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爺（時事）川柳 ● お母さん取材にいそいそ地域版（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　子育て川柳 ● 「ママトイレ」いつもコンビニ過ぎたあと（八木橋真心）

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全国のお母さん記者（MJ記者）が元気に発信中！ Mother Journalisthttp://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

どんと構えた
大きなお母さんになること

（黒川愛佳／三郷市）

　私は絵が大好きで、以前の夢は絵本作家でした。けれど、
今の夢はやっぱり娘が毎日笑顔で過ごせること。
　仕事に家事にと追われてしまい、イヤイヤ期真っただ中の
娘に、ついイライラすることも。そんな時はいつも反省…。
　イライラなんて吹き飛ばし、どんと構えて、よっしゃ来い！
と言ってあげられる大きなお母さんになることが私の一番の
目標です！
　そしてもう一つの夢は、がんばってマイホームを建て、そ
こで泣いたり、笑ったりしながら家族の歴史を刻むことです。
　娘が無事に巣立ってくれたら、その一室をアトリエにして、
大好きな絵を描いて過ごしたいな…なんて妄想中です。
　独身時代より、どんどん夢が湧き出る不思議。これも娘や
家族のおかげですね！

　今日も息子はあんなに笑って
くれたのに（もちろんわがまま
で癇癪もたっぷりあったけど）、
今日の私はなんだか朝から機嫌
が悪くて、ちっとも笑顔になれ
なかった。
　あんなに笑ってくれたのに

（その半分以上はウンチとかオ
シッコとか叫びながらだったけ
ど）、私はずっとブスッとして
いて、怒鳴ったり、いじわるし
たりしてしまった。
　あんなに笑ってくれたのに…
遊んでいる最中に癇癪を起こし
て泣いた息子に「せっかく遊ん
でるのに、泣いても楽しくない
でしょ！ 気分を変えなさい！」
なんて言って叱って…。
　当の私の気分が直ったのは、
ようやく夕食の後だったという
のに！  明日は私が…！

　わが家のハブラシを置く順番
は、左からお父さん、お母さん、
長男、次男の順。年齢順とい
うわけでもないが、2人だった
頃から歯ブラシを使い出し、右
に増えていった感じだけど、間
違って子どもたちの歯ブラシを
逆に置いたら、長男は「俺がお
母さんの隣！」と入れ替える。
　昨日は次男から歯磨きをして
次男が私の隣にパッと置いた。
私はそのままにしといたけど、
今朝見たら、順番がお父さん、
長男、お母さん、次男。となっ
てた！
　あー、私、歯ブラシまでモテ
モテ！  2人ともお母さんの隣に
なるようにと長男が入れ換えた
んだな～。
　その分お父さんと離れるけど
も。お父さん構ってあげれなく
てごめんね。子どもたちが大き
くなるまで待っててね。

　私、「親バカ重症者」かも…と、
今日お母さん友だちと話してい
て思いました。いや、多少自覚
はしていたけれど…。
　抱き上げるたびにほっぺとか
どこかしらにチュッ。特に次女
にはほぼ毎回。赤ちゃんだも
の！（言い訳）
　毎日必ず、最低でも1回は、
小声で「くぅ～かわいすぎや
な！」とか「何だそのかわいさ
は！」とか言っちゃてるし、い
まだにほぼ毎日写メを撮って
る。特別なことがあると 1 日
100枚は超える…。
　かわいかね～とか言われる
と、「ありがとうございま～す」
と言いつつ「そうなんです、見
てやってください、このかわい
さ。たまらないですよね～」と
内心思っている。
　私にはそれが普通だったのだ
が、今日の友だちはそうではな
いようだったので、軽い衝撃を
受けてしまった。
　え、もしや私だけ !?  そんなは
ずないよね !?という…。
　これでも、かわいい写メを見
せびらかしたりするのは自制し
ているのに…‼（大学時代はお
ばバカ炸裂で、姪っ子の写メを
友だちに見せびらかしてた！）
　でも！友だちも、「愛があふ
れてるって感じよね」とフォ
ローしてくれたので、このまま
でいます！
　バカって幸せね～（笑）。

あんなに笑って
くれたのに

前田憲枝／福島市

幸せ

赤瀬裕子／長崎市

親バカ重症者

島崎里保／佐賀市

歯ブラシ

仲道貴美子／鳥栖市

　寝る時に長男がぴたっとくっ
ついてくるから、「本当あんた
はママが好きやね?」とか、「こ
んなやさしくて面白いママがマ
マでよかったね?」とか言うと、
珍しく素直にうんと答えてきた。
　いつもなら、「普通好きでしょ
親だから」とか、「好きやけど、
めっちゃ好きではない」とか、「怒
る時はいや」とか、そんなこと
を言う長男だから驚いた。
　幸せすぎて、思わず「明日学
校行く時、車に気をつけてよ」
とか、不安になるのはいかんい
かん。素直に受け入れよう。
　「ありがとう長男。ママもあん
たのママでめっちゃ幸せだよー」
と伝えました。
　こんな日もあるんだねー。ど
んだけ。また明日もがんばろー。

家族

阿比留絵里菜／福岡市

　現在妊娠8か月。少し早いけ
れど、今日から実家へ里帰りし
ている。予定はお正月明けまで。
　ここ最近、朝早く出勤して帰
宅も遅い主人。一応帰ってくる
までは起きてるけれど、お互い
疲れていてろくに会話もできな
かった。休みの日に出勤するこ
とも多く、家族の時間もなかな
か取れなかった。
　福岡と兵庫。すぐに行ける距
離じゃないから余計に寂しい。
そんな寂しさを共有する時間も
少なかった。
　そして今日。実家に着いてか
ら、最近撮った主人と娘が２人
で写った写真を送った。
　すると、「写真を見ると寂し
くなります。仕事が忙しく、負
担をかけ、ゆっくりさせてあげ
られなくてごめん。生まれてく
る赤ちゃんと、菜帆とお母さん
が元気なら言うことはありませ
ん」と返事が来た。
　普段、自分の思いを話す人で
はないので、気持ちがとても伝
わってきて泣きそうになった。
　あぁ、私はこの人と家族に
なったんだ。確かに実家は居心
地がいい。娘を見守ってくれる
人もたくさんいる。ほぼ一人で
家事と育児をするのは大変だけ
ど、私の居場所は３人で住むあ
の家になったんだと思えた。
　主人と娘が3か月離れてしま
うこと、主人の食事のこと、家
事のことなど…心配と不安が尽
きないけれど、今はお互いの場
所でがんばろう。そしてもっと
もっといい家族になって新しい
命を迎えよう。

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。
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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！

お母さん大学
購買部


