
　　連合奈良「男女平等川柳」一般募集結果

川柳 都道府県 ペンネーム 年齢

1 セクハラで秩序機と気細心や 熊本県 － 37歳

2 育休も 男女平等 当たり前 埼玉県 － ６６歳

3 ならではの　意見職場を　唸らせる 奈良県 － 74歳　

4 家事負担気づくきっかけテレワーク 宮城県 － 59歳

5 ア多フター　参画みんな　コロナ卒 青森県 － 64歳

6 名にしおう平等院は宇治にあり 京都府 － 71歳

7 今日からは　新スタイルの　家事分担 宮崎県 － 69歳

アマビエも願う男女のつり合いを

鉄板の天井取らずアベ政治

9 ゴミ出しは　男衆ばかりと　夫（つま）が言う 奈良県 － ７８歳

夫婦です　家事や育児は　助け合い

夫婦です　家事や育児は　助け合い

11 味付けの　濃い料理も　胃にしみる 群馬県 － 34歳

12 格差無し　男女平等　スイッチオン 茨城県 てぬき親父 68歳

13 キッチンに　家族の家事　分担表 福岡県 － ７３歳

14 休むなと　お腹の子にも　言えますか 愛知県 － 37歳

15 女性から　切られる派遣に　憤り 島根県 － ５２歳

16 男（ひと）と女（ひと）人が未来の男女（ひと）創る 東京都 － 43歳

17 女性だと　コロッと態度を　変える人 島根県 － ２６歳

18 テレワーク　男女仲良く　トモワーク 埼玉県 － ２６歳

19 要注意　そのレディーファースト　セクハラかも 秋田県 － 29歳

20 晴れやかに　たすき繋いで　家事仕事 東京都 － 40歳

21 いつの世も　女に勝る　男なし 愛知県 － 70歳

22 「男気」も「女だてら」も仕事（死語と）しろ 奈良県 － 58歳

23 ごちそうさま後はまかせて洗いつけ 静岡県 － 78歳

24 男とか　女じゃなくて　一人ひとり 埼玉県 － 34歳

25 パパ料理　ママは朝から　テレ会議 埼玉県 － 75歳

26 大違い　差別と区別　似て非なり 奈良県 － 48歳

27 物事に精通した人が指揮を執る 奈良県 － ７８歳

28 できるなら 続けたかった この仕事 沖縄県 － 38歳

29 女性初未（いま）だ聞こえるそのニュース 千葉県 － ６８歳

30 洗い物　する夫見て　子が「いいね」 徳島県 － 54歳

味見してベリーグッドとほめる嫁

足腰の弱り支える夫婦杖

32 これだから…  労働技術　性差ナシ 兵庫県 － 28歳

33 分かちあい（愛） 家事も育児も 幸せも 東京都 － 45歳

8

10

31 72歳－長崎県

兵庫県 － 71歳

65歳－愛知県



34 育休に上司の肝が試される 神奈川県 － 79歳

35 ８月の平和も知らぬ　一里塚 神奈川県 － 64歳

36 ヒトなら（奈良）やメントあかんハラスメント 奈良県 － 41歳

37 奈良の鹿　オス、メス別なく　人気者 大阪府 － ６５歳

38 人類が　力合わせて　コロナ討つ 大阪府 － ６５歳

39 在宅で  家事の苦労を  パパも知り 千葉県 － 74歳

40 男子女子ついにこの語も瀬戸際か美術館女子炎上も小火のまま神奈川県 － 52歳

41 育てよう 別け隔てない 価値観を 東京都 たーちゃん 41歳

42 月水金  お迎え夕食 僕当番 東京都 こぐひろ 41歳

43 あれこれと　迷わずすべて　半分こ 神奈川県 － 85歳

44 参画のパパに子供が二重丸 広島県 － 76歳

45 平等の　意識し過ぎも　不平等 東京都 － 32歳

46 父と母　互いの夢の　応援団 神奈川県 － ６２歳

在宅のパパ直属上司ママとなる

パパが寝て子ども起きてる読み聞かせ

48 お互いに　らしさを認める　素晴らしさ 埼玉県 － 19歳

49 「結婚は？」したらしたらで「子どもまだ？」 岐阜県 － 25歳

50 男女への　ステレオタイプ　無くす世に 東京都 － 40歳

51 家事育児笑顔で分担ささえ愛 広島県 － 66歳

52 なくそうね　男女の区別　おかしいよ 奈良県 － 87歳

53 家事デビュー　妻からもらう　星３つ 宮崎県 勝丼マン 49歳

54 性差ない　社会の実現　「いいね！」押す 大阪府 － 49歳

55 パパ威張り　ママ泣いている　おままごと 大阪府 － 71歳

56 ガラスから　吹き抜けにする　天井を 東京都 － 38歳

57 休みくれ　主婦は年中　フル稼働 静岡県 － 34歳

58 テレワーク家事の分だけ仕事増え 千葉県 － 48歳

59 男と女共に仲良く生きる快 神奈川県 － ８４歳

60 性差ありされど自在に支え合う 大阪府 － 83歳

61 家事育児　共に働き　ささえ愛 茨城県 － ７３歳

62 「メシまだか？」　夫の変化　こそまだか 静岡県 － 48歳

63 力量は　やってみないと　分からない 埼玉県 － 32歳

64 俺おとこ女の気持ち勉強中 福岡県 － 77歳

65 「男だから」「女だからを」を死語にする 埼玉県 － 79歳

66 夫婦茶碗同じ大きさ好きな色 千葉県 － 57歳

67 性じゃなく自分で決める歩む道 栃木県 － 41歳

68 五輪女子　ほぼ男子より　強いはず 栃木県 － 50歳

69 ハラスない場所に笑顔の花が咲く 神奈川県 － ６２歳

70 やっつけろ ハラスメントと 性差別 千葉県 － 28歳

71 お茶セルフ意見皆出し良い会議 東京都 － 27歳

58歳－広島県47



72 妻課長　月水金に　平は家事 山形県 田舎の爺さん 72歳

73 垣根越え　女性参画　認め合う 北海道 － 68歳

74 「ありがとう！」　互いに感謝の　言葉あり 兵庫県 － 71歳

お互いに相手の立場で考える

精査する性差ないかをチェックする

76 性別を　理由にしない　国作り 大阪府 － 38歳

77 手始めは　女性〇〇を　止めてから 静岡県 － 48歳

78 同じ部屋　背中合わせの　テレワーク 大阪府 働き蜂ちえちゃん 66歳

79 格差無し輝く女性増える国 福島県 － 59歳

80 家事メンが　平等社会の　導火線 茨城県 かた　こりこ 66歳

81 参画で　四角い社会も　丸くなる 茨城県 今　ゆうよ 34歳

82 エプロンのパパが迎えるハイヒール 神奈川県 － 74歳

83 今週は　俺のルールで　飯を炊く 大阪府 － 72歳

84 マタハラに　怒って蹴とばす　おなかの子 神奈川県 － 79歳

85 徘徊の母の手引けば妻が待つ 大阪府 － 69歳

86 テレワーク夫婦で送る母のデイ 大阪府 － 68歳

87 メモ読んで夕餉の支度妻の留守 徳島県 － 70歳

88 ○○ハラは　8分目でも　罪になる 滋賀県 － 61歳

89 待遇は　正規非正規　格差なし 愛媛県 － 65歳

90 勝負なら　受けて立ちます　威圧はNO 東京都 － 37歳

91 出来るはず紅一点を花束に 京都府 － 75歳

92 平等に　働く喜び　知る社会 大阪府 － 38歳

93 見晴るかす　大海原に　毀損なし 群馬県 － 62歳

94 目配せで  仲間外しは  パワハラよ 埼玉県 － 68歳

95 なぜ少ない　介護に従事する　男性 奈良県 － 59歳

96 小児科の　待合室は　ママかババ 奈良県 － 47歳

97 週末は　夫が育児　妻仕事 奈良県 － 36歳

98 熱い夏　クールビズは　男だけ？ 奈良県 － 30歳

99 我が家では　夫がシェフで　妻大工 奈良県 － 56歳

100 参画で奈良に笑顔を増やしたい 大阪府 － 50歳

101 セクハラを　正す姿勢に　自粛なし 埼玉県 － 56歳

102 今宵また　テイクアウトで　手を抜くわ 静岡県 － 78歳

103 新時代 男女格差の イノベーション 岐阜県 － 58歳

104 「悪気なく」で流し残すな「悪因習」 大阪府 － 60歳

105 妻と僕　減点しない　加点法 山口県 － 70歳

106 気取らずに　本音でしゃべる　心地よさ 山口県 － 67歳

107 セクハラと言われ無口になる上司 熊本県 － 38歳

108 ママスーツ　パパのエプロン　イカしてる 埼玉県 － 32歳

109 助け合い　　それが男女の　　愛言葉 奈良県 － 60歳

75 68歳－東京都



110 作る気持ち 食べる気持ちを 分かち合う 青森県 － 30歳

111 家事育児　分担できる　テレワーク 東京都 － 34歳

112 ひとしなみ　最古の都　ならではと 東京都 － 66歳

113 家事分けで ゴミ出し専に 亭主逃げ 福岡県 － ７３歳

114 治せない　言葉の傷は　病院で 埼玉県 － 51歳

115 セクハラは平等指標 と知る会社 岐阜県 － 52歳

116 パパママでオンラインでの家事育児 北海道 － 56歳

117 今日はママ　明日はパパが　時短勤 宮崎県 － 43歳

118 支え合い　自然に言える　ありがとう 長野県 － 67歳

119 席順は仏に近い順にする 島根県 － 66歳

120 パパとママ有給取る子の参観日 栃木県 － －

君と僕立ち位置換えて苦楽知る

コロナ禍の男（ひと）と女（ひと）との響き合い

122 分かち合う　喜び悲しみ　家事全般 大阪府 ゆうゆう 71歳

123 テレワーク　均等待遇　前進す 神奈川県 － 80歳

124 ディスタンス縮め絆のワンチーム 大分県 － 49歳

125 コロナ禍に　男女のシェアを　強くする 愛媛県 － 56歳

126 ハラハラ後  正気に戻り  ハラハラに 大阪府 － 36歳

127 ウチで妻　町で女性部　マジ令和？ 山梨県 － 57歳

128 妻だって 働きたいし 稼ぎたい 神奈川県 － 30歳

129 女性初　男性初を　なくしたい 東京都 － 29歳

130 男女から　排除しましょう　性格差 京都府 － 43歳

131 色眼鏡外すと個性に目が届き 埼玉県 － 65歳

132 ステイホーム　仲良くシェアする　家事育児 滋賀県 － 60歳

133 男女他の　他にもいろいろ　人文字で 神奈川県 － 43歳

134 気配りで　部下のパワーを　生かすボス 東京都 － 77歳

135 差別ない　どのフェーズでも　常態化 宮城県 － 49歳

136 同じだよ疲れも義務も男女とも 東京都 － 45歳

121 奈良県 － 77歳


