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夢に向かってがんばっている自分に乾
杯！ 夢を描きお母さん大学に入学し

てくれた方の中から 1 名様にいつでもど
こでも飲めるアルコール 0.00%のノンア
ルコール・ビールテイスト飲料「キリン
フリー」（写真）（350ml 缶 24 本入 1 ケー
ス）をプレゼント！ 車の運転前や妊娠中な
どアルコールが飲めないときや、行楽などの
さまざまなシーンでお楽しみいただけます。
●キリンビール（株）横浜支社提供

　

Mother Journalist
全国のお母さん記者（MJ記者）が元気に発信中！ お母さんの視点で社会を見る百万母力のマザージャーナリスト

http://www.okaasan.net/

一番に
こだわる
仲道貴美子／鳥栖市

　エレベーターのボタンを押す、
車に行く、座ってベルトをする…
すべて兄弟で1番を張り合ってい
ます。微笑ましいんだけど。次男
が一番じゃないと「ゆうとが1ば
ん！」と言い張って「ギャー！」
となる。前は喜んで「2ばーん！」
と言っていたのに、わかるように
なったのか。
　まぁ、それは次男ぽい。次男っ
て負けず嫌いだもんね。問題は「ゆ
うとが1番って言った～！  お母さ
ん、1 番は誰～ !?」と、長男が揺
るぎなく1番なのに、次男に言わ
れたら揺らいで泣いてしまう長男。
　「いやいや、ひろとが1番やけ
ん。ゆうとの言うこと聞かんでい
いけん」と言うと、次男も負けず
に「ぎゃー！ ゆうとが1番～！」
と言い、長男は「ほら～、1番っ
て言いよる～！」と泣く。
　長男よ、なんて律儀なんだ…。
戦隊のヒーローみたいに、根拠の
無い自信を持ってほしい母心。
　もっと褒めるべきなのかな～。
でもこんな性格かもなっ。

ある日の
出来事

原 水和子／久留米市

今日びっくり
したこと

前田憲枝／福島市

　母に子ども2人を預けて久々に
美容院に行った。もう何か月もな
かった、つかの間のお一人様の街
時間。
　キラキラしたネオン、オシャレ
をしたおねえさん、ドレスを着た
ようなケーキたち…。浦島太郎に
なったような気持ちで、街に酔い
しれた。
　が、家に帰ったらビックリした！
　ヨチヨチ歩き、あーあーとまだ
コトバも話さず、ヨダレまみれの
１歳児に、ソファーで飛び跳ね叫
ぶ４歳児。おサルのように元気な
2人の面倒を見てヨレヨレ、クタ
クタのおばあちゃん…。
　なんとまあ、みんなキラキラし
ていること！ 
　私にはこんなにかわいい子ども
がいたのか。こんなにキラキラし
た毎日の中にいたのかと、本当に
驚いたことだった。

　テーブルの上に上がって遊ぶこ
とが多々ある3歳の娘。見かけた
ら「こら！下りなさーい！」と注
意しているのですが、この間、ソ
ファーとテーブルに交互に飛び移
るという遊びをしていました。
　危ないしお行儀も良くないので、

「ダメよ！危ない！やめなさい！」
と注意したら、「ママ！ 下ね、海
よ！ 落ちたらあぶないの」と娘。
　まだ言葉も上手じゃない娘が
とっさに考えた言い訳とは思えな
い。たぶん娘は、想像の世界で遊
んでいたのかな～なんて。　
　「あっ、本当だ！ 危なーい！」
と言って、一応下ろしましたが、
こういう時ってほんと、どう対処
するのがベストだろうと、ちょっ
と考えてしまいました。
　これからは、娘のいいところを
伸ばしていけるように、時には想
像の世界で遊んであげたいです。

お母さんの笑顔のために
CD 「はじめての日」
百万母力プロジェクトテーマソング
　作詩／藤本裕子
作曲／中村守孝
歌／ダ・カーポ
価格／ 1000 円（税込）
母である喜びを綴った藤本の詩が
歌になりCD化。話題を呼んでいる。
毎日が「はじめて」の連続ともい
える子育ての日々。宝物のような
出来事を忘れないでとメッセージ。
ダ・カーポの歌声に癒されます。

本「百万母力」
「お母さん業界新聞」コラム集

著者／藤本裕子　
発行／論創社　
価格／ 1500 円（税別）
お母さんはスゴイ！と言い続けて
20年。藤本裕子渾身の一冊。あっ
たかいお母さんの心と本気が決め
手。読めば「母力」アップ。毎日
がキラキラと輝き始めます。

本 「はじめての日
～子育てに夢を～」
著者／藤本裕子 　
発行／第三文明社
価格／ 1300 円（税別）
笑顔で子育てをするためのヒン
トが満載。楽曲「はじめての日」
誕生ストーリー、池川明先生と
の対談「よいお産は社会を変え
る幸せの原動力」を併録。

DVD「胎内記憶」
2枚組（特典映像付き）
インタビューによる胎内・中間生の話

企画監修／池川 明 　
発売／トランタンネットワーク新聞社
価格／ 2200 円（税別）
子どもから大人まで胎内記憶の
インタビュー集。子どもは親を
選んで生まれてくるという、衝
撃の事実！「誕生を記憶するこ
どもたち」のチェンバレン博士
のメッセージも入っています。

本「ブンナよ、
木からおりてこい」
著者／水上 勉　
発行／若州一滴文庫　
価格／ 1000 円（税別）
文豪・水上勉が「命」や「生
きる意味」を問う。氏曰く「自
著の中で後世に残る作品はこ
の一冊」。母から子へ伝えて
ほしい、一匹の蛙の物語。

「月刊 お母さん業界新聞」
年間購読料 ／ 3000 円（税・送料込）
母親であることの喜びや、子育て
の素晴らしさを伝える新聞。全国
のお母さん記者400人による等身
大の発信は「お母さんの心」で溢
れています。読むとほんわかして、
人にやさしくなれる。「お母さん
大学」のテキストです。

漫画「いつか母になるために」
ミソガール藤本智子 物語
発行／美健ガイド社
価格／ 400 円（税別）
アパレル業界で働き、ひどい肌荒
れに悩む藤本智子。途方に暮れる
中、味噌屋の良吉に出会い、「味
噌は美蘇」「味噌は命の源」と知る。
智子は味噌を毎日の生活にとり入
れ、次第に心も体もキレイになっ
ていく。それは、いつか母となる
ための大切な準備でもあった…。

＊送料は 200 円～。即日発送

　プレゼント梱包も承ります。
お申込み●お母さん大学  http://www.okaasan.net/

TEL045-444-4030  FAX045-444-4031  info@30ans.com
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ワクワクしな
がら混ぜる

山中菜詩／松戸市

　息子（8歳）の最近のお気に入
りは、とあるラーメンやさんの鉄
板炒飯。壁のポスターに、｢ワクワ
クしながら混ぜてね｣ と書いてあ
るメニューを、本当に ｢ワクワク
しながら混ぜよう♪｣ と言いなが
ら混ぜる。
　人は、案外簡単に幸せになれる
ものだと、それを眺める私。 
　ワクワクしながら混ぜたのを、
これまたワクワクしながら、いた
だきまーす！

　娘の最近のブームは、お店屋さ
んごっこです。娘がお店屋さん、
私がお客さんです。
娘「すんまへ～ん！ ようこそ！」
変なお店に来ちゃったなぁ（笑）
娘「なににしますか～？  ハンバー
ガーとホットドッグとポテトでき
ました～」注文していないのに、
勝手に3品も（笑）
娘「ちゅうしゃけんくだしゃ～い」
私「はい、お願いします」お金よ
り先に、駐車券を気にしてくれま
す（笑）
私「はい、お金です」
娘「はい、バイバイ」
　最後はお店屋さんがどこかへ
行ってしまうという、ツッコミど
ころ満載のお店屋さんでした。 

お店屋さん
ごっこ

三木春菜／河内長野市

お姉ちゃん、
ごめんね
小野原敦子／嬉野市

　4歳長女はマイペース。朝もな
かなか着替えできずにもたもた。
その間に2歳次女は四苦八苦しな
がらも自分でお着替え成功。
　朝ごはんのお茶碗を前に、スプー
ン片手に止まったままの長女。一
人もりもり食べる次女。「保育園行
くよー」の声に、次女は靴下履いて、
髪結んでと催促しにくる。「もう行
くよー、ねえねぇ。靴下履いた？」
と言うまで立ってる長女。
　バタバタしながら保育園に送り、
長女といってらっしゃいのタッチ。
　仕事に向かいつつ、「姉ちゃんご
めんね。イ
ライラママ
で」と猛省。
　ママは小
さい頃、弟
と比べられ
るの大嫌い
だったのに
こんなに比
べてる…。 

かわいい
かわいい
くのぎ祐希子／北九州市

　出産して、母子手帳を見ていた
ら、｢赤ちゃんには、たくさん抱っ
こして、かわいいと言ってあげま
しょう｣ と書いてあった。
　真に受けた私は、息子に、｢かわ
いいねー。なんでそんなにかわい
いのー｣ と繰り返し言っていた。
　最近の夫の口癖は、｢かわいい
ねー。なんでそんなにかわいいのー」
と息子に言うこと。
　口癖って伝染するんだ。家族み
んなが幸せになる言葉を口癖にし
よう。意識しないと、文句ばっか
り言ってしまいそうだから。

わくわくした
気持ちになること  　　

 （竹岡望／横浜市）
　小さい頃からの夢を叶え、看護師になった。けれど現実とのギャップや日々
の忙しさ、仕事の重責、家庭との両立の難しさもあり、仕事を辞め妊娠、出産
をした。自ら望んで叶えた夢なのに自分には合っていなかったと自己否定感が
強く、周囲で夢を持ちがんばっている友人たちを羨ましく感じることがあった。
　でも今、私の夢ってなんだろうって考えたときに気づいた。夢を考えるとワ
クワクして楽しい。娘を妊娠し、とっても幸せな気持ちになって、出産、子育
てには不安もあったけど、新しいことの発見でドキドキワクワク。子どもを見
てると、毎日がチャレンジでいつもキラキラしている。
　そんな子どもと一緒にいると、私もワクワクしてくる。そうだ、この子が笑
顔いっぱいで健康に過ごせるように見守っていくことが私の夢。看護師になり
たかった夢は間違っていなかった。家族の心と体の健康を考えていくことだっ
て看護。夢は現在進行形。これからは私なりの方法で、家族だけではなく、周
りも笑顔で健康になっていけるようなお手伝いができたらいいなと思います。

爺（時事）川柳 ● 久々の留守番パパのしたり顔（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子育て川柳 ●「あ～ん」したスプーンはたかれママキレる（八木橋真心）


