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爺（時事）川柳 ● 母の日や旧仮名文字の日記帳（手塚俊孝）　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　             子育て川柳 ● べたべたの娘作ったパンケーキ（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/

みゆうちゃん
がんばれ！
宮崎裕子／大牟田市

みんな好き

横江優子／岡山県英田郡

おじいちゃんに
金メダル
柴本久美子／牧之原市

　先日、父が他界しました。約
1週間の入院の末、孫の到着を
待たずに逝ってしまいました。
　入院時は余命2日の診断だっ
たのに、本当によくがんばって
くれました。
　娘はおじいちゃんに会いた
かったと、泣いてくれました。
　私は、おじいちゃんも会いた
かったから、がんばっていたん
だよ、と話しました。
　葬儀の後、遺影をわが家に持
ち帰ったところ、娘が「ママ、
おじいちゃん、がんばったから、
さな、金メダルあげたの」と。
　見ると父の遺影に、保育園の
運動会でもらった金メダルが掛
けてありました。
　娘を抱きしめて泣きました。
間に合わせられなくて、もっと
会わせてあげられなくてごめん
ね。離れて住んでいたとはいえ、
ろくな親孝行もできず。もっと、
孫との思い出をつくってあげら
れたらよかった…。
　後悔は尽きないけれど、娘の
やさしい気持ちがうれしくて、
切なくて。
　父との
良き思い
出を家族
で共有し
ていけた
らと思い
ます。

　長女2歳 4か月。この頃、ふ
としたときによく口にする言
葉。「○○ちゃん好き」。好きの
対象は、人やモノや植物など、
そのつどコロコロ変わる。
　あんまり毎日言うものだか
ら、先日、何気なく「リンゴと
イチゴ、どっちが好き？」と尋
ねてみた。娘は少し考えてから
「イチゴ！」と答えた。
　が、そのとき「しまった！」
と思った。
　娘にとっては、イチゴもリン
ゴも大好きな果物。比べる必要
なんてどこにもないはずだ。
　私は娘に物差しを使わせよう
としてしまっていた。
　好きの大きい、小さいなんて
どうでもいい。好きというだけ
で、その存在がいとおしくなる。
そのそばにいられる自分を幸せ
に思える。
　嫌いなことよりも好きなこと
がたくさん見つかるだなんて、
こんなに素敵なことはない。そ
れで十分ではないか。
　目が覚めるような気がした。
そして、娘には、もっともっと
「好き」が増えて、その気持ち
をずっとずっと大事にしてほし
いと思った。
　だから私も、一緒に「好き」
を満喫しよう。そんなあなたが
大好きだ
から。

　お風呂が嫌いなわけではないが、
シャンプーのあとにシャワーで
ザーッと頭から流す瞬間、時々涙
する娘。
　最近、ある言葉で泣くのを堪え
るようになった。
　｢がんばれがんばれ、みゆうちゃ
ん！｣ おまじないのように、何度
も唱える。
　私がシャワーを浴びるときにも
言ってくれる。｢がんばれ、がんば
れ！  ママ！｣。
　自分を肯定して、自分を応援し
て、自分が自分を好きでいられる
ことって、できそうでできないこ
とだ。
　だけど、大切なことだ。自分が
できたのかできてないのか。自分
がズルをしたのかしていないのか。
一生懸命に向き合ったのか、向き
合っていないのか。
　周りには隠せても、自分自身が
一番わかっているよね。
　精いっぱい生きているのか。楽
しい誘惑に負けちゃったのか。
　明日も、がんばれがんばれみゆ
うちゃん！　がんばれがんばれ
私！

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。
主婦と生活社発売のムック本も好評発売中！  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）
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「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）
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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）
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「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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ミソガ
ールの

「みそ
まるレ

シピ本
」

ぜひ手
に取っ

てね

好評
発売中

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

◉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。

おかあさん、
いつもありがとう
木村聡子／一宮市

　幼稚園で花まつりと母の日の
行事があった。仏教系の幼稚園
なので、花まつりはお釈迦様の
生誕をお祝いする行事。それに
母の日のイベントも併せてとい
う感じ。
　みんなでお歌を歌ったり、説
法みたいなのを唱えたりする様
子に、普段こんなことを練習し
ているんだ！と驚き。
　花まつりが終わり母の日のイ
ベントへ。前に娘が「今日プレ
ゼントつくったよ。何かはヒミ
ツだけどね」と話していたので、
ヒミツを持てるようになったん
だなと、成長を感じたけれど。
　プレゼントを持って私のとこ
ろへトコトコとやってきて、「お
かあさん、いつもありがとう」
と、はにかみながらもまっすぐ
目を見て言ってくれた。
　そのときは純粋にうれしく
て、こちらこそ！と笑顔で言っ
たが、後で思い出すと、うれし
いのと成長への感慨深さで、つ
いつい涙が出てくる。
　改めて、自分はお母さんにし
てもらったんだと、感謝と身の
引き締まる思いがする。
　とはいえ、日々の暮らしの中
では、そんな感慨もどこへやら、
ついつい娘とぶつかり合い、大
人気なくケンカをしている私。
　でも今日の、あの娘の顔は、
一生忘れないだろうなと思う。

んんママーって
叫んだよ
池田彩／久留米市

　ゴールデンウィークは毎年恒
例の父子キャンプ。夫と長女、
長男の3人で登山キャンプをし
て帰ってきます。
　5月4日の朝早くからうれし
そうに出かけていった3人。残
された私と次女イチカ（2歳）。
不思議なくらい、シーンと静ま
り返ったわが家。「しんちゃん
は？ かれんちゃんは？」と何
度も聞いてくるイチカと、お兄
ちゃんたちがいないとさみしい
ねと言いながら過ごしました。
　そして翌日の夕方。「疲れ
たー！」と帰ってくるかと思い
きや、「楽しかったー！」と満
面の笑顔で帰ってきた3人。は
ちきれんばかりのパワーがみな
ぎっていました。
　いつもは中腹のキャンプ場で
下山してくるのですが、今年は
子どもたちの意向で、山頂まで
登ったそうだ。風が強くてテン
トが壊れたこと。川で遊んだこ
と。毎年出会うおじちゃんたち
に今年も出会って遊んでもらっ
たことなどを、一気に話してく
れました。
　あぁよかった。3人で良い時
間を過ごせたんだねと私も大満
足。すると長男シンノスケ（6歳）
が、「山頂でね、ママーって叫
んだよ」って。
　ウフフありがとう。ちゃんと
ママもそこにいることができた
んだね。うれしいなー。
　「来年はいっちゃんもママも
一緒に行こうね」と2人。
　そうだね。でもこうして、パ
パと子どもたちだけの時間を過
ごしても
らうのも、
捨てがた
いなー。

　今月のMJ大賞は、「お母さんタイム」
の神澤瞳さん。生活スタイルを変えるっ
て大変ですが、見事に成功させましたね。
朝の時間に母力が上がれば、子育ても楽
しくなりますね。
　もう一人は、「みゆうちゃん、がんばれ」
の宮崎裕子さん。がんばれ、がんばれ、
みゆうちゃん、がんばれ、がんばれ、ママ。
読ませていただいたら、こちらもがんば
ろう、と思えました。ありがとう！


