
作品一覧 ペンネーム or

イニシャル

気が付けば 自分事だよ 老後問題 K.S

老後資金 子供をあてに したらダメ T.C

掴まりて 運動一つ 歳に勝つ Y.I

背は曲がり 年金開始 のびてゆく むーむー

年金が 少しの幸を 連れてくる ばあば

婚活より 老後の財テク 三十路っ娘 ぷりん

宝くじ 当ててさっさと やめてやる あや

散歩して 鼻歌歌い 元気です Y.I

１５日 偶数月の 晩餐会 ゴリちゃん

行く道に 幸せ呼ぶよ デリ共済 歩波

早く欲しい 年金だけで 暮らせる安心
ぎょうざ大好き！！

おかしいな 普通の老後も 怪しいな M.I

素敵な作品が大集合！

②

ライフプラン・アドバイザー企画

川柳



年金を もらってみたいと 孫が言う cereb-dol

10 年後 団塊世代去し後 埋める IT にミスは無し T.M

年金さん 目方減らさず 来ておくれ 覩蕭齋

二千万 長男に預ける 帰省の夜半 まるまる

期待した 年齢来ても 税とられ N.K

1 万歩 筋肉貯金 増すばかり 筋肉女子

夫婦して お金はなくても 笑っちゃお 東久留米の若大将

貯金無し たまるは脂肪と 愚痴ばかり 主婦のエビちゃん

老後資金 おまけついた 親介護 M.S

胸キュンで 記帳してみる 初年金 こまちさん

欲しいけど なくても平気に 準備する まな

不意に出る 「おかあさんすき」に 涙出る あやゆいツインズ

絵に書いた 餅かもしれぬ 年金は まゆねこ

生協は 安いし旨い 貯蓄減る チャオ

古稀まぢか 貯めるか使うか 老後資金 老後って

2000 万 とうてい無理と 腹筋す かおるママ

年金の 支給日だけの カレンダー K.W

２ヶ月に 一度だけ言う ありがとう 鳩ぽっぽ

年金の 受給開始も 高齢化 カーネル

年金に 夢がみれずに 宝くじ とわら

コロナより 老後を狙う 怖い詐欺 秋トンボ



これからは ご安全に 近・禁・金 K.T

がんばれど お金たまらず 愚痴たまる わさび

格差あり 年金バブルに 年金プア T.H

年金日 ＡＴＭに お礼いう ひかり

コロナ禍で キャンセル旅費は 老後資金 S.K

二千万 今更そんな ふざけるな 多摩子

老い二人 愚痴と安堵の 年金日 海の幸

少しでも 年金プラス 稼ぎたい とっこちゃん

今老後 忘れて節約 何資金？ ながまさ

卒寿の母 老後のためと 貯金する かずこちゃん

年金術も おしえてほしい 錬金術 Y.O

たんすにも たまる気配は ありません T.T

定年後 暮し不安な 中高年 K.O

吉？凶か 倹約生活 その先は M.K

細るスネ せめて鍛える スクワット ふゆこ

１５日 スーパーのかご 賑やかに I.A

100 歳に 到達したら 無一文 H.Y

コロナ禍で もらえるか不安 老後の年金 H.S

老後資金 200万円まで ほど遠い S.I

このご時勢 アリになるより キリギリス R.K

遺さぬと 言い置き遺す 遺族年金 I.I



年金と 貯金と笑顔 大丈夫？ C.K

１０年後 特上うな重 食べれるか？！ M.K

3 密さけて iDeco と NISA 安全対策 C.T

子が巣立ち 次は老後だ いくらで安心？ K.A

コロナ禍で 年金旅行が 医者がよい T.T

命綱 コネと資金と 笑い顔 M.O

貯めなくちゃ 決心だけが 空回り Y.S

テーブルに 馳走ならんで 年金日 Y.H

孫増えて 老後資金は 下り坂 M.S

貯蓄増 長生きすれば 大減少 S.T

老後資金 一歩進んで 二歩下がる T.S

健やかな 老後夢見て 古民家へ 〇助

いそいそと 銀行へ行く 年金日 Y.S

年金に 群がる子供 孫ひ孫 A.O

無いものが 老後資金よ ピンチこそ M.S

わずかなり されど年金 ありがたき S.S

いつからか 己の年金 杖になり S.M

年金は 老いた二人の 棹 と櫂 H.T

決められ日 決められ額の 感謝祭 Y.N

偶数を おぼえた孫が やってくる S.Y

年金日 できる行列 絵がおあり S.Y



ただ感謝 夫の年金 私のも I.S

老後には 旦那様より お金です H.T

妻優し おかずも豪華 年金日 K.I

支えてる 今の若者 気に掛かり S.I

年金の 指折り数える 老いの日々 S.A

年金で 百まで生きて いいかしら T.A

年金は ないと言い張る 夫かな T.I

年金の あるのを忘れ 借りに行き S.I

年金は 医療費との デスマッチ M.F

楽しみは むかし居酒屋 いま年金 M.O

年金を ねらう子の腹 スケスケよ T.N

年金の 出た日うな重 上にする K.O

コツコツと 積んだ資金 老いに笑み R.O

ありがたや 年金減らず 給付金 M.O

老後には 待ってましたと 金が要る H.T

15日 ランチしましょ ライン来る K.Y

繰り下げて 年金アップ 税アップ A.M

小遣いは 自分で稼げと 妻が言い M.I

孫 5人 年金消える クリスマス M.T

長生きと 老後の資金 比較する M.Y

たくさんのご応募ありがとうございました。


