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爺（時事）川柳 ● 地域版取材に忙しお母さん（手塚俊孝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　　　　　　　　子育て川柳 ● 子が遊び懐中電灯電池切れ（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

絵本で子育てを
伝えていきたい

（曽我幸恵／厚木市）

　夢は「絵本講師」となり、絵本で子育てを伝えていくこと。
　娘が生後2か月頃から読み聞かせを始めましたが、慣れな
い育児に余裕を失い、絵本があっても読み聞かせは週に何度
かやるかどうかで、絵本が遠い存在になりつつありました。
　そして娘が1歳になった頃、ブログをきっかけに絵本講座
を受け、本格的に読み聞かせを始めました。すると娘は徐々
に読み聞かせを楽しみ、私は子の成長を感じ、穏やかな時間
を過ごせるようになりました。今も私たちにとって、それは
それは素敵な時間です。
　知人のいない地で母となって約2年、さまざまな人に助け
られてきました。今度は少しずつ社会への恩返しとして、同
じように戸惑うお父さんお母さんに、絵本で子育てを伝えて
いきたいです。

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！

　夏に娘が生まれ、2人の子ど
ものお母さんになった。
　久しぶりの授乳。夜中は私も
眠いので、うとうとしながら娘
におっぱいをやる。
　3年前息子の時には、どんな
に眠くても起きて授乳しなけれ
ばいけない私の横で、赤ちゃん
が泣こうがわめこうが全く気づ
かず、起きない夫にイライラし
ていた私。だが今は、そんな夫
も幼稚園児の息子も、同じ部屋
で授乳していても起きてこない
ことにホッとする。
　時として、よく似た顔で同じ
ポーズで寝ている父子に笑えた
りもする。
　この間、寝ぼけまなこの息
子が授乳中の私に寄って来て、
眠ったまま手をつないでくれ
た。見ると、反対の手は夫につ
ながれている。
　深夜、片手はお母さんと、も
う片手はお父さんとつないで眠
る3歳の息子。
　息子と手をつないで、うとう
としながら赤ん坊におっぱいを
やる私。たぶん息子と手をつな
いでいることも、私が授乳中で
あることも気づかずに熟睡する
夫。そしてただ一人、目をらん
らんと輝かせてフーフー言いな
がら必死でおっぱいを飲む0歳
の娘。
　あぁ、いい光景だろうなぁと
思う。眠いけど、しんどいけど、
幸せだなぁと思う。私だけが
知っている、夜中のお楽しみ。

　あるとき唐突に、「パパが運
動会でおんぶしてくれてよかっ
たー」と、2週間前のことを昨
日のことのように話し始めた次
女イチカ（2歳）。
　あまりの突然さに、最初は
「？」だった私だが、そうか、
おんぶ競争の時の話か…と思い
出した。「パパがいっちゃんお
んぶして走ったもんね」と言う
と、「いっちゃんね、足が痛かっ
たんよ」と言う。
　そして、チョキチョキとハ
サミで作業しながら、「ママも
見とった？  いっちゃんがんば
れーって言ってた？」と言う
ので、「見てたよ。いっちゃん
がんばれーって言ってたよー。
パパもいっちゃんも速かった
ねー」と言うと、にっこりと誇
らしげな表情を見せた。
　2週間前の、イチカにとって、
はじめての運動会。ドキドキワ
クワク。いーっぱいがんばった
んだなぁ。いーっぱい楽しんだ
んだなぁ。いーっぱい幸せ感じ
たんだなぁ。
　2週間前のことを話してくれ
たイチカを見て、子どもの記憶、
心、感じる力って、時と共に発
酵し、熟成されて育まれていく
ものなんだなと、改めて感じた。
　ちょこっと教えてくれた幸せ
な気持ち。こんな瞬間に立ち会
えたことが何よりも宝物。親に
なるって幸せだなぁ。

お母さん大学
購買部

　いつもにぎやかにいろんな声
を出したり音を立てたりして遊
ぶ娘。
　ふと、あれ？いない。やけに
静かやな？と部屋の外を見に行
くと、神妙な面持ちで「バイバ
イ、バイバイ」と追い払おうと
するので、私はまた部屋に戻っ
て聞き耳を立てて様子を観察。
　すると、「ウ～ン、ウ～ン」
はい、どうやらうんちタイム。
　うんちを隠れてするようにな
りました。その姿がなんだかい
じらしくてかわいくて。部屋に
戻ってきた娘に「うんち出た？」
と聞くと、「うんっ」って。
　もー、かわいすぎるやろー！
こんなことにも成長を感じる、
今日この頃。このかわいいうん
ちタイムが、私の密かな楽しみ
になりました。

密かな楽しみ

阿比留絵里菜／福岡市

　娘1歳2か月。私を「まっま、
まっま」と呼びながらハイハイ
で追ってきたり、立っちの練習
をしたり、笑顔でバイバイした
り…かわいくってたまらない。
　生まれた時。ホヤホヤで柔ら
かくって、こんなにかわいい
のって今だけだって思った。
　2か月。ぷくぷく真ん丸でか
わいくって、こんなにかわいい
のって今だけだって思った。
　6か月。笑顔が増え、声を上
げて笑うのがかわいくって、こ
んなにかわいいのって今だけ
だって思った。
　いつもこんなにかわいいのっ
て今だけだって思うけど、さら
にさらにかわいくなる。子ど
もって、いつでも今が一番かわ
いいんだね。親になってはじめ
てわかった気持ちです。

いつでも
今が一番！

林彰子／東京都

はじめての
運動会
池田彩／久留米市

夜中の
お楽しみ
神澤瞳／名古屋市

　次男4歳が、ある晩書いた。
はじめて「母」と。教えてない
のに…父ではなく、「母」と。
　長男小2の音読の宿題で、音
読を聞いた家族の誰かがサイン
することになっていて、私が毎
日「母」と書いていたのを次男
は見ていて、どうやらそれを覚
えたらしい。
　「母」という漢字の中央の点々
２つはおっぱいを表わすらしい
が、次男はそんなことを知らな
くても、ホントにおっぱいのよ
うな点々を２つ書いた。
　「見て、書いた～！」と紙を
差し出され、見た瞬間感動した。
　漢字としては「父」のほうが
簡単だろう。でも最初に「母」
と書いてくれた。次男の中に、
大きく私が生きている。涙が出
るくらいうれしかった。

「母」の字

近藤美和子／福岡県筑前町


