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爺（時事）川柳 ● 十八歳反面教師にこと欠かず（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                            子育て川柳 ● 初登校家からこっそり後をつけ（八木橋真心）

お母さんの心いっぱいの記事がズラリ。
共通しているのは、お母さんの笑顔。
お母さん、ペンを持とう！

2014 年（平成 26年）10月号　＜ 6＞         

　副賞は、フード・アクション・
ニッポンアワード2010入賞とい
う栄誉に輝いた、地球納豆倶楽
部の「音更納豆」。100%国産で有
機栽培した北海道の在来種を使
用。生産者を限定してつくる選り
すぐりの納豆です。

受賞おめでとう！

提供●地球納豆倶楽部
http://www.natto-club.com/

　今月のMJ大賞は、「おくすり」の富山
直美さん。大好きなお母さんへの気持が
伝わります。正露丸を持ってきたところ
が、かわいい。きっと富山さん家の正露
丸は、花粉症も治るでしょう。
　もう一人は「殺し文句」の坂元悦維さん。
こんな言葉をもらったら、仕事もがんば
れるし、急いでお迎えに行っちゃいます
ね。息子さんは、お母さんが喜ぶことを
一番わかっている。子どもはスゴイ！

よき日

西村美香／鳥栖市

子どものやる気
の芽を摘まない

多田理恵／山形市

　3歳の息子がブロックを買った。
「8歳から」と書かれているそれは、
なかなか完成させるのが難しそう。

「難しそうだけど、やってみる？」
と聞くと、やる気満々の顔で「う
ん！」と言った息子。
　ところが、説明書は難しく、小
さな部品は扱いづらくて、床にコ
ロコロ落ちてしまう。うまくでき
ない息子は、私に助けを求めてく
る…。
　実は私、こういう小さな部品を
組み立てる作業はものすごく苦手。
だんだんイライラしてくる。かまっ
てもらえない9か月の娘は床の上
で泣いている。
　「もう！  だから言ったじゃん！
難しいからやめときって！  ８歳に
なるまで片付けとこうよ！今はで
きないよ！」そんなきつい口調に
なりそうなところをなんとか抑え
て、できるだけできるだけ穏やか
に伝えてみる。
　「がんばる、できるもん」そう言っ
た息子。そして、ところどころ私
が手伝ったものの、ほとんど一人
で完成させた。
　ごめんね、ごめんね。お母さん、
できないなんて言ってごめんね。
すごいね、8歳がつくるものなの
に、3歳でできたね。息子がもの
すごく誇らしく思えた。
　子どもの得意なことは伸ばして
やりたい、なんて思いながら、否
定するようなことを口に出してし
まった。
　息子は私の否定的な言葉を気に
しているのかいないのか、完成し
た作品を私に見せてニコニコして
いた。妹にも見せてやっていた。
　がんばり屋さんの息子に比べて、
お母さんはダメだなぁ。子どもの

「やりたい」という気持ちを潰すよ
うな言葉は言わないようにしたい
なぁ。

産んで
よかった

福江理絵／鳥栖市 

おてて
発見！

大蔭幸／徳島市

　生後77日になった今日。次男は
“おてて“を発見！グーしたりパー
したり、振ってみたりして、これ
は何？って不思議そうに眺めてい
る姿がかわいくてたまりません。
　ちぃさなその手のひらに、キミ
は将来、どんな素敵な夢をつかむ
のかなぁ。楽しみだね。きゅっと
つぼんだ細い指先。開くと今は…
たいていホコリが出てきます（笑）。

　相変わらずの安定ぶりを見せ、
かわいい盛りの7か月の息子。最
近はハイハイやお座りもし、つか
まり立ちをしてテーブルの上の物
まで取り出すようになった。
　一日のほとんどを、一人で部屋
中を探検して過ごす彼。面白いも
のを物色しては、どんどん自分の
世界を広げている。
　お姉ちゃんのメルちゃん（人形）
の手や髪の毛を確認したり 、お兄
ちゃんのトミカタワーに登って倒
したり、引っこ抜いたり。時には、
ダイニングテーブルの下をくぐり
抜けて、キッチンにいる私にぴょ
こっと顔を見せてくれたりする。
そんなときのかわいさといったら
ない。
　最近、自我が出てきて、人見知
りをするようになってきた彼。マ
マが大好きだから、一瞬でもママ
が見えないと、全身で泣いてママ
を探してくれる。
　1人目のときには余裕がなかっ
た私も、３人目ともなると、全部
を余裕の心で受け止められる 。
　今の彼にとっては、ママがすべ
て。私が抱っこすることで安心す
る。おっぱいを飲みながら、全力
で私を見つめる目。夜泣きさえも、
かわいく思える。
　こんなに全身全霊で「ママ、マ
マ！」って求められるのは、今だ
けだ。あと数か月もすれば歩き始
めて、自分の足でどんどん歩いて
行ってしまうのだ。
　私を見つめるまっすぐなすべて
を、私も全身で受け止め、しっか
り抱いて、たくさん愛そう。
　すべてが愛しくてたまらない。
あの、きらきらっとした目を見る
と、「今」という時間がさらに大切
に思える。

　長男の卒園式が終わりました。
予想外にボロボロとは泣きません
でしたが、ひと段落。入学準備も
あるけれど、約1か月の春休み！
たくさん遊ぶぞー！ 
　卒園式では、園児たちが演奏す
るクライマックスのところで、同
伴していた娘2歳が調子よく「げ
んこつやまのたぬきさん」を歌い
出し、泣き笑いになりました。
　幼児連れでの卒園式…なかなか
ゆっくりしんみりとはいきません
でしたが、これも現状なんで…。と、
前向きにとらえている自分に、成
長を感じた卒園式でもありました。
　教室に帰り、担任の先生の話の
最中だったかな。うしろから見て
いたら、息子が涙を拭っているよ
うな？ えー、意外 !?　泣くような
タイプじゃないと思ってたのに。
　息子なりに込み上げてくるもの
があったんだな～と、そんな気持
ちを感じられる子に育ってくれて
いることにうれしくなりました。 
　園長先生のお話にもありました
が、他人と比べるのではなく、自
分のペースで日々できることを
しっかりやって、前を向いて進ん
でいってくれたらいいなぁと思い
ます。
　小学校で
も親子で楽
しめたらと
思います。
卒園、本当
におめでと
う！

殺し文句

坂元悦維／さいたま市

　保育室の入口までお見送りして
くれた息子が言います。
　「いってらっしゃーい。んーとね、
んーとね、　ゆーたが待ってるんだ
からね、早く迎えに来てね。自転
車でね、びゅーーーーんってね、
迎えに来てね」。
　もちろんだよ！  自転車すっとば
して迎えに行くよ！  そんなこと言
われちゃったら、仕事ほっぽりだ
してでも、迎えに行きたくなっちゃ
うよ！　
　今朝も寂しそうに、「保育園に行
きたくないなぁ」と言いながら、
がんばって行ってくれた息子。
　健気だなぁ。ありがとう。母は
今日もがんばるよー。

赤ちゃん用
の声

萩尾かつら／佐賀市

　「ほのちゃん、一緒に遊んだぁ
い？（遊びたい？）　ん？   遊んだぁ
い？」と姪っ子ちゃんに話しかけ
る息子。その声は、いつもよりや
さしく少し高くて…そして何より
甘い声だ。
　大人の私たちも赤ちゃんを前に
すると、ついつい声が変わってし
まうもんな。電話に出るときに“電
話用の声“があるのと同じ感覚。
　“赤ちゃん用の声“。やさしくて
少し高い息子の声。少し前まで赤
ちゃんだった息子が、“赤ちゃん
用の声 “ を
ち ゃ ん と
使って会話
している。
　ちびっこ
息子の一丁
前な声がか
わいらしい。

ファースト
シューズ

藤浦彩／堺市

　ファーストシューズを買いまし
た。生まれてはじめて靴を履いた
娘、お相撲さんが四股を踏むみた
いに左右の足をよいしょ！よい
しょ！と大きく上げて重さの確認。
　そりゃ、はじめての靴は重いよ
ね。かわいい仕草に笑っちゃいま
した。
　移動はま
だつたい歩
きと高速ハ
イハイ。こ
の靴を履い
て、これか
らたくさん
歩くの楽し
もうね。

ひどい肌荒れから味噌の素晴らし
さを体感し、味噌の普及啓蒙活動を
始めた藤本智子。ミソガール誕生秘
話とともに「味噌は美蘇」「味噌は
命の源」と知ることができる一冊。

ミソガール ＆ みそまる関連書籍
巷で話題を呼んでいる即席みそ汁「みそまる」。二見書房と宝島社の2冊の重版が決定。
基本やアレンジレシピ、みそまる料理、みそまるギフトなど、みそまるの魅力が詰まった各書。
さらにこの春、主婦と生活社より待望の新刊が登場！  効能別にみそまるを紹介しているので、
気分や体調でみそまるをチョイス。保存版としてお手元に！

「みそまる～81のレシピ＆アイデア」
著者／ミソガール藤本智子
発行／二見書房　定価／ 1058円（税込）

「みそまる～簡単・便利・おいしい！秒速みそ汁」
著者／ミソガール藤本智子
発行／宝島社　定価／ 1058円（税込）

漫画「いつか母になるために」
ミソガール藤本智子 物語
美健ガイド社／400円（税別）「手軽に作れて、キレイに効く！ みそまる」

著者／ミソガール藤本智子　
監修／みそまる普及委員会
発行／主婦と生活社　定価／950円（税込）
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「「「「「「「「手「手「手軽「手「「「「「「「「 に作れて、キレイ
著者／ミソガール藤本
監修／みそまる普及委
発行／主婦と生活社　

ミソガ
ールの

「みそ
まるレ

シピ本
」に

　　　
　　　

新刊登
場！

新刊

お求めは、書店かアマゾンhttp://www.amazon.co.jp/ で！

　　　　　　　

増刷 3刷

◉新刊は、スーパーの雑誌コーナーでも、
お求めいただけます！ 食料品のお買い物
ついでに手に取ってご覧ください。

句句句句句


