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購読更新について ● 「お母さん業界新聞」の購読は自動更新です。購読を中止する場合は必ずメールか電話でご連絡ください。購読満了の1か月前には「購読満了と更新のお知らせ」を新聞と同送いたします。

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

「お母さん大学サイト」では全国のお母さん記者（MJ 記者）が
母としてのつぶやきなどを発信しています .

MJマザージャーナリズムマザージャーナリズム

http://www.okaasan.net/http://www.okaasan.net/

　子どもって謎だ。なんで晴れの日に合羽
を着たがるんだ?　謎だけどそれを尊重す
ると面白い。ちゃんと自分で ｢やっぱ暑い
から脱ぐ !｣ だって。思わず心でつぶやく
｢当たり前だ !｣ を引っ込める。
　当たり前じゃな
い。これが本当の
経験なんだな…
きっと。「晴れの
日に合羽を着ると
暑い」っていう。

尊重すると
見えてくる
益子由実／神奈川県葉山町

　実家で過ごした1週間は母と叔母の手が
あって、少しだけ楽をした。息子もたくさ
ん抱っこしてもらい、大満足の日々でした。
　息子が3か月のときには、百貨店で母と
同世代の方に声をかけられ、「離乳食はこだ
わらなくていいよ」と教わりました。 
　その通り、母と叔母は食卓にあるものか
ら味のないものやらを取り崩して息子にあ
げていました。すると冷奴は食べる食べる、
驚くほど食べました。
　なんだか今は、情報があり過ぎて、ネッ
トや育児書頼みになっている気がします。
私自身もそうです。離乳食を食べない。何
を食べさせていいのか悪いのか。いつ食べ
させるか…わからないことは何でもすぐに
調べられる。でも逆に、情報や体験談の多
様さに振り回されて、不安や焦りが募るこ
ともあります。
　ただでさえ孤独な育児。さらに氾濫する
情報に戸惑っては、
育児がしんどくなる
はずです。昔ながら
の育児を聞いて、試
すのもありですね。
肩肘張らなくていい
んだと思えました。

肩肘張らない
育児

佐伯和代／大分市
　「2人目ってラク～？」って聞かれるたび、

「うん。すごいラク～」って答えている。
　あれ？　でも、いつもと違うこの感じ…。
そうか、あなたの大好きな、2歳の小さな
小さなお母さんが珍しく昼寝をしているん
だっけ。だから大きなお母さんを追って泣
いているのね。
　2人目はラク。それは、2歳の娘が9か
月の息子といつも一緒の空間にいてくれる
から。息子が泣いたとき、おもちゃを放っ
てくれるから。朝起きたら「う～くん、い
る～」って確認してくれるから。乗っかりっ
こしたり、奪いあいっこしたり、してくれ
るから。お姉ちゃんのはずが、まるでお母
さんのように世話を焼いてくれるから。
　そんな小さなお母さんは、息子が生まれ
てから大きなお母さんに叱られることがと
ても多くなった。息子へのイライラまでも
娘に向けてしまっている。
　ごめん、ごめんね。お母さん、もっと広
い心を持ちたい。明日はきっと、ぎゅ～っ
て抱きしめるんだ。愛しいあなたたちを。
そして娘にた
くさんの「あ
りがとう」を
伝えるんだ。

2 人目が
ラクな理由

山口奈緒美／川口市

今、私のそばに

岡本京子／西宮市

　小さな口をこれでもか！と言わんばかり
に大きく開けて、カポッと音がするくらい
の勢いでおっぱいに吸いついていたあの頃。
　ゴクンゴクンと一心不乱に飲む様子に「こ
の子は今、全力で生きている」と思った。
　全力でおっぱいを飲み、全力で泣き、全
力でウンチをする。そうやってぐんぐん大
きくなっていった。
　もうあの頃のよう
に、カポッとおっぱい
に吸いつくことはない
けれど、今、私のそば
で笑っている。こんな
に幸せなことはない！

　4歳の長男は絵本を読むのが上手だから
か、いつも長男に本を読んでとせがむ2歳
の次男。
　昨夜も眠いという長男に、何度もせがん
でいた。長男が、「にいには明日、お仕事

（幼稚園）だから、もう寝なきゃいけないよ。
寝ないとイライラにいにになるよ。よか？」
と何度も言っているのに、読んでとせがみ
続ける次男。その台詞は、主人を起こそう
とする長男に私が放った言葉で、よく覚え
ているなぁと感心すると同時に、言葉には
気をつけなきゃとドキッとした。
　「にいには眠いからママが読むね」と話
しても、私から本を取り上げ、うとうとし
ている長男に渡す次男。
　結局、長男は力尽きて寝てしまい、私が
繰り返し本を読んだ。
　今朝も早速、長男に読んでもらっていた。
よくケンカもする2人だが、長男が次男に
本を読み聞
かせているこ
の時間、私に
とっては最高
に幸せな時間
です。

幸せな時間

北島真樹／多久市

　2か月の三男を抱っこして、長男と次男
の保育園にお迎え。3人連れで坂道を登っ
て帰る道のりはしんどい。
　次男は今来た道を戻ったりして、大人の
足なら10分もかからないところを1時間か
けて帰る。「早く帰ろうよ～」と先を歩いて、
坂の上から叫ぶ長男。ハハは長男と次男の
中間地点、いや次男寄り？「わかってるわぃ」
とつぶやきたくなる。
　そんな今日、帰宅後に「ママ、今日の帰
り道はいいことがたくさんありました～」
と長男。「えっ？」とハハ。「ビービー弾を
見つけました！」。「なぁんだ。そんなこと
か…」と心でつぶやいてしまうハハ。
　続けて長男、「クローバーを見つけまし
た！ きれいなお花を見つけました！」と歌
うように指を折っていく。「ねっ、ママ。い
いことたくさんだね。いいこと、さがそ♪」。
　キミの言う通り。毎日いいこと探さなきゃ
もったいない。
素敵なことを
教えてくれて
ありがとう。

いいこと
さがそっ

松本茉莉／横浜市

　運動会に向けて、組体操の練習に毎日
励んでいた息子が、学校から帰ってきて
残念そうに言いました。 「お母さん、ぼく
は脇役だったよ」。
　何、脇役って？「つまり引き立て役っ
てこと」。どうやら組体操で、最後のタワー
に加われなかったのが悔しいらしい。　
　「いいんだよ。タワーになれなくても。
お母さんには、あなたが主人公！」と言っ
てみたものの、少し大人になった息子に
は効果薄？  
　脇は脇でも、色のある脇役になりなさ
い。名脇役の演技を楽しみにしているよ。
母にとっては、あんたが主役！
　さて、運動会本番。組体操では、無数
のカメラがそれぞれ違う被写体を追い、
一つのポーズが決まるたびにシャッター
を切り、たくさんの主役が校庭にあふれ
ていました。自称、脇役さんたちも光っ
ていました！というか、やっぱり自分の
子しか見てないから、それぞれが主役だ
よな～って思いましたけど。
　自分に与えられた場所で輝くことも大
事。あそこに
いきたいなと
思ったら、自
分を鍛えてほ
しい。来年は
騎馬戦です。

あんたが主役

内田恵利／横浜市

　長男が10歳になり、ついにゲーム（3DS）
を買ってしまった。本当はまだ買いたくな
かったが、友だちみんなが持っているという
現実の中、本人がどうしても欲しいと懇願し
てきたので、限界かなと買い与えたのだ。
　雨の土曜日「ゲーム、テレビ、漫画以外
にすることはないの？」と言うと、「ない！」
ときっぱり。うーむ、確かに。
　が、ゲームがこんなに蔓延していなかった
時代、家族で何してたかな？と考えた結果、
近所のレンタルビデオ屋さんに行って、映画
を借りてきた。結局はテレビだけど、みんな
で同じ映画を観ることで会話も弾み、思い出
にもなる。
　今夜は宮崎駿監督の『借り暮らしのアリ
エッティ』。お部屋を真っ暗にし、椅子を並
べてまるで映
画館。毎週土
曜日は「おう
ちで映画館」
いいかも！

家族と過ごす
大切な時間に

山下千春／佐賀市

～命、家族、絆～ そして… “ 生きる ”を考える
映画「うまれる」上映会＆トークイベント

●日時／ 8 月 10 日（土）
●会場／横浜市健康福祉総合センター

（JR・横浜市営地下鉄『桜木町駅前）
【1 部】池川 明トークイベント
対象：学生（中学生以上）、学生と親
● 9:45 ～ 12:00（開場 9:20）
●入場料／無料 

【2 部】一般上映（赤ちゃんとママさんタイム含）
　　　  池川 明トークイベント
● 13:30 ～ 15:45（開場 13:00）
●入場料／大人 1000 円、子ども 500 円

（小人…小学生まで。座席がいらない乳幼児は無料）

●主催・問合せ／横浜キワニスクラブ
TEL045-661-0918（担当：川島）
yokohama-kiwanis@mx2.alpha-web.ne.jp
○後援：神奈川県、横浜市こども青少年局、産経新聞社横浜総局

乾杯企画 2013 in 久留米
「お母さんの夢に乾杯」
ママのための一日ビアガーデン
　お母さん大学恒例行事！7月 30日 7時 30分は、
日本中のお母さんが、「がんばっている自分」と「夢」
に乾杯する日。久留米では一足先に乾杯イベントを
開催。ビールほか、美味しい食べ物とドリンク、マ
マたちの癒しのコーナー、演奏会。子どももパパも
楽しめる空間など、お母さんが笑顔になる企画を計

画中。地元のパワフルママにパ
パたちも協力し、とびきりの乾
杯イベントにします。お近くの
方、ぜひ遊びに来てください。

●日時／ 7 月 28 日（日）11：00 ～ 20：00
●会場／岩田屋久留米店屋上　SORA-IRO 広場

（西鉄久留米駅徒歩 3 分）
●お問合せ／ ayamamoto5228@hotmail.com　
090-9062-7421（お母さん大学 in ちっご / 池田彩）

京フィル「敬老の日」特別公演
ダ・カーポ＆京フィル「青春のままに」

　創立41周年の京都フィルハーモニー室内合奏団とデビュー
40周年のダ・カーポのコラボレーションコンサート。
●日時／ 9 月 16 日（月祝）開演 14:30（開場 13:45）
●会場／京都コンサートホール（地下鉄「北山」駅徒歩3分）
●入場料（前売・税込）／ S 席 4000 円、
A 席 3000 円、B 席 2000 円（当日各 500 円増）

＊合唱団員公募中＊

京フィル＆ダ・カーポと「はじめての日」を歌おう！
　京フィルと 120 人の大合唱＆ダ・カーポで、「野
に咲く花のように」と「はじめての日」を歌う

メンバー 120 名を募集。
○参加条件：3 日間練習（8/25、9/ 1、
9/15）に必ず参加できる方。コーラ
ス経験不問。小学生以上（小・中学
生は保護者同伴）○合唱指導：大谷
圭介.○参加費：4000円（B席2枚付）

●お申込み＆お問合せ ／ TEL075-212-8275 合唱団係
http://www.kyophil.com/kyophil/　  ※託児はありません。

池川　明
池川クリニック院長


