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爺（時事）川柳 ● 爺負けてママの勝ちたる腕相撲（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　　 子育て川柳 ● おさがりにタンスあふれて置き場無し（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/

相撲大会

星淑恵／彦根市

みんな
大好き
安達真依／久留米市

息子とともに国際協力の
道に進みたい

（宮腰晃依／相模原市）

　10年前、パキスタンという国で障害のある子どもとその家族
の支援に携わっていました。彼らは貧しく、暮らしは決して楽
なものではありませんでした。けれども彼らには、人と分かち
合い、自然に手を差し伸べ合う温かさがありました。どんなと
きもユーモアに満ち溢れていました。「本当の意味での豊かさ」
とは何だろう？ 私は幾度も考えました。
　私の夢は、息子（1歳 8か月）を連れて再び国際協力の道に
進むこと。未熟だったあの頃より、今度こそ少しは役に立てた
らなぁ。息子には、世の中には多様な文化・習慣・環境があり、
人は皆違っていて当たり前なのだと心に根差して成長してほし
い。その上で、互いに通じ合う喜びを感じてくれたら何より。
　思わぬ出会い（夫）も導いてくれたパキスタンへの恩返しが、
いつの日かできたらなぁ。

　夕食後「相撲しよ～！」と長
男。「私も私も～！」と娘2人
も参加。やってあげたい気持ち
半分、やりたくない気持ち半分
の私…。
　ママ相手に順番に相撲。見て
いる2人は必死に応援。3回に
2回は負けてあげる。この負け
方が難しい。長男は「今、わざ
と負けたでしょ！」。長女は「そ
れ、セーフにしてあげるからも
う1回しよ！」。次女は「いぇ
～い！勝った～！」。
　子どもたちは大笑い、汗だ
く、大盛り上がり。私はくたく
た（笑）。連続20試合。私を褒
めて褒めて褒めまくってくれる
ロボットが欲しい！

覚悟

高野智恵／北海道上川郡

　育児をしていて、何か足りな
い気がしていた。
　娘に何かあると、すぐに誰か
を頼ったり、心配しすぎたり、
弱音を吐いたり…、本当に弱い
母だ。
　そして気づいたのが、「この子
は何があっても私が絶対守る！」
という強い気持ち、覚悟が足り
ないのだと。
　すぐにオロオロしたり、失敗
を引きずったりしていたが、マ
マが絶対守るからね！って思う
と、少し強くなった気がする。
　どんな母になりたいかが見え
なかったけど、そういう覚悟の
ある母になりたい。

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

　公園でいつも疑問に思うこと
があります。
　「一緒に来ているお父さんや
お母さんってきれいだな」って。
何がきれいかって、洋服です。
　白いスニーカーは白いまま。
子どもを遠くで見ていたりする
人が多いんですよね。
　私たち親子はいつも泥だら
け。息子だけでなく私も泥だ
らけに。おかげで公園に行った
次の日の部屋の中は、ざらざら
砂っぽいです。
　息子が生まれたとき「これで
童心に返ってたくさん遊べる
ぞー」と思いました。
　息子が公園で遊びだしてから
というもの、必ず息子と一緒に
遊ぶので、そういうことが多い
だけかもしれないなとは思うの
ですが。
　正直、もったいないと思いま
す。遠くで見ている親御さんを
見ると。だって、子どもが小さ
いときだけですもん。童心に返
れるの。
　今では「汚さないで～」って
子どもに声をかける親御さんも
よく見かけます。
　確かに洗濯は大変です。一度
砂を落として洗濯機に入れな
きゃならないし。でも、あとは
洗濯機ががんばってくれます。
　でもね、今しかできないこと
がたくさんあるんです。逃がし
たらもうする機会はなくなる。
私はその機会を大事にしていき
たいと思います。

がっつり遊んで
がっつり洗濯
永松響子／福岡市

田んぼ

西村美香／鳥栖市
　学校から帰ってきた息子を、
田んぼの観察に誘ってみた。行
く！と即答したので、自転車に
乗り、近くの田んぼへ出かけた。
　前日、田んぼの横を通ったら
おたまじゃくしがたくさんい
て、息子にそのことを話したら、
「見に行きたいな～」と言って
いた。
　田んぼに到着すると、しばし
田んぼの中を2人で観察。息子
の真剣な表情を見て、やっぱり
連れてきてよかったと思った。
　本や人から聞いて学ぶことも
いいと思う。でも、できたら何
でも現場で実際に見て聞いて
触ってってやるのが好きな私。
だから、できたら子どもにもそ
うさせてあげたい。
　正味15分位だっだけれど、
楽しい時間だった。
　帰り道、道路脇の水路を見て、
「これがどこにつながってるか
調べてみたい」と息子。子ども
の好奇心を、大いに応援したい。

珍しく…

佐藤寿枝／大牟田市
　今朝は、息子が珍しく早起き
をして制服に着替えていた！  
しかもカバンとプールバッグを
持って。
　今日は水曜日。水泳教室の日
だからか。プールが相当好きら
しい。
　それにしても、幼稚園バスが
来るまで、あと3時間もあるの
に早すぎだろ！と突っ込みたく
なるが、自分で準備できたのは
喜ばしいことだ。毎日水泳教室
だったらいいのに…。
　でもそこでは、帰りのアイス
の自販機との戦いが待ってい
る。息子よ、いい加減諦めよと
言いたくなる。自販機さえなけ
ればいいとこなんだけどなぁ。

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「本「「「本 百万百百万母力母力力力」」」

お母さお母さお母 んの笑んの笑んの笑顔のた顔の顔のた顔のたたためにめにめにめにめに

月月月月刊刊刊おお おお母さ母ささん業ん業業界新界新新聞」聞」聞」」
漫画画漫画「い「いつかつかつか母に母になるなるるたためためたた 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！

　ママのこと好きー？と5歳の
長男しょうたに聞いたら、こう
言われた。
　ぼくね、ママもパパもじいちゃ
んもばあばも好き。じいちゃん
はメダルおしえてくれたから。
ばあばは冷たいおみずはこんで
くれるから。パパはいろんなと
こつれてってくれるから。ママ
はちゅーしてくれるから。
　あー、なんかうれしい。みん
な違っ
てみん
な好き
で、 い
いよね。
うん。

…


