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爺（時事）川柳 ● 転入生仲間に入れたと得意顔（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  子育て川柳 ● 水ぬるむ 5月恒例潮干狩り（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/

娘と２人きり
の時間に

多田理恵／山形市

気づき

植地宏美／横浜市

花盛り

中村あす香／鹿児島市

　春になり、あちこち花盛り。
　お花が大好きな次女は、最近お
花摘みに夢中。田んぼ道、満開の
れんげ畑…。
　れんげの花を教えてあげようと、
車を止めて花畑を眺め、れんげの
花を摘んで蜜を舐めたり、頭に飾っ
たり。そのうち次女は黙々とお花
摘み。きれいに咲いているのを選
んで一つひとつ、手のひらに乗せ
ていく。ちっちゃなお手てはあっ
という間にいっぱいに。
　袋が欲しいと言うので、車にあっ
た紙袋を持たせてあげると、一つ
ひとつ袋の中に入れていく。その
姿は真剣そのもの。
　軽トラで通りかかった農家のお
ばさんが、「あらぁ、お花摘みし
てるの！  いっちょ前に袋を持っ
て！」「何歳？　まあ！  もじょか
（かわいい）ね～！　一番かわいい
盛りだね！」と声をかけてくれた。
　次女もうすぐ３歳。まだまだ嫌々
真っ盛りだけど、笑うとぱあっと
花が咲いたように、私の心も明る
くなる。私の手の中の、ちっちゃ
なお花も、「満開」なのでした。

　幼児用の知育ビデオで、お互い
の好きなところを言い合う場面が
あって、いつもいいなぁと思って
見ている。
　見終わった後、4歳の娘と実践。
「ママの好きなところはどこです
か？」「かわいいところ！」ありが
とう～、と抱き締める。
　旦那は絶対に言わないようなこ
とを、満面の笑顔で言ってくれる。
身近な人だからこそ、いいところ
探しって大切だなぁ。
　いつか旦
那様にも実
践しなけれ
ばと思いつ
つ…これが
なかなか難
しい。

ママの
好きなところ
柴本久美子／牧之原市

子どもたちに
広い世界を見せること
  　　　　（冨田愛紗／千葉市）

　妊娠8か月の長男に先天性の心臓病が発覚。たくさんの後悔の念
と、なぜうちの子？と理解できない気持ちでひたすら泣き続けた。
　妊娠がわかる前に夫婦で立ち上げたブランドを広めるべく、妊娠
5か月でLAに飛んだり、激しく動き回っていたことを後悔したり…。
　でも泣いても仕方ない。これから大変なのは私たちではなくて、
この子自身なんだ。私たちがサポートしなきゃ！と夫婦で気持ちを
切り替え、その日以来、一度も病気を悲観することはなくなった。
　それよりも、ハンデを気にしなくて済むくらい広い世界を見せて
あげよう！と。自身を持って生きていけるように、幾度となく海外
経験を積ませたいなと思っている。
　去年は3人でタイ旅行を実現！  次男が生まれたので、今度は4人
でまた違う世界を見たいな。夢は、家族で世界一周 !!

　「大きくなったら、何のお仕事す
ればいいの？  危なくない仕事がい
いよね？　高いところから落ちた
ら大変だもんね。ぼくわからない
から、ママが決めてよ」。
　「大きくなったら毎日お菓子買っ
てもいいの？　本当？　うれしい
なぁ。でもお金がなくなっちゃう
からどうしようかなぁ」。
　そんな風に、ちょっと将来を考
え始めた小学2年生の次男。
　かっこいいアドバイスなんて、
何も浮かばない。それどころか、
やらなくちゃならないことなんて
ないんだよ。やりたいことを、好
きなことをたくさんやるんだよ。
一つだけ言うとしたら、一生懸命
がんばって生きてね。
　そう伝えようとして自分でハッ
としました。
　なんだか
意識が変わ
り そ う な、
なんでもな
い、かけが
えのない今
日です。

お姉ちゃん
になった？

竹岡望／横浜市

　１歳3か月になった娘。まだおっ
ぱいも吸ってるし、だいぶ成長し
たとはいえ、まだまだ赤ちゃんか
なって思っていた。
　それが先日、友だちが3歳の男
の子と8か月の女の子を連れて、
遊びに来たときのこと。
　8か月の女の子に興味津々で、
近づいては頭をヨシヨシやさしく
なでているじゃないかっ！
　めっちゃ微笑ましい光景！  こん
なに小さいのに、やっぱり女の子
だから母性があるんだなぁ。
　将来、娘がお姉さんになったら、
こんな感じになるのかなーって思
いながら、ずっと見ていた私。娘
の成長を感じた瞬間だった。頼り
になりそうなお姉さん！

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

断乳の思い出

藤井裕子／東京都

　息子が1歳4か月、娘が1歳6
か月のときに（どちらも春）断乳
をしました。完全母乳だった2人。
本当にたくさん飲んでくれ、やり
遂げた感がありました。
　断乳の翌日、同じ動物園へ行き
ました。2人とも動物が好きで、
外出したほうが気が紛れるかと。
　案の定、おっぱいを忘れて楽し
んでくれたなぁ～！  その動物園に
今日久しぶりに行ってきました。
　あのときと変わらない動物園の
風景…。けれど目の前には、7歳
と4歳になった2人の姿があり、
年月と成長を改めて感じました。
　あの日も桜が咲いていたなぁ。
そう思ったら鼻がツーンとなって、
うれしいやらなんやらで。
　でもやっぱり子どもの成長は、
私の誇りだなぁ。ありがとう、お
母さんにならせてくれて。

こいのぼり

坂元悦維／さいたま市

　ベランダに出したこいのぼりを
見つけた息子（3歳）が一言。
　「こいのぼりが咲いてる！」
　確かに！  黒・赤・青・吹き流し。
色がきれいだもんね。
　いろいろ覚えた言葉の中から、
「咲いている」を選んだ息子。
　いいぞ、いいぞ！  でもねぇ。やっ
ぱり、こいのぼりは「泳いでる」
かなぁ。
　そのあと
「泳いでる」
だよーとや
んわり訂正。
ちゃんと覚
えなおして
くれました。

　最近目が合うと満面の笑みを返
してくれるようになった娘10か月。
まだしゃべれないながらも、一生
懸命コミュニケーションをとろう
としてくれているのがよくわかる。
「あいー」「うっぶー」「うぃー」など、
いろんな発音で語りかけてくれる。
　娘のおなかに口をあてて、「ぶぶ
ぶー」とやると、大爆笑してくれる。
部屋に落ちている折り紙を拾って、
誇らしげに持ち上げる。お気に入
りのおもちゃを取り上げると、「あ
ああっ！」と抗議してくる。
　お兄ちゃんが幼稚園に行き始め、
お母さんと2人きりの時間が持て
るようになった。今まで、泣いて
いても「ごめん、ちょっと待ってて」
と言うことが多かった。どうして
もお兄ちゃんを優先してしまうこ
とが多くてごめんね。今までの分
も、いっぱい抱っこさせてね。

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。

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。
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お母さん大学
購買部

お申込み　お母さん大学　http://www.okaasan.net/　TEL045-444-4030 　FAX045-444-4031　 info@30ans.com

お母さん大学関連の
書籍やCDです。学
長代理の本は、読め
ば、一気に母力が上
がります。出産した
お友だちのプレゼン
トにも、ぜひ！

ん


