
＜ 7＞　2016 年（平成 28年）9月号

爺（時事）川柳 ● 東京へ引き継ぐものはこの平和（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　　 　　子育て川柳 ● 「パパずるい！」親子でのぞくポケモンGO（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/

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

スワヒリ語を活かせる仕事と
家族でタンザニア旅行

（宮田尚里／甲府市）

　得意の英語とスワヒリ語を活かせる仕事をすること。それから
家族でタンザニア旅行、特にセレンゲティ国立公園に行くのが夢。
　結婚し転勤族のサラリーマンを退職、妊娠・出産の約２年間は
専業主婦。再就職先は、前職も語学力もあまり関係ない、不得意
分野の仕事で残業も多く毎日ヘトヘト、家事も育児もままならな
い。これはよくない、やはり得意なことを生かそうと思い始めた。
　スワヒリ語は、独身時代に青年海外協力隊で2年間過ごしたタ
ンザニアの言葉。2年間で今の夫は2回訪ねてきて、うち1回は
一緒にセレンゲティで野生動物と果てしない草原を満喫した。
　今2歳7か月の長男が、そして（妊活中です）まだ見ぬ第二子
が大きくなったら、家族みんなで行きたい。
　今すぐ叶えるべき夢は、子どもにキレないこと。私は短気で
すぐ怒ってしまうので、なんとかしなければ。

　熱が長引いていた娘がようや
く復活！ 本日沖縄は雨だけど、
私の気持ちは晴れです。
　理由は、娘がお薬嫌いだから。
薬を飲ませたら必ず吐き出し、
混ぜてもすぐに気づかれてしま
います。早く元気になってほし
いので、何がなんでも飲ませよ
うとしても、ガンとして飲んで
くれないのです。
　私の子育ての中ではコレが、
大変ランキング1位といっても
いいぐらい。やっと薬地獄から
解放されましたー。でも何より
うれしいのは、娘が元気になっ
たこと。
　わが家は健康第一。子どもた
ちが元気でいてくれるだけでい
いのです。
　免疫と戦ってパワーアップし
た娘と、晴れたらお散歩へ出か
けようと思います。

　長い夏休み。4人目を妊娠中
の妹の家へ、1週間ほど、娘た
ちを子守りと手伝い代わりに預
けることに。
　先週までは10歳の長女。今
週からは8歳の次女。女の子
というのはなかなか使えるよう
で、家事手伝いはもちろんのこ
と、特に子守りや留守番役とし
て重宝するらしい。
　そして、今週預けた次女は、
なんと、自分より小さい3歳と
2歳のいとこのために、自分の
貯めたお金の中からお小遣いを
用意してあげていた、とのこと。
ただの、守銭奴かと思ってたら
違った！
　さらに、叔母さんにあたる、
わが妹には、おせんべいのお土
産を持っていくという用意周到
ぶり。次女の気遣いにいたく感
動した妹から、すぐにLINEで
報告が来た。
　いつも親の言うことも聞か
ず、好き勝手にやりたいことだ
けやっていたように見えた次女
だが、自分でしっかり考え、行
動できるようになっていた姿
に、ママも脱帽。
　家の中は静かで平和だし、妹
には感謝されるし、子どもの教
育になるし、で結論、やっぱ
り「かわいい子には旅をさせる」
に限る！

　1歳の娘が早く寝たある夜、
私の隣にやってきた4歳の息子。
　「なんだか眠れないなぁ」な
んて話していると、息子が私の
お腹あたりをやさしくとんと
んしながら、「ゆーりかごーの
うーたーをー　カーナリヤーが
うーたうよー　ねーんねーこ　
ねーんねーこ　ねーんねーこー
よー」と、とてもやさしい声で
歌ってくれた。
　「ねんねできそう？」と聞か
れたけれど、お母さんは泣きそ
うになって、すぐには返事でき
なかったよ。
　3歳くらいまで、寝ることが
あまり上手じゃなかった息子。
寝つきも良くなかったし、夜
中には新生児並みに何度も起き
た。いつまで寝不足の日々が続
くのかと、ぼんやりした頭で何
度も何度も思ったものだ。
　本当に大変な日々だったけれ
ど、やさしい子守歌で、苦労は
全部報われたよ。ありがとう。

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「百万母力」

お母さんの笑顔のために

月刊 お母さん業界新聞」
漫画「いつか母になるために」

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！

　2歳になった娘。子ども服の
片付けをしている横で、自分の
タンスから服を引っ張り出して
きて、「ねぇ、ママ！」と呼ぶ。
振り返ると服を胸にあてて「ど
う？」。真っ黒の長袖だけど、
顔はもう女子というより女性！
　一緒に鏡の前へ連れて行き、
「どれどれー？」と見てみる。「う
わぁー！ かわいいー♡」そうい
う私の歓声に、満足げな娘。
　「これもどうかなー？」私の
ハットを被せてみると、その姿
を鏡に映して、にこーっとうれ
しそうな細い目。
　これからもっともっとオシャ
レしよ♪　服の話をしよ♪　買
い物に行こ♪　ごはんも食べに
行こ♪
　未来を想って、「今」がま
すます愛おしくなる。娘を
ぎゅーっと抱きしめながら。

 雨だけど
 気持ちは晴れ
奥平日成子／宜野湾市

 どう？

花島由香理／藤枝市

 やさしい
 子守歌
多田理恵／山形市

 8 歳の娘が
 お小遣い
八木橋真心／日野市

　「ただいま～！」と学校から
帰宅してから1分後にはいなく
なる 小2の長男。
　今日も、ランドセルと靴下を
見事にひっくり返しにしたまま
お茶とおやつを持って、すぐに
また友だちと学校へ遊びに行き
ました。
　帰宅してからもきっと息子の
頭の中は、遊びでいっぱいなん
だろうな～。あ～、親子蜜月の
時って、ほんの数年だったんだ
な～。こんなに早く親から離れ
ちゃうなら、もっとべタベタベ
タベタ一緒に遊びたかったな。
　でも、元気に帰宅して、つくっ
たごはんを食べてくれたら、母
ちゃんはそれでよし！  でも、
いつになったら、靴下が洗濯機
へ直行になるのかな。
　靴下を洗濯機に投げ入れる間
も惜しみ、速攻で自転車に飛び
乗り、颯爽といなくなるのです。

 息子の名残

近藤美和子 ／福岡県筑前町

いいいいい

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
男女どなたでもOK。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
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