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爺（時事）川柳 ● 新緑の道つまずくまいと目を凝らす（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  子育て川柳 ● ママブルー虫に暑さのキャンプ場（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/

浄化の時間

佐藤悦子／北名古屋市

　三兄弟に振り回されて毎日が
バタバタです。
　でも今日は、たまたま三男と
２人きり。一緒にごはんを食べ
た、あたたかな昼下がり。
　あれっ、いつの間にか自分で
上手に食べられるようになって
る。ママーと呼んでくれるよう
になってる。バタバタで気づか
ないでいた、小さな成長がとて
も感慨深い。
　ゆっく
りと流れ
る２人き
りの時間。
なんだか
とても幸
せな時間
だったな。

2 人きりの
時間
安達真依／久留米市

一生学び続けること  　
　　（高野智恵／北海道上川郡）

　私の夢は、一生学び続けることです。
　大人になってから学ぶ楽しさがわかり始め、今、娘が日々楽
しそうに言葉を憶えていく姿を見ていて、私もまた何か新しい
ことを学びたいという気持ちが出てきました。
　そして、以前から気になっていたフランス語を、思いきって
始めて4か月が経ちました。独学でまだ初歩ですが、育児の合
間に勉強するのはすごく楽しくて、リフレッシュでき、育児に
ゆとりも持てているような気がします。
　ずっとフランス語が続くかわかりませんが、一生学び続けて
いきたいです。
　そして、いつかそれを生かしたり、何か一つでも極めてみたり。
私も娘と一緒に、ずっと成長していきたいです。

　一緒にお風呂に入ってると
き。おふとんでゴロンとしてる
とき。ごはんをもぐもぐ食べて
るとき。ふとした瞬間に、無性
に子どもを抱き締めたくなる。
　長男と次男をいっぺんに抱き
寄せて、やさしく強くぎゅ～っ
とすると、穏やかな気持ちが押
し寄せてくる。
　ささくれ立った心が、淀んで
いた心が、こんがらがって出口
のなかった嫌な気持ちが、全部
全部洗い流されていく。
　はぁ～…と大きなため息を一
つ。それから深呼吸。私の心は
浄化されリセットされる。
　かわいいかわいい、私の息子
たち。この世で一番大好きな宝
物。ありがとう。

わがまま

岩根直子／久留米市

　夜間授乳せずにぐっすり寝た
い。でもまだおっぱい飲んでほ
しい。
　おっぱいを欲するときの独特
の声がたまらなく好き。ずっと
抱っこは腕が痛い。でもふわふ
わの感触は味わいたい。
　顔をピトッとつけてくるのが
たまらなく好き。
　一人遊びをしててくれると助
かる。でも構ってほしくなると
きもある。
　私を目がけてずりばいしてく
る、あのうれしそうな顔がたま
らなく好き。
　ほどよく私のわがままを満た
してほしい、わがままなお母さ
んだけど、これからもよろしく。

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

お母さん
タイム

神澤瞳／名古屋市

　第二子を妊娠してからという
もの私は寝てばかりいました。
息子と一緒に昼寝をし、夜も息
子と同じ時間に寝て、朝は息子
が起きるまで寝る日々でした。
　でも最近はだんだん、寝てい
ると背中や腰が痛くて辛い時期
にさしかかってきました。一転、
眠れぬ日々です。
　夜中に目が覚めてその後はな
かなか寝つけません。朝は5時
頃には目が覚めてしまいます。
　仕方がないので、はじめて朝
活なるものをしてみたのですが
これは！  息子にもダンナさん
にも邪魔されずにゆっくりパソ
コンに向かえる！  メイクもい
つもより時間をかけて丁寧にで
きる！  洗濯物も早く片づく！  
朝のドタバタが緩和される！
　世のお母さんにしてみれば
「当たり前」なことでしょう。
友人たちも皆早起きだと聞いて
はいました。でもナマケモノの
私には、早く起きて何かするの
がとてもしんどく思えていまし
た。私が起きると息子も起きて
しまうので、それも嫌でした。
　が、間違っていました。朝の
ドタバタがましになれば、息
子を叱って泣かせることもない
し、家族が起きる前にいろんな
用事を済ませてしまえば、息子
のお昼寝タイムに家事をしなく
て済むかもしれません。
　余裕が出てくれば、あんなこ
とやこんなこともできるように
なるに違いありません！
　「朝のお母さんタイム」は、
私のささやかな「母力」をちょっ
ぴりパワーアップさせる、とて
も大切な時間です。そんなこと
に、今さら気づいたのです。 

ん長女の目

中村泰子／朝倉市

　ついこないだまで小学校に
入り、毎日楽しくて目がキラ
キラしてたのに、最近なんか、
急に大人びた目に。っていう
か、なんか、何だろう。冷め
た目になったような。
　服も大人びたものを好みだ
して。まぁそんな長女だから、
あえて長女にお願い事を頼む
とき、「ふうちゃん、ちょっと
来て。大人の話。大人にしか
できないことを頼むから」っ
て言うと、うれしそうに大人
ぶって小走りでやって来る。
　くくく。しかしねー、去年
の今頃はキュウリ被って楽し
んでたの
にね。同
一人物と
は思えん。

母の日の誓い

萩尾かつら／アメリカ
　お花を抱える息子を見て、少
し反省。ここ最近、一日の80%
は息子にムッとしたり、八つ当
たりしたり…カサカサ母さん
だったから。そして、夫にも八
つ当たりしてカサカサ妻でも
あったから。
　「ありがとう」という言葉を
もらえる母さんではなかったか
ら。お花を用意してもらえるよ
うな妻ではなかったから。
　来年の母の日は、堂々と！？
ありがとうの言葉と気持ちを受
けとれる私でいたい。「一緒に
いて楽しいね！こちらこそあり
がとう」と言える私でいたい。
　さあ、今日をいいきっかけに
して、親
子の毎日
を楽しも
う。そう
心に誓う。

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。

本「「「「「百万百百百百百百百百百 母力」」」」」」」」」」」」」」」」」

お母さんの笑んの笑んんの笑んの笑んの笑顔のためににににににに

月月月月月月月刊おおおおおおおおおおおおおおお母さ母さ母さ母さ母母母さ母母 ん業んんんんんん業界新界新界新界新界新界 聞」
漫画画画画画「「「「い「 つかかかかか母に母母母母母 なるるるるるるるるるるたたたたためた に」に」に」に」に」ににに

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！


