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日本一高いビル「あべのハルカス」では、２０２２年７月１６日（土）から８月９日（火）まで、
あべのハルカスにまつわるエピソードをテーマにした川柳を募集いたします。

ご応募いただいた川柳は、一般社団法人 全日本川柳協会による一次審査により５０作品を選定し、ゲ
スト審査員の漫才師・ミルクボーイ、全日本川柳協会に所属する川柳作家などによる二次審査を実施し、
最優秀賞１作品、キッズ賞３作品など入賞１５作品を決定いたします。
８月２５日（木）の“川柳発祥の日”に、ミルクボーイによる入賞作品の結果発表動画を、あべのハル

カス公式YouTubeで公開いたします。なお、入賞１５作品を含む５０作品は、９月２５日（日）まであ
べのハルカス館内や特設ホームページにて掲出いたします。

また、７月３０日（土）・８月７日（日）に、小学生以上を対象にした「川柳を学ぼう！初心者向
け講座」を開講いたします。講師には、近鉄文化サロンでも川柳講座の講師を務める川柳作家・大西
泰世先生（全日本川柳協会）をお招きいたします。

「あべのハルカス」にまつわる大切な思い出を、五・七・五の十七音にのせて皆様に川柳を作って
いただき、「あべのハルカス」をより身近に感じていただきたいと考えております。

このほかにも、「あべのハルカス」では、ハルカス３００（展望台）、大阪マリオット都ホテル、
あべのハルカス美術館、あべのハルカス近鉄本店（近鉄百貨店）等、館内各所で夏休みを思いっきり
満喫できる様々なイベントを開催いたします。

詳細は、参考をご参照ください。
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【あべのハルカス川柳コンテスト メインビジュアル】

今年の夏休みはあべのハルカスで楽しい企画が盛りだくさん！

初開催！あべのハルカス川柳コンテスト
応募期間は２０２２年７月１６日（土）から８月９日（火）まで

ゲスト審査員はミルクボーイ！

【ゲスト審査員 ミルクボーイ】



１．募集内容
「あべのハルカス」をテーマにした川柳（五・七・五）
あべのハルカスの思い出や、見て感じたことなど、あべのハルカスにまつわる
エピソードを自由に表現してください。

２．応募期間
２０２２年７月１６日（土）～８月９日（火）

３．応募方法
（１）あべのハルカス館内に設置する応募箱への投函

【応募箱・応募用紙 設置場所】
２階 あべのハルカス近鉄本店 ウエルカムガレリア

１６階 シャトルエレベーターホール
１９階 大阪マリオット都ホテル ロビー

（２）あべのハルカス川柳コンテスト 特設ホームページからのご応募
https://www.abenoharukas-300.jp/abenoharukas-senryucontest/
（７月１５日（金）公開予定）

（３）ハガキでのご応募
【記載事項】
川柳作品、住所、名前、ペンネーム、電話番号、年齢
※所定の郵送料金はご負担ください。
※ペンネームのない作品に関してましては、結果発表の際に、実名で掲載させていただきま
すことを予めご了承ください。

【送り先】
〒556-8662（住所不要）
産経新聞社メディア営業局 「あべのハルカス川柳コンテスト」係
※８月９日（火）必着

※ご応募はおひとりさま３句まででお願いいたします。

４．審査員
・全日本川柳協会 常任幹事 平井美智子先生
川柳作家。
代表作は「平井美智子川柳集（窓）」
「平井美智子編（時実新子の川柳と慟哭）」など

・全日本川柳協会 大西泰世先生
NHKラジオ深夜便「ぼやき川柳」選者。
代表作は「大西泰世川柳句集」など

・ゲスト審査員 漫才師・ミルクボーイ 駒場孝・内海崇
2007年7月結成。吉本興業所属の漫才師。
M-1グランプリ2019 優勝。

・あべのハルカス 関係者

別紙 Ⅰ.「あべのハルカス川柳コンテスト」について
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【応募用紙 イメージ】

【全日本川柳協会 常任幹事
平井美智子先生】

https://www.abenoharukas-300.jp/abenoharukas-senryucontest/


５．審査方法
（１）一次審査

全日本川柳協会 常任幹事 平井美智子先生による審査
（２）二次審査

ゲスト審査員 ミルクボーイ、全日本川柳協会、あべのハルカス関係者による審査

６．入賞賞品
【最優秀賞（１名）】

近鉄グループ商品券 ５万円分
【あべのハルカス賞（合計４名）】

近鉄百貨店 神農生活ギフトセット １名
大阪マリオット都ホテル ５７階レストラン「ZK」 ペアランチ食事券 １名
あべのハルカス美術館 回数カード２枚セット １名
ハルカス３００（展望台） 「食べるで↑BBQ」 カジュアルプラン２名様分 １名

【キッズ賞（３名）】（小学生以下対象）
ハルカス３００（展望台）ペアチケットと あべのべあグッズ

【ミルクボーイ賞（１名）】
ミルクボーイグッズ（サイン入り特別パネルや公式グッズなど）と
近鉄グループ商品券 ５千円分

【全日本川柳協会賞（１名）】
近鉄グループ商品券 １万円分

【入選（５名）】
カフェチャオプレッソ（あべのハルカス店） お食事券千円分

※賞品をお選びいただくことはできません。
※賞品は８月末頃に発送する予定です。

７．結果発表
（１）日時

２０２２年８月２５日（木） ２０：００
（２）公開媒体

あべのハルカス公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCPOl_VFjMg-vAXibiv0paeA

（３）出演者
ミルクボーイ

９月２５日（日）まで、特設ホームページやあべのハルカス館内等にて作品を公開いたします。

８．注意事項
・応募作品は返却いたしません。
・応募作品は、新聞、ホームページ、あべのハルカス館内、SNSなどで掲載を行うことがあります。
・応募の際にご記入いただきました個人情報は厳重な管理の上、あべのハルカス川柳コンテスト
以外の目的で使用することはありません。

・著作権や肖像権を侵害するもの、公序良俗に反するもの、他人を誹謗中傷するものは、応募を
無効といたします。

・応募作品の著作権（著作権法第２８条に規定する権利を含む）は主催者に移転するものとし、
本イベントの紹介や記録のために応募作品を利用する場合があります。

・応募作品は、応募者が創作した未公表の作品に限ります。
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【賞品 イメージ】

https://www.youtube.com/channel/UCPOl_VFjMg-vAXibiv0paeA


全日本川柳協会に所属し、近鉄文化サロンで講師を務める大西泰世先生を講師に迎え、川柳のいろは
を伝授いたします。夏休みの自由研究にもご活用いただけます。

１．日程・場所
（１）２０２２年７月３０日（土） あべのハルカス２５階 C会議室
（２） ８月 ７日（日） あべのハルカス２５階 F会議室

２．タイムスケジュール
１３：００～ 受付開始
１３：３０～ 講座開始

・川柳とは
・仮の題材で川柳をつくってみよう
・あべのハルカス川柳コンテストに応募する作品をつくってみよう

１４：３０ 終了予定

３．講師
川柳作家 大西泰世先生

４．対象年齢
小学生以上

５．定員
各回３０名

６．参加費
無料

７．申し込み
特設ホームページより
https://www.abenoharukas-300.jp/abenoharukas-senryucontest/
（７月１５日（金）公開予定）
（１）７月３０日（土）の講座は、７月２７日（水）応募締め切り
（２）８月 ７日（日）の講座は、８月 ４日（木）応募締め切り

※応募者多数の場合は抽選とし、当選者のみメールにて通知いたします。

「川柳を学ぼう！初心者向け川柳講座」は、「ええやんまちゼミ」の一環として行います。

ええやんまちゼミ
【概 要】毎月２１日にあべの・天王寺を中心に開催している「ええやんまちフェス」。

今年の夏は大人も楽しめるゼミを初開催します。お店や施設のスタッフが
先生になって、専門職ならではの知識やコツを伝授します。

【期 間】７月２０日（水）～８月２１日（日）
【一 例】・〈ボーネルンド〉が考える「あそびについて」

場所：あべのハルカス近鉄本店 タワー館８階 ボーネルンド
・解体して学ぶピアノの仕組み
場所：近鉄百貨店 上本町店 １１階 ピアノ・楽器売場
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Ⅱ.「川柳を学ぼう！初心者向け川柳講座」について

【大西泰世先生】

https://www.abenoharukas-300.jp/abenoharukas-senryucontest/


●ハルカス３００（展望台）
ナンチャッテ！SPLASH RESORT！で水遊び♪
【概 要】 「身近なリゾート体験」をテーマに、１６階展望台チケット

カウンターからハルカス３００（展望台）がリゾートに大変身！？
大阪の都会の真ん中にいながら、まるでリゾート地に来たかの
ような気分をお楽しみいただけます。
また、ハルカス３００（展望台）から真っ逆さまに落ちるVR
アトラクション「ハルカスバンジーVR」を期間限定で開催する
ほか、初開催となるオールナイト企画も実施いたします。

【期 間】 ２０２２年７月２０日（水）～９月２５日（日）

ハルカスでソラメシ 食べるで↑BBQ
【概 要】 本年は「焼き野菜と３種のバーニャカウダ」や「彩りキーマ

カレー（プレミアムプラン限定）」などをご用意し、地上３００m
の開放空間という非日常体験の中で、しっかりと“食”もお楽しみ
いただける内容にアップグレード。
連日、多くのお客さまにお楽しみいただいております。

【期 間】 ２０２２年４月２２日（金）～１０月２３日（日）
【時 間】 平 日：１６時００分～２２時００分

土日祝：１１時３０分～２２時００分 ※ラストオーダーは２１時３０分
※７月２０日（水）～８月１９日（金）までの平日は
１１時３０分～２２時００分まで営業しております。

●大阪マリオット都ホテル
浴衣付き宿泊プラン
【概 要】 浴衣はあべのハルカス館内の「京じぇんぬ 近鉄あべのハルカス店」にて

お好きなデザインを選んでいただき、その一式は持ち帰ることができます。
浴衣姿でホテルステイをお楽しみください。

【宿泊対象】 ６月２０日（月）～８月３０日（火）
【特 典】 ・浴衣セット（浴衣、帯、下駄、腰紐、巾着、着付けマニュアル）

・宿泊者専用クラブラウンジアクセス
・ハルカス300（展望台）入場券

SUMMER BBQ BUFFET
【概 要】 今夏は豪快な肉料理をBBQスタイルでご提供します。ディナーでは、

イタリアのプレミアムビール「ペローニ」を生ビールでお楽しみいただけます。
【期 間】 ７月１日（金）～８月３１日（水）
【場 所】 １９階 COOKA

Summer Fresh Fruits Cocktail Fair
【概 要】 スイカ、パッションフルーツ、パイナップル、マンゴーを使った

フレッシュフルーツカクテルを90分間お好きなだけお召し上がり
いただけるフリーフローをご用意。ノンアルコールカクテルを含む
16種よりお選びいただけます。

【期 間】 ７月１日（金）～８月３１日（水）
【場 所】 １９階 BAR PLUS

Variety Mojito Fair
【概 要】 ミントの清涼感を存分に楽しむ“モヒート”を、ホテル

ならではのオリジナルレシピと演出で進化させた3種の
モヒートをご用意しました。モヒートの上に乗せたバブルが
弾けると芳しい香りが拡がります。

【期 間】 ７月１日（金）～８月３１日（水）
【場 所】 １９階 BAR PLUS

フォトスポットの設置
【概 要】 風鈴を使用したフォトスポットを設置いたします。
【期 間】 ８月３１日（水）まで
【場 所】 １９階 ロビー
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参考 あべのハルカス館内で実施中の夏休みイベントについて



●カフェチャオプレッソ あべのハルカス店
夏のドリンク紹介
【メニュー】 ・ピーチメルバグラニータ550円（税込）

・マンゴーグラニータ550円（税込）
【説 明】 グラニータとは、シチリア発祥の氷菓で、イタリア版かき氷とも呼べる

夏に欠かせないシャーベット状のフローズンドリンク。
定番のマンゴーグラニータに加え、ピーチメルバが新作で登場。
優しい甘さのピーチグラニータをベースに、甘酸っぱいラズベリーと
ホイップクリームが生み出すハーモニーが絶妙です。

【期 間】 ２０２２年７月１５日（金）～９月中旬まで

●あべのハルカス美術館
出版120周年 ピーターラビット™展
【概 要】 今なお世界中で愛され続けるいたずら好きなウサギ、ピーターラビット™。

作者のビアトリクス・ポター™によって紡ぎ出され、ロンドンのフレデ
リック・ウォーン社から出版された物語は、2022年の今年、出版120
周年を迎えます。本展は、ピーターラビット誕生前夜から今日に至るま
での歩みを作品や資料合わせて約170点から振り返るものです。物語の
原点である直筆絵手紙と、『ピーターラビットのおはなし』の彩色画
全点が一堂に展示されるのは日本初の機会となります。

【期 間】 ２０２２年７月２日（土）～９月４日（日）

●あべのハルカス近鉄本店（近鉄百貨店）
あべの・こども博覧会
①こどもお仕事体験
【概 要】ハルカス館内を中心に26 種類のお仕事を、３歳から小学生までのお子様

約 250 名に無料で体験していただけます。 イベント初日となる７月 27
日（水）には、お仕事を体験するお子様にご参加いただき、「お仕事体験
出発式」を開催します。

【期 間】７月２７日（水）～８月２日（火）
※実施日時はお仕事により異なる

【実施施設】・あべのハルカス
（百貨店、展望台、ホテル、美術館、コンビニ、クリニック等）

・Ｈｏｏｐ
・ａｎｄ
・近鉄 大阪阿部野橋駅
・天王寺動物園
・大阪市阿倍野消防署

【参加方法】近鉄百貨店アプリ内の抽選応募フォームから申し込み
※当選者の方には近鉄百貨店アプリにて通知いたします。

【応募期間】一次募集：７月６日（水）１０：００～１２ 日（火）２３：５９
二次募集：７月 27 日（水）～２９ 日（金）各日１０：００～１６：００
※各お仕事実施日の２日前に、近鉄百貨店アプリよりお申し込みください。

②ワークショップやイベント
【概 要】こどもお仕事体験で得たお給料や、会場の「こどもハルカス銀行」で買え

る仮想マネー「アベノ」を使って様々なワークショップやイベントにご参
加いただけます。

【期 間】７月２７日（水）～８月２日（火）
※ワークショップやイベントによって実施日時が異なる

【一 例】・自分だけのわがままバーガー（友安製作所Cafe＆Bar 阿倍野）
参加費：７アベノ（各日１００食）

・世界で１つ！スイーツデコ（スイーツデコリリィ）
参加費：６アベノから
定 員：各日１００名
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