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爺（時事）川柳 ● 十八歳政治の話題急に増え（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  子育て川柳 ● なぜか趣味行動まで似るDNA（八木橋真心）

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/

共感という
魔法
吉富みな美／唐津市

おくすり

 富山直美／船橋市

かわいい
ねぇ～！
林彰子／東京都大田区

　人から、かわいいねぇ～！っと
言われると、満面の笑みでうれし
そうな顔をする生後半年の娘。
　「いえいえ」とか「そんなことな
い」とかいう気持ちは微塵もない。
　相手の気持ちをいつもまっすぐ
受け止める。赤ちゃんは、かわい
がられの天才だ。

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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　あんよが上手になった娘。一人
で好きなところにとっとこ歩いて
いく。手をつなごうと差し出して
みても、見向きもしないで歩いて
いく。
　そんな娘が今日、自分から手を
差し出してくれた。ぎゅっと握る
と、ぎゅっと握り返してくれた小
さな手。なんともいえないあった
かい気持ちが満ちてくる。
　はじめて手をつないだ瞬間が、
こんなに幸せなものだなんて思わ
なかったよ。

つないだ手

阿比留絵里菜／久留米市

家族を巻き込んで
日韓の架け橋になれたら
  　　　　（手塚和世／枚方市）

　33歳で念願の「韓国茶カフェ」をオープン。36歳で電撃結婚。
37歳ではじめて母になり、現在は母ちゃん歴8か月。
　「日韓の架け橋」は永遠の夢でありテーマだが、改めてやりたい
ことを書き出してみると、以前は自分本位な夢ばかりだったのに、
現在はほぼ家族主体。一人旅が好きだった私が、今は一人ではなく、
家族で旅をしたいと思うし、カフェの移転計画も、店舗付住宅を希
望している。
　仕事や家事に追われ、慣れない子育てに戸惑いながらも、息子の
つたない動きに笑顔が漏れ、子育ての楽しさや家族の大切さを感じ
ている。今や、家族がなくてはならない存在だ。
　そして、そんな家族を巻き込んで「日韓の架け橋」になれたら、
どんなに楽しいだろうか。母になり、夢はさらにふくらんだ。

　ちょっと別の部屋に行って戻っ
てきたら、娘が戸棚の中からどう
やって見つけたのか、正露丸のビ
ンを取り出しシャカシャカ振って
遊んでいた。間違えて飲んだら大
変！と、「ちょっと何してるの！大
人のお薬、勝手に出しちゃダメで
しょ！」ととっさに叱った私。
　そしたら「コレ、ママのおくす
りだよ。ママお鼻痛いから、おや
つに飲んだらどうかなーと思って」
と娘。
　なんと、花粉症に苦しむ私を見
て、お薬を探してくれていたのね。
そうよね、あなたの前でさっきか
ら鼻かんでばっかりだったもんね。
そうか、お薬はおやつに飲んだら
美味しいのかな？
　「そうだったのね、ありがとね。
怒ってごめ
んね」言い
ながら頭を
な で な で。
胸はじーん。
　決めつけ
ちゃってゴ
メンね。早
く治すね。

　いろんなことに夢中になる分、
ケガも多い娘。よく身体をぶつけ
たり、倒れたり。そんなときは痛
～い！と泣きながら私の顔をしっ
かり見ている。こちらが、そのく
らい大丈夫よ～と思ってるのも、
娘にはバレバレ。余計に涙を流す。
大丈夫と声に出しても泣き続ける。
　でも、「どこを打った？ ここが
痛かったね」の言葉でケロッと泣
き止む。そして、笑顔でまた遊ぶ。
　共感してもらった、ママに見て
もらったという安心感って、大切
だな。
　大人の世界でも、大丈夫だよと
言われても、自分が納得していな
ければ、不安は消えない 。でも、
共感してもらえると、元気が出る
しがんばろうと思う。
　教えてくれてありがとう。

幸せキャッ
シュバック
柴本久美子／牧之原市

　うちの娘たちの自慢は、笑顔。
いつもニコニコ、かわいらしい。
でも私は…、自分の笑顔に自信が
ない。ちゃんと笑えているか心配。
　「笑う門には福来る」という。ス
マイルマイレージ。いっぱい笑う
と幸せキャッシュバック、あると
いいなぁ。

笑い

宮崎裕子／大牟田市

　一日一笑。娘のおかげだ。
　最近はほんとに笑える日々。だ
けど、笑えない瞬間は山のように
ある。
　いつ笑っているのか考えてみる
と…。人との関わりの中で、特に
笑えている気がする。
　娘も私も、人が大好き。お外が
大好き。2人っきりでニコッと笑
えるのは、唯一寝る直前のあった
かお布団の中。
　まるで鏡のように思える娘の表
情。そっか。よく似ている。
　お母さんは鏡いらず。子どもた
ちの顔をよく観察してみたら、も
しかしたら本当の自分の表情が見
えてくる
のかもし
れない。 

お母さん記者（MJ記者）が、子ども
との他愛もない出来事や毎日の気づきを発信しています。老若
男女大歓迎。年間購読料3000円が必要。お母さん大学へご連絡
を！　E-mail：info@30ans.com　TEL045-444-4030

次男のハーフ
バースデー

冨田愛紗／千葉市

　次男が無事6か月を迎えました。
1か月も早く生まれ、上手くおっ
ぱいも飲めなかった2500グラム
の小さな体は、今では8キロにも
なり、コロコロと寝返りをし、ニ
コニコ笑いながら、いまだに2時
間ごとにたくさんおっぱいを飲ん
でいます。
　ハーフバースデーには、2人が
昼寝をしている間に手づくりケー
キを用意しました。「1/2birthday」
とプレートに書いて準備万端！
　起きてきて、真っ先にケーキを
見つけた2歳の兄は、「ケーキ！
ケーキ！」と連呼！  大興奮！で俺
のものだと言わんばかりに、奪お
うとします。
　「待ってね～」と、私はまず2人
の写真を撮り、次に、次男の目の
前にケーキを置き、次男の記念写
真を撮ろうとしたら、大大大号泣
の兄！　目に涙をいっぱいためて、
自分が主役じゃないことへの苛立
ちを表現。
　仕方がないので、今度は泣いて
いる兄の前にケーキを置き直して、
兄の写真もパチリ！　
　そうだよね。今までぜーーんぶ、
あなたが主役だったんだもんね。
　そんなこんなで、弟の写真はあ
まり撮れず、切り分け後の写真で、
なんとか笑顔を収めました。
　まだまだ弟をかわいがろうとい
うところまでは難しいようで、わ
ざと視界に入れないよう生活して
る兄。
　でも、くしゃみした弟のおでこ
に手を当てて、「大丈夫？」と聞け
るようになっていた！  奇跡の1回
だったけど、少しずつ、弟を気に
かけてくれているんだね。
　まだゆっくり、あなたの超絶甘
え期につきあうから、お兄ちゃん
になりたいときだけ、なったらい
いよ！
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