誉教授）』は、頭髪医

療分野を中心に、最新治療情報の収集と提供を目的に各分野の専門家により結成された研究機関で

す。皮膚科・形成外科・精神神経科・基礎医学・薬学など各分野の専門医師が所属しており、最先端医

学・医療の研究を行い、正しい情報を提供しています。   URL：http://www.fml.ne.jp/



賞 句 雅号

大賞 似顔絵で 髪をちょい足す お・も・て・な・し クラシテル

優秀賞

参観日 白髪染めする 母心 頑固者

悩み事 どうすりゃ伸びる 部下と髪 白い鳥

増えてくれ アベノミクスで 毛と給料 髪芝居

賞 句 雅号

大賞 披露宴 母の白髪に ありがとう 箱入り一人娘

優秀賞

帽子ずき お洒落なダンナと 人は言う かくれんぼ

休日も 毛無げに頑張る パパが好き 名月

古稀の父 娘を想い 櫛入れる 緑髪

賞 句 雅号

大賞 としかさね 母はうつくし 絹白髪 西造

優秀賞

遼よりも 量が気になる アゲンスト はるやす

同窓会 髪をえがいて 名を思う 金砂郷の鴨ちゃん

毛ーポップ 育毛剤かと 聞くおやじ 和彦

賞 句 雅号

大賞 こうたいが 激しい首相と 俺の髪 らせん階段

優秀賞

三秒で 「整いました」と 薄毛パパ かげろう

待ったなし 髪も国技も 土俵際 伐株

年重ね 髪質も気質も 柔らかく たんぽぽ

賞 句 雅号

大賞 ストレスか 遺伝かそれとも 運命か RAMIA

優秀賞 ああ無情 メタボな体に 痩せた髪 へルンヘア

＜参考：過去の受賞作品＞

第 5回（2013年）

第 4回（2012年）

第 3回（2011年）

第 2回（2010年）

第 1回（2009年）


