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爺（時事）川柳 ● 松茸の前を往復お母さん（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　　 　　　　　　　　　子育て川柳 ● 松茸を眺めて終わる秋の暮れ（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

ヨボヨボになるまで
走り続けたい

（金井妙／東京都）

　約10年前に友人にすすめられて走り始めた。ゆっくり走るこ
とから始め、苦以外の何物でもなかった長距離を、楽しく走れる
ようになった。
　それからというもの、時間があれば走っていた。仕事前に走る、
仕事後に走る、出張先で走る、旅行先で走る、外出前に走る、休
日は姉と街を走る、週末はどこかのマラソン大会へ。
　タイムはそこそこ。産後の今は、息子を見てもらえる日にはと
りあえず走りに行く。そのおかげか、この10年間風邪知らず。
高熱を出したのは乳腺炎の時くらい。
　そんな私の夢は、ヨボヨボになっても世界中で走り回ること。
主人や息子とともにあらゆるところを走り回れたらどんなに楽し
く、幸せだろう。考えるだけでもワクワクする。そんな夢を胸に
今日も走ろう！

　3歳の次女。寝る時間になっ
て寝室へ行くと、自分の寝床を
整え始める。お気に入りの枕、
ふわふわのぬいぐるみ、タオル
ケットを定位置へ。
　アイスノンを冷蔵庫から出し
てきて、棚から取ってきたタオ
ルをくるくる巻いて枕に乗せ
て、準備完了。
　「おかあさんは、ここね」と
私の枕を差して、横になるよう
指示。電気を消して、布団に横
になると、「おかあさんの近く
にいたい～」と枕を寄せて、ぴ
たっとくっついてくる。
　同じ布団で肩が触れるほどの
距離に居るのに、さらにひっつ
いてくる。「おかあさんが、大
好き～～、離れたくない～～」
と、言いながら、うれしそうに
顔を寄せてくる。
　毎日、24時間一緒に居るのに。
こんな時間も今だけ、今だけ…。

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！

 　子どもが何かに失敗した時。
　私は、「もう！だから言った
でしょ！」に加えて、ここぞと
ばかり、さらに余計な一言まで
言って責めてしまったりする
（いつもじゃないけど）。
　だが、私が失敗すると息子は、
ゲラゲラと笑ってくれる。
　今朝もまた、急いでいていい
加減にしか縛っていなかったダ
ンボールごみが、案の定、持っ
て行く間にバラバラに…。
　「だからちゃんとしないとい
けないって言ったでしょう！」
と、自分を叱る内なる声が聞こ
えてきたが、息子はそれをかき
消すように、ゲラゲラと大笑い
して、おまけに落ちたダンボー
ルを拾ってごみ捨て場まで一緒
に持って行ってくれた。
　私も失敗に寛容になりたい。

　リンリンリン。風に吹かれて
リンリンリン。
　このベタベタギトギトの暑さ
を知ってか知らずか、涼しげな
音を立てて風鈴が揺れている。
　ある時、わが家の外で風鈴が
鳴っているのに気づいた。私は
買った覚えがないし、いったい
誰が？
　なんと、風鈴を買ったのは、
19歳の次男であった。
　インテリアに全く興味がない
私は、台所のタオルかけも何年
も壊れたまま、タオルは椅子の
背もたれにかけて使っていると
いうズボラ者。
　それが最近、誰に頼まれたわ
けでもないのに次男、100均で
タオルかけを買ってきたり、台
所の引き出しの仕切りを購入
し、きれいに整理してくれたり。
　母ちゃんがズボラだと、息子
がしっかりとやってくれる。
　その時、一緒に風鈴を買った
らしいのだ。何を思って買った
のか、次男に聞いていないので
わからないが。
　平日、静かな暑い日差しの中
で風鈴が鳴っている。息子が
買ってきたものだと思うと、こ
の音も特別なものとなる。

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

もっと近くに

中村あす香/鹿児島市

楽しかったこと
なーに？
岩根直子/久留米市

風鈴

尾形智子/川口市

　昼寝から起きてきた2歳の息
子。おやつを食べようと豆イス
に座っている。背中を触って、
「あんまり汗かいてないね」と
話しかけると、人差し指を口に
当て、「シーッ！」と言われた。
　外で、トラックがバックする
音が鳴っている。そうか、トラッ
クの音が聞きたかったのね。
　なんとも一丁前に「シーッ！」
と言うので笑ってしまった。

シーッ！

雨堤円香/淡路市

　子どもの熱は、神様がくれた
とっておきの時間。いつもいつ
も忙しく動き回る母に。考える
ことがありすぎる母に。
　ふと足を止めて、速度を緩め
て。ただ子どもの隣にいるこ
とを。ただ子どもの心配だけを
することを。自分に許すための
とっておきの時間。

子どもの熱は

益子由実/神奈川県葉山町

失敗に寛容に

前田憲枝/福島市

　数日前から始めた、おやすみ
前の息子との会話。「今日楽し
かったことなーに？」。
　きっかけは、その日が絶対楽
しかったはずと自信があったか
ら。思った答えに満足した私は、
味をしめて翌日もやってみた。
　そしたら、「楽しいことなかっ
た」いやいや、あったでしょう、
と引き出していき、私の満足ラ
インに達して終了。なんだこ
れ？（苦笑）。
　翌日からは「なんもある」が
定番に。「なんもない」かと思
わせるけど、あってよかった。
　先日、午前中は幼稚園、午後
は実家へ行き、息子と遊んでい
ない日の「お母さんは何が楽し
かった？」の質問には困った。
　べつに、息子との楽しかった
ことじゃないといけないわけ
じゃないけどさ、時間はあった
のに遊ばなかったことを反省。
　これからは、息子に恥じずに
楽しいことを言える日々を過ご
したいと思った母でした。


