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爺（時事）川柳 ● この夏も乗り切るつもりヤセ我慢（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　　 　　子育て川柳 ● 水そうは親も応援理科学習（八木橋真心）

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/

長女の嘘

柴本久美子／牧之原市

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

家族みんなが健康＆笑顔で
毎日を過ごすこと

（奥平日成子／宜野湾市）

　常に前向きで、新しいことに毎日取り込んでいく子どもたちの
姿を見て、私も何かしたい！と思い、宅地建物取引主任者の資格
取得を目指し、育児の合間に独学中です。私が成長することで、
子どもに良い影響を与えることができたらと、がんばっています。
　ほかにも家族揃って旅行がしたい！ 子どもたちに素敵な景色を
見せたい！ マイホームを建てたい！など、夢は数えきれないほど。
　でも一番の夢は、家族みんなが健康＆笑顔で毎日を過ごすこと。
私は最初の妊娠時に36週で死産した経験があり、当時は毎日泣
いて過ごしていました。
　けれども幸い、その後2人の子どもに恵まれ、家族の絆も深まり、
今は、子どもたちと過ごす何気ない日常に幸せを感じています。
　育児をしていると泣きたいことも多々ありますが、一日一日を
大切に、健康で笑顔で過ごしていきたいです。

　4歳の長女が、1歳の次女を
叩いた。叩いたことを認めな
い長女に、「さなが嘘をつくと、
ママは悲しい」と、根気強く話
したが、なかなか認めない。
　最後に長女がぽつりと言っ
た。「さな、ゆなだっこしよう
としたのに、しっぱいしちゃっ
て、てがあたっちゃったの」。
　なんだそうか、それで認めな
かったのか。長女にとっては、
叩いたんじゃなくて、「だっこ
しようとしたのに、しっぱいし
ちゃった」んだ。
　叩いたと決めつけて、謝らせ
ようとしていた私。長女をしっ
かりしっ
かり抱っ
こして、
謝った。
　ママ、
反省。

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

　次男が一人で近所のパン屋さ
んへケーキを買いに行きまし
た。実は今まで一人で買い物に
行かせたことがなく、ちょっと
こちらがドキドキ。
　長男長女はもっと小さい頃か
ら一人で買い物に行っていたの
ですが、韓国に引っ越してきて
心配性になったのか、末っ子と
いうことでついつい手をかけす
ぎているのか、一人で行くのは
今回がはじめてです。
　大丈夫かな？　車やバイクが
急に出てきたら？　念のため
ケータイを！
　ソワソワな親を横目に本人は
とってもハツラツ。「大丈夫！
行ってきまーす」と元気に出発。
　帰ってくるまでの時間がとて
も長く感じられ、長女とあれこ
れ次男のことを話していると、
ほどなくしてニコニコとケーキ
の箱を持って帰ってきました。
　長女と2人「おかえり～！」と、
とても感激してお出迎え。途
中お友だちに会ったこと、ちゃ
んと自分で選べたこと、いくら
払っていくらお釣りをもらった
ことなど、得意げに話す姿に、
ずいぶんと成長を感じました。
　親が思っている以上に子ども
はしっかりしていて、いつ握り
しめた手を離していくのか、そ
の見極めを日々迫られているの
かもしれ
ないと、
深く思っ
た出来事
でした。

はじめての
お買い物

村本聖子／韓国

5歳の春

益子由実／神奈川県葉山町

　重たい雲を突き抜ける勢い
で、どんな場所でもキミの声が
光の速さで飛んでくる。
　母さんをずっと自分の中にと
どめておきたくて、だだをこね、
ぐずぐず言い、小さなくちびる
をとがらせて、いつもプンプン
怒ってる。
　スーパーで子どもの泣き声、
思わずキミを思って探してしま
う。いつだって、かか、かか、
かか…。夕日を背にして指を絡
めてくるんだ。
　父さんと母さんがけんかし
て、母さんが泣いていたら、自
分までしょんぼりして「ごめん
ねって言うと仲直りできるよ」
と教えてくれた。こんな時だけ
ほろりとさせて罪深いヤツ。
　どの瞬間も全身全霊で駆け抜
けている5歳の春。どこにいて
もキミを見つけ出すよ。
　どうか、ゆがめないで、お
それない
で、この
5 歳の春
に君臨し
ていてお
くれ。

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！

春春

また明日
会おうね～
岩根直子／久留米市

　「また明日会おうね～」。
　眠る前のステキなごあいさ
つ。数日前から、息子から始
まったごあいさつ。ステキすぎ
て、たまらずギューッと抱きし
める。
　それから記憶がない。お互い
安心して眠るのかな？ こんなス
テキなことを言える息子、4歳
になりました。
　ステキな息子が私の子どもに
なってくれて、本当に幸せ。
　ありがとう～。

じいちゃん子から
ばあちゃん子へ
安達真依／久留米市

　長男、しょうた。生まれた時
からじいちゃんにかわいがって
もらって、じいちゃん大好き。
夜も、「じいちゃんと寝るー」と
よく言っていた。
　じいちゃんが昨年他界してし
まって、しょうたに変化が生ま
れた。「ぼく、ばあばと寝る」「ぼ
く、ばあばとお風呂入る」。
　じいちゃんがいた頃はばあば
のことなんてあまり言わなかっ
たな。子どもなりに、気を使っ
てるのかなと旦那と話してた。
　そしたら、ばあばが私に教え
てくれた。しょうたがこんなこ
と言ってたよ。「ばあばは、ひと
りだから一緒に寝てあげる」。
　すごいなぁ。ちゃんとわかっ
てるんだね。ありがとう。きっ
とじいちゃんも喜んでるよ。

チャレンジ

林彰子／東京都

　生後10か月になる娘が、つ
かまり立ち＋伝い歩きを始め
た。よちよち、よちよち♪　
　たまにどしんっと尻もちをつ
いたり、ずるっと転んだり、び
えーんって泣いたり。
　それでもまた目をらんらんと
輝かせながらチャレンジする。
その姿を見て、ただただすご
いって思う。
　失敗しても何度でもチャレン
ジしたらいい。娘が背中を押し
てくれているようだ。
　よーっし、私も、らんらんと
目を輝かせながらチャレンジし
続けよう
と思う。


