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爺（時事）川柳 ● 今朝のパパ「ラブギュー」忘れてバス停へ（手塚俊孝）　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　子育て川柳 ● 素っ裸走る子追って風呂上り（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

子どもの気持ちや、
親の気づきを綴りたい

（戸﨑朋子／芦屋市）

　『おでかけのまえに』（筒井頼子作 /林明子絵）や『ちょっとだけ』
（瀧村有子作 /鈴木永子絵）のように、子どもってこんなとこある
なということや、子どもの気持ちを文章にして残したい。
　親目線なら、子育てでの気づきや、子どもに、もぉ！と思うこと、
子どもに教えてもらったことなどを綴りたい。そして、絵本か本
を出したい。林明子さんか鈴木永子さんに絵を描いてもらいたい。
 　もう一つ思うのは、今してることがしたいこと。子どもの時から、
赤ちゃんや小さい子が好きだった。たぶん私は、子どもの頃から
子どもが欲しかった。赤ちゃんが欲しかった。かわいい服をいっ
ぱい着せたかった。だから、子どもが生まれて思った。「世の中の皆、
こんないいことしてたのか」 って。
　子どものいる生活って、思った以上に楽しい！ 夢が叶ってるし、
叶い続けてる。

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」

お母さ母さ母さんの笑顔のために

月月刊刊 お お母さん業界新聞」
漫画「いいつかつか母にななるためにに」

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

　昨日の夜のこと。次女（2か月）
が一晩中泣き続けてなかなか寝
てくれなかった。あぁこの感じ、
懐かしいなぁ。長女はとにかく
よく泣く子で、一晩中抱っこな
んてしょっちゅうだった。しん
どくてこのままずっとこんなん
やったらどうしようって不安に
なって、娘と一緒に泣いたこと
もあった。
　昨日もすっごくしんどかった
けど、長女の時とは少し違っ
てた。それは…。これがずっと
は続かないことを知っているか
ら。いつか朝まですやすやと
眠ってくれる日が来ることをわ
かっているから。
　寒いし眠いししんどいし…。
ちょっと、いや、かなりイラ
イラしたけれど、でもほんの
ちょっとだけ余裕のある自分が
そこにいた。

　朝から友だち家族と野外体験
に出かけた。自然素材を使って
カレンダーをつくり、自分たち
でドラム缶で焚き火をし、マ
シュマロを焼いて食べたりし
た。子どもたちは、野いちごに
夢中だった。
　一旦帰宅し、友だちの家で夜
ごはんを一緒に食べた。そろそ
ろ帰ろうかという時、娘が泊ま
ると言い出すと、息子も泊まる
と言い出して…、結局2人とも
お願いして、私だけ帰宅。
　いや～、突然のことすぎて、
手持ち無沙汰な夜…。
　息子は、3歳の 12月にはじ
めて1人でおばあちゃんちに
泊まったことを数日前に思い出
していたところに、娘も3歳の
12月にはじめてのお泊りです。
きっと大丈夫なんだろーな。

　砂の中から天然石を見つけ出
すゲームに参加した4歳の息子。
砂にまみれた石をたくさん持ち
帰ってきたので、自宅で洗おう
と声をかけた。
　「さっきの石、洗うよー！」
と言うと、「石じゃない！」と
怒られてしまった。
　「石じゃないっ！宝石！」。私
の目には石に見えても、息子に
はキラキラ輝く宝石に見えるら
しい。
　昔、「事実がどうあれ、その
人にとっての『現実』を大事に
しなくてはいけない」という話
を聞いたことがある。
　息子にとっての「現実」を、
決してバカにしたり無視したり
しないようにしたい。

　まもなく2歳になる娘。私へ
の呼びかけは、「かあさん」「あ
んまー」「まんま」などなど。
　でも一番最初の呼び名は
「はーい」でした。今もよく使
うのはこれ。別の部屋にいて姿
が見えない時など、本気で探し
ているのだろう。必ず大きな声
で「はーい」と叫んでいる。
　その声に私も「はーい、お母
さんこっちの部屋だよー」と応
えている。もうすぐ「はーい」
の応酬も終わってしまうのか
な。少し寂しいです。

「はーい」には
「はーい」と返事
曽我幸恵／厚木市

ほんの
ちょっとだけ
阿比留絵里菜／福岡市

特別？
3歳の12月
西村美香／鳥栖市

宝石

多田理恵／山形市

　なんだか無性に悲しくて、お
布団に入ると涙がぽろぽろ。
　気づいた2年生の息子が、「マ
マ、泣いてると？」と覗き込ん
でくる。隣の布団に入りながら、
「大丈夫。ママは幸せになれる
よ。下を向かないで上を向いて、
ワクワクしていればいいとよ」
と言う。
　そうかなぁ。ママ、幸せにな
れるかなぁ。そうかぁ。そうだ
ねぇ。ワクワクかぁ。
　息子に言われたら、ほんとに
幸せになれる気がしてきた。

ママは幸せに
なれるよ
高橋牧／久留米市

　自宅の周りには本当に都内？
と思うほど畑が広がり、きゅう
り、キャベツ、大根、ほうれん草、
小松菜、ブロッコリー、トマト
…が無人販売で手に入る。
　つくり手が見える上に、新鮮
で、こんなに安くていいの？と
いうほどリーズナブル。
　いつも行く有人販売のおばあ
ちゃん。自転車の前に子どもを
乗せていると、決まってそのま
ま（またがったまま）でいいと
言う。商品を伝えると、「こっ
ちは真っすぐ。こっちは曲がっ
てるけど2本多く入ってるよ」
と聞いてくれる。2歳の息子も
おばあちゃんが大好きで、通称
「きゅうりのおばあちゃん」と
私たちは呼んでいる。
　先日、2週間ほどおばあちゃ
んの姿が見えなかった。よく
通る道なので、どうしたんだろ
う？と心の中で思っていると、
息子がおもむろに、「きゅうり
のおばあちゃんいないねー」と
言った。気づいていたんだね。
　数日が過ぎ…。「きゅうりの
おばあちゃん、行ってみよう
か！」と言うと、途端に笑顔に
なり、「きゅうりのおばあちゃ
ん。きゅうりのおばあちゃん」
の歌？を口ずさむ息子。
　その日、きゅうりのおばあちゃ
んは久しぶりに小松菜と人参を
売っていた。たまらなくうれし
くて、漕ぐペダルもいつもより
軽やかに帰って来た。
　いつものことがいつもでなく
なった時にこそ、知らないフリ
はしたくない。気づけるそんな
大人であ
りたい。

きゅうりの
おばあちゃん
上山洋子／東京都

の
ゃん


