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爺（時事）川柳 ● 子の言葉手振り身振りで意味を知る（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          子育て川柳 ● 保護者会役員の出ぬ沈黙よ（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！

受賞おめでとう！

　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。
提供●地球納豆倶楽部
http://www.natto-club.com/

　今月のMJ大賞は、「気づき」の植地
宏美さん。わが子の成長に感動ですね。
でも、その成長にドキドキしているお
母さんも素敵です。
　もう一人は、「お姉ちゃんになった？」
の竹岡望さん。1歳3か月でもちゃん
と母性があり、小さい子を守らなけれ
ばという気持ちを持っているお姉ちゃ
ん。将来はいいお母さんになりますね。

別れと
出会いの春
萩尾かつら／アメリカ

　家ではパンツ、外ではオムツの
息子。オムツをしていたら絶対
に「しーこっこしたい」とは言わ
なかった息子が…外でもちゃんと
「しーこっこしたい」と言えるよう
になったのが、1週間前。
　だが突然言い出すので、トイレ
を探して走り回るのが大変やらう
れしいやら。そして、外のオムツ
が濡れない日が数日続いていた。
　昨日のこと。「お出かけするから、
オムツしていこうね」と息子に声
をかけると、「パンツでいくー」と
返事。歯医者に習い事にお友だち
のお家…と、ちょこまか用事を済
ませるつもりだったので不安がよ
ぎったけれど「じゃあ、パンツで
いこうか」…ということで、パン
ツの息子とお出かけ。
　お漏らししてしまったときのた
めに、予備のパンツとズボンを用
意すると、いつもより大きなカバ
ンになった。
　出先では真っ先にトイレを確認。
息子がムズムズしだしたら、ちゃ
んと「しーこっこしたい」と言え
るかなぁとヒヤヒヤ。歯医者さん
クリア！  私の習い事クリア！公園
クリア！  お友だちのお家クリア！
　お風呂のときに脱いだ息子のパ
ンツは濡れていなかった。そして
今日も当然のようにパンツで出動。
今日のパンツも濡れなかった。
　オムツを卒業して、パンツに入
学。この日は突然にやってきた。
　息子がゴロンと転がって、私が
オムツをセットすることも、夫が
息子のオムツを干すことも私が息
子のオムツを畳むことももうない
のかもしれない。
　オムツと突然に別れを告げた息
子。パンツな息子と春を楽しもう
と思う。「春は別れと出会いの季節」
まさに、そうだ。

息子の成長
に想う
前田憲枝／福島市

　字が読めるようになった長男。
いつの頃からか、ふと気がつくと
一人で絵本を読んでいる姿をよく
見るようになった。背を丸めて、
絵に食い入るように没頭して…。
　それは喜ぶべき成長なのかもし
れないが、私の心には、なんだか
切なく寂しい風がスッと吹いた。
　だって絵本は、私と彼が一緒に
なって、違う世界に旅できる素敵
な時間だったから。そして、その
世界は、読んでいる私が彼にあげ
ているみたいに感じていたから。
　なんかつまらないぞ！  私に背を
向けて絵本に没頭しちゃってさ！   
昔みたいに
「もう一回読
んで」って
言いに来て
よ ね！ と、
ちょっと自
己中、おセ
ンチな母な
のでした。

ママの
密かな願い
八木橋真心／日野市

　最近、外の世界が面白くて仕方
ない君の寝顔へ、ママがたった一
つだけ誓うことがある。
　もし君が大きくなって大好きな
ことができたなら、ママのことな
んか忘れて思いきり飛び出して
いっていいからね。いろんなとこ
ろへ行って、いろんな人に会って、
いろんなものを見てくるんだよ。
自分の道を精一杯生きて、泣いて
笑って進むんだよ。
　でもね、もし、もしも、どうに
もならなくなってしまったら、戻っ
ておいでよ。たとえ君がいくつに
なっても、ママがずっとずっと、
そばにいるから。

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）

時事）川柳 ● 子の言葉手振り身振りで意味を知る（手塚俊孝）　　　

「「「「「「「「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　
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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。

まぶしい
後ろ姿

内田恵利／横浜市

　来週からお兄ちゃんは学校に行
かないの？  私一人で行くの？  やっ
とお兄ちゃん卒業の実感と心細さ
が込み上げてきた娘。意識したこ
とはなかっただろうが、兄の背中
は頼れる後姿だったに違いない。
　お兄ちゃんに聞いてごらんと言
うと、一緒に行こうよ～！と誘っ
ている。お兄ちゃんは「いかないよ」
と笑ったけれど、「登校班の場所ま
でならいいよ」と交渉成立。ほっ
とした娘に、私もほっとする。
　息子もぷっつりと終わってしま
うのが寂しいのかな。途中まで行っ
てくれるというのだから。
　中学に進学すると一緒に出かけ
ることはまずなくなるだろう。本
当に今だけだよ。ランドセルを背
負った後姿をもう見ることがない
と思うと寂しくもなるが、それは
また新しい姿を見られるってこと。
　ここは息子、娘、そして私にとっ
ても気持ちの切り替え期間。4月
になると、前を歩く兄はいなくな
るけれど、新1年生も入ってきて
後輩が増える娘。慣れ親しんだ小
学校から未知の中学生活に進む息
子。それぞれのステージでどんな
成長を見せてくれるのか。しっか
り進んでいってほしいし、私もしっ
かり見守りたいと思っている。

手の
かからない子
濵嶋由香里／名古屋市

　1歳になったばかりの娘は、い
わゆる「手のかからない子」。寝つ
きが良く、目覚めもスムーズ。人
見知りも激しくなく、人の顔を見
ると大抵笑う。お腹が満足で、眠
くもなければ、一人で機嫌良く遊
んでいる。
　あんまり手がかからないので、
ついついほったらかしになってし
まい、イヤイヤ期の息子の相手の
ほうに、多く時間を取ってしまう。
手がかからないのは、親としては
ありがたいのだが、ふと思う。
　「手のかからない子」というのは、
「手をかけてもらえない子」という
こと？「手がかかる子」は「手を
かけてもらえる子」？
　だとしたら、娘にはもっと意識
して関わらないといけないな。
　まぁ、そんな娘も当然、日によっ
ては、理由のわからない大泣きが
あったり、寝つきが悪かったり、
離乳食を嫌がったりで、ちゃんと
親の手を煩
わせてくれ
てるけど…。
　これから
のイヤイヤ
期もどう来
るか、ちょっ
と楽しみで
もある。

名残惜しい

富山直美／船橋市

　幼稚園入園まであと1週間。毎
日子どもの姿を見ていると、愛し
くてたまらない。
　おしゃべりも上手になって、お
散歩も手をつないで電車に乗って、
遠出しても帰ってこられるように
なって、いろんなことを話しなが
らその反応を楽しみながら一日を
過ごす。なんて幸せだろうと思う。
　平日の日々、どうやって遊んだ
らいいか、ネタ切れで困っていた
くせにね。家事をしようとしても、
休みなしに「遊んで、遊んで」と
言われて疲れてたくせにね。
　もっと一緒にできたことあった
かなぁなんて思ったり。どこまで
いっても名残惜しいものだろうか
ら、今まで過ごした日々を噛み締
めよう。少し経ったら、撮りため
たスマホの写真でも見返そうかな。
　自分の母親もこんな気持ちだっ
たのかな。子どもはそんなこと知
らずに大人になるんだね。
　そりゃそうだ。ある方が言って
た。子育ては自己満だと。それが
子どもの心に刻まれるとか、子ど
もがこんな風に育つとか、結果を
期待するもんじゃないんだと。
　ママは満足だよ。たっぷり一緒
に過ごせて楽しかったよ。ママに
幸せな気持
ちと時間を、
与えてくれ
てありがと
うね。新し
いスタート、
がんばって
いこうね！

モーニング
コール

井上成美／米子市

　先に起きた娘が、「ママぁ、かわ
いいよぉ…」と顔をごしごし当て
てくる。
　まだ起きたくないなぁ、とそのま
までいると、「ママぁ、たっても（とっ
ても）かわいいよぉ…」とさらにご
しごし。
　これじゃ、
起きずには
いられない。
　どうした
らママが喜
ぶかを娘は
もう知って
るんだなぁ。


