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宮城県 かき・うきママ

「ひとつだけ」
食が細かった娘に何とか食べて欲しくて「ひとつだけでも良いから・・・」といつも言っていた。
「外国では、ひとつだけで良いから食べたいと願っている子どもがたくさんいるんだよ」とも言ってみたが、変わることはなかった。
大きくなってわかったことだが、実は胃の大きさが普通の人より小さめだった。
初めての子育てで「平均」を意識し過ぎていたなぁと反省した。
その娘も大学に進学してから一人暮らしを始め、今年社会人になり相変わらず食は細いけれども、元気に働いている。

宮城県黒川郡 こっちゃんママ

我が家は小６の長女、小４の長男、年中の次男の三人の子供がいます。
長女と長男はいつも自分の部屋で寝ていますが、寒い季節になると家族５人で一つの部屋に寝ます。
４枚の布団を敷いて寝るのですが、これがなかなか！狭いし、子供たちの寝相が悪く殴られたり、蹴られたり・・・（笑）そして布団をなおしたりと私
は熟睡できないのが悩みです。
でも、毎日誰がママの隣で寝るか争っている姿は微笑ましいし、子供たちの寝顔を見ながら寝れるのは嬉しいものですね。考えてみると、親子５
人で寝るなんてこの先何年続くのでしょう。お姉ちゃんも来年は中学生だし、もう今年で最後かな・・・ちょっとさみしいな・・・いやいやまだ冬は始まっ
たばかり！
この幸せがいつまでも続きますように・・・いつまでもかわいい子供たちでいてくれますように・・・（←無理か（笑）！）と願う今日この頃です。

宮城県仙台市
楽天楽楽楽
（らくてんららら）

①バスに乗る　優先席が空いている　一般席を見ると高齢と思われる人がずらっと座り、私がどうするか見ている　空いているから優先席に
座り私も若くないからと・・・堂々と座っているが内心ドキドキ
停留所に止まるたび立つ準備をして高齢者にゆずる用意をする
こんなことなら最初から立っていればよかった・・・何故老人？は優先席から順に座らないのだろう・・・

②バスに乗る　ちょっと混んでいるが優先席がひとつ空いていた　次の停留所でおじさんが乗ってきた
「おじちゃん　ここ　あいているよ」と言ったら少し考えておじさんが座ってくれた
そして　おじさんが降りるとき、私に「ありがとな」と声をかけてくれた
おじさんは私と年が違わなかったのかもしれないが・・・少しうれしかった

③優先席をなくして皆がゆずりあいの心をもつ社会になればいいのにね

山形県鶴岡市 館長
あぁ　はらヘッタ。なんでがっこうにやすみがあるの？

小１年男子のつぶやき

山形県東根市 あきちゃん

・お願いよ　ママのいいところだけ　真似してね

・「ママだいすき！！」　ついに来たぞ　私のモテ期！

・子をもって　初めて祈る　世界の平和

平成25年度　「心のつぶやき」　応募一覧　　※北から順に並んでいます



山形県山形市 かなちゃんママ

２２才になった娘のひと言。
「彼の性格、行動がお母さんとそっくり！彼とならうまくやっていけると思う」

嫁ぐ日が近づいているのかとドキドキしている母・・・まだそばにいてよ

山形県山形市 えっちゃん 孫がほしいほしいと念じつつ「ばば」になれない私です。仕方ないので他の赤ちゃんに元気笑顔をもらいましょう

山形県山形市 かっぺいママ
小学１年生の息子の作文が賞をもらった！
神社でヒミツ基地作りをした話。木や草や花の名前がいっぱいでてきてた。「へっくそ、かずら」
どうしてそこに「、」をいれたかなぁ・・・。教え方を反省した母でした。

栃木県足利市 coming

○体が何となくだるい、起きるのがつらい、目眩、耳鳴り・・・。いわゆるお年頃である。
どうしても起きられないある日、「大丈夫だから」さり気なく夫がいたわってくれる。学校帰りの息子が、コンビニスイーツを買って来てくれた。「自
転車だからクリームがフタに付いちゃった。」就活スーツの娘が久し振りに早く帰れるからと夕食の片付けを。
食卓はパック詰めの食料が並ぶが、何だかありがたくて仕方ない。夫と子供二人とこんな風に揃ってテーブルに着くのは、あとどれ程あるのだろ
うか。今の私には、一回毎の食卓が愛おしい。「いただきます。」「こちそう様。」日常って素晴らしい。

○「15年来の・・・」と言って彼女は声を詰まらせた。転勤族の彼女は、こども館に通うため、こども館隣のマンションを選んだのだ。子どもも大学生と
なり、ご両親の介護のために故郷に帰る春を前に、お別れの会を催した。集まった皆そうなのだが、こども館での日々が子育てに重なる。行事、
サークル活動、ボランティア・・・。家族揃っての顔見知りとなった。その夜、娘と話をした。「役員で、ママは直接かまってくれなかったけど、こども館で
たくさんのママが居て、地域の方が居て、その中で自然と誰かの役に立つことの大切さがわかったの。」と娘。「子育てするなら、母クのある所でき
ちんと育てるのよ。」「まだまだ先よ。」と部屋に。娘よ、そこには君が幼い頃感じたような「ママ」の気持ちがあるんだよ。
そんな日が近いのか、遠いのか・・・。

栃木県足利市 hanahana

私「お兄ちゃんの肩たたき券、今週いっぱいで使えなくなっちゃうな」
弟「じゃあぼくが兄ちゃんに今週２倍にしてって頼んであげるよ」
私「ありがとう」
弟「ぼくのは、何ぱいでもいいからね」

懐かしい子育て中の会話です。１０年以上も前かなぁ・・・

群馬県伊勢崎市 のびのび
「気がつけば、私のセリフ　娘に取られ」
「子どものふり見て　我が身　直したい」

群馬県太田市 ひまわり 孫たちに　呼ばれたくない　ばあちゃんと

群馬県太田市 はるたん
先日新聞の投稿で、２０才の娘さんの誕生日に「生んでくれてありがとう」と逆に花束のプレゼントをもらったという文章を読んだ。
「そうだね、子供の誕生日は親にとっては自分が親になった記念日なのかも」と思った。
三人の子供達の誕生日、今年から自分にも「これまで良くがんばったね」と言ってあげよう。



群馬県太田市 群馬のチュー子

「夕飯ができましたよ～」の母の声に家族七人でテーブルを囲む。今日は「すき焼き」だ。準備をするのは母だが、味付けだけは父がする。こだわ
りがあるのか、父の「すき焼き」は無茶苦茶甘からい。
肉も野菜も豆腐もみんな同じ味だ。しかし、「すき焼き」ってこんな味なのかと思い食べ、大きくなった。
職場の忘年会で「すき焼き」を食べた。我が家の「すき焼き」と違い、肉や野菜の味がする。これが本当の「すき焼き」だと教えてもらった。
何度も何度も甘い「すき焼き」を食べている間に私達兄弟は「すき焼き」が嫌いになってしまった。「しゃぶしゃぶ」と「すき焼き」どっちにすると聞か
れたら三人とも迷わず「しゃぶしゃぶ」と言う。何十年も「すき焼き」は食べていない。
しかし、先日父の法事に三人が集まり昔話をしているとやはり、父の甘い「すき焼き」の話になった。何十年ぶりに兄弟で「すき焼き」を食べた。父ほ
ど甘くはないが、少し甘めの「すき焼き」を食べながら、一晩中父の思い出を語り合った。

群馬県前橋市 ぐんまのお母さん

長女と次女は３才違いで、小さな時はよく物のとりっこをしてけんかをしていましたが、ほとんど長女が我慢してゆずっていました。
妹が３才で保育園に入園した時は年長組の長女がおんぶしたり、教室へ連れていって遊んでくれたりしました。子ども会のクリスマス会があった時
は、妹が具合が悪くなって、帰り道吐いてしまったようですが、そのおう吐した物も長女が土をかけたりして、きれいに後始末をしてくれました。とっ
ても頼りになるお姉ちゃんです。
このまま仲の良い姉妹で成長してくれたらと思っていたのですが、最近はけんかばかりしています。もう少し大人になったらまた二人で助け合って
中のよい姉妹になって欲しいと願っています。

埼玉県朝霞市
　”オレ、大きくなったらママと絶対結婚する！”と言っていた息子にその後、「大きくなったらママと結婚するんだったっけ？」と問いかけると、”絶対
無理”と一言で切り捨てられた。
　寂しい反面、息子が順調？！に成長していることをつくづく感じる複雑な瞬間でした。

東京都狛江区 ロビ

テーマ「母からみた」子どもについて

私に似ているようで　似ていない
父に似ているようで　似ていない
あなたが来た道も行く道も決して平坦ではないだろう
　　　－私たちがそうだったように－
守られてきたこと　あなたがこれから守っていくもの
いつだって遠く近く　いるからね

東京都杉並区 みよ娘（こ）

・キレかたも　落ちこみ方も　似る父息子（おやこ）
・孫愛し（いと）　それより息子　尚愛し（いと）
・親の顔　見てみたいい力　我が息子
・十五の春のまま　もう子は三十
・産まれたと分娩室より走り出る息子はすでに父の顔して　数えきれぬDNAを受けついで今生まれし子の幸よ多かれ、産まんとし生まれんとして
母と子は今は静かに抱き合うている　泣き眠り乳のみ便出す赤き児は五日を生きて人間（ひと）として在る

東京都杉並区 きんちゃん

夕やみがせまり　家々にあかりがともると　子どものころを思い出す。
晩ごはんをつくっている母に「今日、なに？」ときいて　喜んだり、がっかりしたことを。
今は娘が私に聞きにくる。
「お母さん、今日なに？」「ごめん、まだ。これから！！」とばかり言っている私・・・。
でも、子どもの頃はわからなかった。あかりの下で一緒にごはんを食べられることの幸せを。



東京都杉並区 かんなまま

お姉ちゃんは1歳9カ月、君が生まれて間もなくから16年間、ばあちゃんとじいちゃんの介護、
それからまたつい最近まで、今度は私の両親の看取りに追われていたから、お姉ちゃんと君が、どうや
って大きくなったのか、思春期がどんなふうだったか、見てはいるつもりで見えていなかった二人の
成長の日々。担任の先生から問題ありと言われてオロオロしたのは覚えているけれど、ごめんね、
二人をちゃんと見ていれば、「いいえ、うちの子はいい子です！」って言えたのに…。
気付いたら大人になっていた。とっても優しい大人になっていた。
二人が言ったよね、「母さん、いつボケてもいいよ。慣れているから」って。うーん、嬉しいような切な
いような複雑な気持ち…。
でも、ありがとう。ずーっと元気で忙しい母でいるから大丈夫。あなたたちは心配しないで、素敵な
人生を歩んでね。そしていつでも帰ってきてね。お父さんも私も、ずっとここにいるからね。

仏壇に　チンしてのんのん　いいこだね
　　　　　　　今でもあるよ　じいちゃんのチョコ

東京都杉並区 みーちゃん

ある日、突然幼かった息子が私にむかって、真剣な顔で一生懸命”ママ、しわよせになってね。しわよせになってね”と言ってきました。
うーん、どこで覚えたのか、嬉しいけれどそれって幸せのまちがい！？しわよせは頼まれなくてもなれると思うけど・・・と私は思わず苦笑い。
でも大丈夫。息子の気持ちのまっすぐさに私は体中幸せでいっぱいになりました。
忘れられない”言葉の宝物”です。

東京都三鷹市 まさ 子育ての　つかれを忘れる　寝顔かな

神奈川県相模原市 mone For
「お父さん　土曜は寝てる　いつものこと　期待はしないが　不満はつのる　お疲れ様」
若いお母さんのつぶやきを代弁しました。

石川県加賀市 Mばあちゃん

孫（男の子）がお祭りですくってきた金魚！
名前は孫がチョロと付けてくれた。私たちのへやで毎日話しかけ、大事に大事に育てていたのですが、７月７日に突然死んでしまった。
かわいそうで淋しくて涙ぐんでいる私に、孫が「おばあちゃん、今日は七夕さんやから、チョロはお空のお星様になってずっと、じいちゃんとばあ
ちゃんのこと見ていると思うよ。よかったがいね」と言うと、嬉し涙を流す私でした。「大くん、ほんとやね。ありがとう！」

石川県加賀市 更年期の母A

～はしたの？～はどうなった？と次から次へとまくしたて、そんな自分にハッと気づき、「まあ、その前に一休みしようかぁ」質問攻めにしても娘か
らは何も答えが返ってこないけど、楽しくお茶しながらだといろんな話をしてくれる。
このほうが、だんぜんお互いの為に良いとはわかっているのだけれど、ついつい今日も・・・
反省の毎日です。

石川県加賀市
ハグが大好きなママ
さん

あるとき、娘と二人でテレビを観ていた。その内容は親から虐待を受けたり育児放棄された子ども達が施設での生活に馴染めず、色々な問題を
引き起こしている様子。そしてその度に、施設の方々が大変なご苦労をされている様子が映し出されていた。
それをじっと見つめていた娘が一言。「あの子達もうち（我が家）の子どもになればいいのに・・・」その言葉は私達、親への何よりの称賛に思われ、
涙があふれた。
これからも、娘の信頼を裏切らない様、家族、皆で支え合っていこうと思う。

石川県加賀市 おれ様
ぼくは、おばあちゃんのこと大好きです。いつも父におこられたときばあちゃんのとこにいくとなぐさめてくれるのでそんなばあちゃんが大好きで
す。



石川県加賀市 かおりん 子どもが大きくなって小さい時たくさんしかりつけたこと反省してます。子どもたちゴメンね。

石川県加賀市 よしりん 仕事で疲れている時も子供の笑顔を見ていると元気が出て疲れがふっとぶよ。

石川県加賀市 けいこ 子供の笑顔が元気の源

石川県珠洲市 ユイナ～

・普段、ほとんど会話のない高校生の長男。週末もほとんど補習や、部活があるので、毎日お弁当を作っています。全量摂取してくるけど、何のリア
クションもなくて、作りがいがない。
いつか、白ご飯なっかりのお弁当にしてみようかなとたくらんでいます。

・まったく保育園児の妹に対して優しくない中学生の次男。パパもママも仕事で夜帰らない日があって、夜はおばあちゃんと寝ていたものと思って
いたら、「あーちゃん（次男のこと）とねんねしたの。」だって。
次男が意外と妹思いだということをしりました。今日も一緒にマリオカートやってます。(^　^)

・自分が一番かわいいと信じて疑わない、うちの娘。
テレビとか見ていて「かわいい♪」と言おうものなら、「ねぇ、○○（自分のこと）は？」　「ねぇ、○○は？としつこくて、泣く始末。
どこで育て方を間違えたのかなぁ・・・。

・今晩も　父娘の　シンクロナイズド睡眠ing

石川県珠洲市 リエママ
　夏休み友達と自転車でおやつを買いに行った長男が、自分のおこづかいで「父ちゃんと母ちゃんにおみやげ」とおやつを６袋買ってきてくれまし
た。弟たちにもおやつを買ってきてくれ、おこづかいは１日で使ってしまったけど、とてもうれしかったです。

石川県珠洲市 はは 仕事でつかれていても、あなた達の笑顔をみると、つかれもふっとぶよ。

福井県坂井市 短気な母

気の短い私が夕食の準備をしていると、娘が算数の苦手な”時計”の問題が分からないと聞いてきたので、兄２人(中２、小６)に頼むと「オレにまか
せろ！」と次男。そして一生懸命にしばらく教えるが、分かってもらえない様子。その姿を見て、「そろそろオレの出番かな！」と長男。そしてあの手
この手で教えるが、今１つ分からない様子の娘。それでも長男は冷静に教えていた。夕食の準備が出来た私も加わり、教え出したのだが、娘はま
だ半信半疑の様子。”それじゃあ、このやり方はどうだ”とだんだんエスカレートして教えていく次男と私を見て、長男が一言。
「今日はもうやめよう。また明日。さぁごはん食べよう！！」と。
その一言で次男と私は目が合い、ハッと気づき、娘はホッとした様子だった。どっちが親だか、大人だか・・・。長男よ。いつもありがとう。

福井県福井市 えりかちゃん

その笑顔　泣き顔までも　宝物
手がかかる子ほどかわいいってホントだね♡
あなたがいつからママは頑張れるんだよ
笑顔、泣き顔、変顔　み～んな大好き♡
あなたのママになれて　よかった　ママのところに生まれてきてくれて　ありがとう
誰とも違う「あなた」がいてくれることに喜びと感動があります
ありがとう

常に感動し、感謝し、心がずるくならないように・・・いつもでも変わらずに、ずっと素敵なままでいてほしい



福井県坂井市 大岡越前の妻

手のかかる　子こそかわいい　寝顔かな
子供たちの　やさしさにふれ　涙線ゆるむ
子供らの　成長の速さ　目をみはる
子供らの　お母さん弁当　腕ふるう
おいしいと　よろこぶ子らに　いやされる

福井県福井市 わこ
園児たちと一緒に遊ぶ楽しさ、働いていてよかった
いつまでも若くいられて

福井県福井市
楽天SHIMAの大ファン
こと超楽天家

本日、Jan.７Tue PM5：00頃のエピソード
子供たちに「これどこで買ったの？」「これは？」「これは？」・・・と聞かれました。根の正直な私は「GUだよ」「シマムラだよ」「リピート」とALLリーズナ
ブルにキメておりました通り、お答えさせて頂きました。詳細と致しましては、シュシュに始まり、エプロンKPにいたるまでブレる事無く見事に？揃
えております。おまけに「髪いい匂いする～♡」と言われました。幾つになってもお相手がどなたであろうと、褒められるとテンションUPしちゃいま
すよネ！！ちなみに「これは？」と聞かれませんでしたが、シャンプー＆コンディショナーはもちろん、リーズナブルにパンテーンです(^_^)この様
な安上がりな私でございます。結婚しても諸経費はグーっと押さえられる事と存じますので、勇気ある奇特なお方、ご一報お待ちしております。
ナーンチャッテ冗談にも程が有りますね。いくら顔が見えないからと言ってもネ～おふざけはさて置き、園児の皆さん、お生まれになられてまだ１
年とか２年とかetc「よ～く頑張ってるなァ」そもそも私より長時間、保育園に居るんだしネ・・・。と日々「えらいなー」と感心しながら接しパワーを頂
いております！そんな至らない私ですが、今後も自分の子供の様に、正しくは孫の様に大切に想い温かい心を持ち、保育させて頂き、強いては安
心感を懐いて頂ける様、努めたいと存じます。

余談ではございますが、息子は小学校教諭(公立）をしております。せんえつですが、長い人生において「子育て」と言う同じ目標のフィールドに立
ち、その苦労と感動を共有できる貴重な経験をさせて頂き、自ずと感謝の心が湧き立ちます。
最後に未来をしょって立つ園児の皆さん、心身ともに逞しく、その清らかな瞳がずっと輝き続ける事を心からお祈り致しております。そして皆様に
とって、本年も満ち足りた日々であります様に・・・
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

PS時節柄、年賀状のごとく堅苦しくなってしまい・・・ごめんなさい！！

福井県福井市 ジンバー

○子どもに何になりたいと尋ねると「ナマケモノ」と答えたので、理由を問うと、「だって、保育園も学校も行かないでいいもん！！」と素直な子ども
の気持ちが仕事で疲れた私の素直な気持ちとピッタリ一致して思わず、「そうだねぇ！！」と応えていました。

○若い母　子育てノウハウ　姑よりも　保育園

○子育て　うらぎられて　我を知る

○「お母さんはいつも忙しい」と作文に書かれ、一緒にお出かけする暇もなかったけれど、息子にがまんと優しい心が育ちました。

福井県福井市 たかぎ

私は保育士をしています。
ある自由時間の時、４才児何人かが、「先生こっちきてー！！でも、まだ見たらダメだよ。」と目隠しされました。何やら一生けん命作っている子ど
もたち・・・。
しばらくすると、「でーきた！！」と嬉しそうに見せてくれました。
「先生のために作ったチョコレートケーキ！！」と「どうぞ」とくれました。
みんなニコニコ笑顔で私自身もとても嬉しく心あたたまりました。
子どもたちはほんとかわいいなぁと実感した瞬間でした。



福井県福井市 たかぎ 子ども達の笑顔で心がホッと温まる

福井県坂井市
３人兄弟　一人目パートナー　二人目子ども　三人目　孫
みんな可愛い笑顔で一杯　早く大きくな～れ！！
でも、このままでいてほしいな　いとしい我が子たちへ

福井県福井市 そなひな

お正月に私の実家に帰省する前日、パパにむかって「パパもくるの？」「パパはごはん食べてからお泊りしないで帰って」という５才の娘。でも自分
がお泊りしないでと言ったことはみんなには内緒にしてほしいとしっかりアピール(笑)
保育所のお迎えにパパが行くと「ママじゃないとイヤ」と大泣きした２才の息子。
仕事も大事だけど、もっと子供との時間を大切にしてほしいな！！

福井県福井市 ゆいりくママ

いつもケンカばかりの娘(４才)と息子(２才)、娘のオモチャをとっては怒られ・・・逆に息子のオモチャをとろうとしてケンカになる毎日・・・

しかし！！どっちかが風邪をひくとなぜか・・・妙に仲良くなりずっと２人近くにいて離れず・・・。そんな時だけくっつかないで～！！
と思うママなのでした・・・。ケンカするほど仲がイイってこういう事なんですかね・・・。
それとも、ケンカする相手がいなくて寂しいのか・・・(笑）

福井県福井市 ことはママ

私と娘(もうすぐ２才)が一緒に寝ているシングルベッド。
昔は小さい娘の体を私が押しつぶしてしまわないか心配しながら寝ていました。それが今ではベッドも狭くなり、寝相の悪い娘に押しつぶされな
がら寝ています(笑）
でも、それもまた愛おしく感じます。

福井県福井市 まきまき
あふれる笑顔に元気をもらい　１つの成長に嬉しさ込みあげる
あなたと出会えて本当に良かった

福井県 はるもも
何があってもあなたを受けとめるよ。君は君のままで。
ありがとう、あなたといる日々がなににもかえられない大切。

福井県 みか
学校で給食が遅く、好ききらいが多い上の子に「いったい何が一番好きなの？」とたずねると、「ママの作ったごはん」と言ってくれました。思わず抱
きしめたくなりました。

福井県福井市 このりちゃん

子供と外食に行くと大きくなっても座る場所のとり合いに・・・。
小さい時は「ママのとなりに座りたい」と母の横に座りたくて座る場所の取り合い。
大きくなると「お母さんのとなりに座っていいよ」と座る場所の譲り合い。
「どっちでもいいからはやく座って」という母の言葉はかわらないんだけど同じ言葉でも何か違うんだよなぁー。言っている時の母の気持ちが・・・な
んだか寂しい・・・
いつまでも親離れしないのも困るから仕方ないとプラス思考に考えるよう努力する母です。

福井県福井市 ななちゃんママ
女の子が２人。上の子が２才の頃に教えた親戚にお正月に行った時の言葉。
「あけましておめでとう。お年玉ちょーだい。」あの頃はおひな様にも言ったりしてとってもかわいかったのに、数年が経ち、今では私に・・・。自分が
教えた言葉に反省です。

福井県福井市 さか
子どもはいつまでたっても子ども。朝行く時にはいってきますという言葉が聞けるとほっとするし、頑張ってきてねと思う。また帰ってきた時の「た
だいま」という声を聞くまでは心配で気になって外まで見に行ってしまう。いつまでたっても子離れできないだろう・・・。



福井県福井市 まり
２人目ができ、少し不安定になり夜泣きも増えた娘・・・。
まだ少し早かったかなと私も心配になりましたが、ある日お風呂で「お腹の赤ちゃん動いてるよ～」というと娘は、お腹に顔をスリスリし、「赤ちゃん
可愛い～」と言ってくれました。その姿を見て少し安心した母でした。今では、夜泣きも落ち着き赤ちゃんが産まれるのを心待ちにしている娘です。

福井県福井市 はっしーママ

中一、小六、小三の三人の子育てをしています。今までいろんなことがありました。
これまでは素直に私の言う事を聞いてくれたことも、長女が思春期に入り、私の言い方一つで腹を立て反抗したり、反抗期だと分かっていても、イ
ライラすることもありました。
年末、パソコンが苦手な私が、年賀状作りに困っていると長女、次女が「ママ、どうしたの？写真を入れたいの？やってあげるよ！」と夜中まで一
緒に手伝ってくれ助かりました。普段はどうしても母親目線で上からの指示ばかりしていた自分を反省し、子供達の成長を実感しました。
一番下の子は男の子なので、力仕事やゴミ出しを手伝ってくれ、心強いものです。
さりげなく優しく、いざという時は頼りになる子供達。私は毎日たくさんの幸せをもらっています。子供達は子供なりに学校やクラブなどで、たた
かってがんばっています。
心のゆとりを忘れず、子供のがんばりに励ましやほめる言葉をたくさんかけていきたいです。

福井県福井市 アンパンマン
最近トイレトレーニングに精を出し、毎日パンツで頑張る息子。突然立ち止まり、
「お母さん。おしっこしてるよ。」
お願い。おしっこ出る前に教えてー！！

静岡県牧之原市 カナタケママ

絵本を読んでも歌っても、トントンしても寝ようとしない娘。
寝かしつけを始めて２時間以上が経過・・・
「ママもう寝る！！」と言って寝たふりをしたら、「ママ！！マーマ！！起きてよ～」と私の体を揺すってきたけど、「ク～カ～ク～カ～」とわざとらし
くもわかりやすい寝息をたてて、タヌキ寝入りをしていたら、
「んもぉ～ママったらぁ～まったくぅ～」とブツブツ言いながら私に布団をかけてトントンして頭をなでてキスして「はい、手をつないで寝ましょうね
❤」って私の手を握って寝たんです。
あまりに可愛くて２時間の苦労なんてふっとんでしまいました。

静岡県牧之原市 おおとも　あけみ 子と子らの　布団分け入り　眠る日々　いつまで続く　幸せな時間（とき）

静岡県牧之原市 えりママ

３人兄妹の、１番上のお兄ちゃんは野菜が大キライ！！
真ん中の妹に、”ちゃんとお野菜ためないと大きくならないんだよ！！ママは何でもいっぱい食べるから、あんなにお顔が大きくなったんだ
よ！！”と言っていました。
となりで聞いたいた私は、思わず噴き出して笑ってしまい、それと同時にショックで夜からフェイスアップを心がけるようになりました。

静岡県牧之原市 晃陽ママ
・ばぁばの元気の源はまごの笑顔
・どんどんパワーアップするいたずらもわがままも寝顔を見ると何でも許せる

静岡県牧之原市 りぃなママ ２才児　いつもチビデビル！！寝顔は天使～❤

静岡県牧之原市 かやママ 夫婦仲　子供が一番　敏感だ

静岡県牧之原市 星空
３才児学級の託児に預けた後の昼食で「わぁ～おいしそう！」「ママありがとう❤」と笑顔で言われ、毎日のイライラがふきとんだ。普段家では、教
えない事を託児してくれた方が”ママごと”で教えてくれたみたいです。とても感動しました。



静岡県牧之原市 地蔵の母 子育ては　笑いとイライラ　繰り返し

静岡県牧之原市 きほママ
県立美術館に行った時、ロダンの「考える人」の像をみて、３歳の娘に「何を考えてるのかなぁ」と尋ねると、「アイスクリーム食べたいなって考えて
る」と答えました。
数年後にまた同じ質問をしたら、何て答えるか楽しみです。

静岡県牧之原市 しず ６人家族なので、だれかが困ったり、怒られたり、悲しんだりした時は、誰かが支えにいくので、言いすぎちゃった時とか助かったりしてます。

静岡県静岡市 あきちゃん

子ども達の下校時間に交差点に立って交通指導をしています。
「お帰りなさい」「ただ今」の会話が子どもの笑顔と共にお互いの心を通い合す時間です。
必ずジャンケンをする子、学校であったことを話してくれる子。
笑顔と子ども達の成長を楽しみに毎日続けています。
続けていると中学生や高校生になってもあいさつしてくれます。

静岡県静岡市 かおちゃん
子ども達と自分のケーキをつくりました。ミニケーキですが、自分らしい可愛いケーキができて大喜びでした。
おもちつき　なれない手つきで　きねをつく

静岡県静岡市 ごまだんご

子どもが小さいとき。
夜ねるときに、お布団の中で毎日子どもに伝えてた言葉。
「今日も一日ありがとうね。明日もよろしくね。あいしてるよ」

仕事に、家事に、あわただしい日々。となった今。
夜ねるまえには、子どもの方から、
「お母さん、今日も一日ありがとうね。明日もよろしく。あいしてるよ(^_^)」

子どものために・・・と伝えた言葉が、私のもとへとかえってきました。
支えてるつもりが、支えられ。
育ててるつもりが、育てられ。
子育ては山あり谷ありだけど・・・やっぱり楽しい。

静岡県静岡市 Hinon
孫のおかげで児童館や子育て支援センターに行けます。
昔と違って環境の良さにゆったりでき、若いお母さん達とも話せることで、若返ることができます。
これも孫のおかげ・・・うれしいです。

静岡県静岡市 文野

○じぃじ（爺）68才　孫７才男の子　風我

じぃじと風君はずっと一緒に寝ています。ある日の会話より

かけ算を全部スラスラ言っていました。「風君、すごいな。がんばっているから。じぃじも頑張って風君の子供をみたいな」「じぃじ６８才。今から２０年
後とすると８８才。じぃじもう、いないね」
「計算早いな。そんな事言わないで見させてよ」「じゃーいいよ」
”もういないね”の言葉には大笑いしてしまいました。

○お母さんは電話の声　ボク達に話す声と全然違う



静岡県静岡市 ゆきちゃん

なにはきて　いいふうふ（11月22日）　ぬくめ酒

「いい夫婦の日」なんてあったんですね。今まで全く知りませんでした。
”いい夫婦”って私達はどうかな？って話しましたよ。
ふたり共、喜寿をむかえる事が出来ましたが耳も遠くなった事、つくづく不便です。
みんなに伝えたい事、今を大事にやさしい心を大切に命を大切にして下さい。

雪富士に　拾って貰う　愚痴ひとつ

静岡県静岡市 T・T

大好きなこと　子どもの笑顔
大好きなこと　子どもの喜び
大好きなこと　子どもの感動
まわりにいる子どもたち大好きな私

愛知県一宮市 チョコバニラ
どんな事でもいいから毎日お話をしてね！
ひとりで悩まないでお話してね！
いつでも待ってるよ。

愛知県一宮市 あすなろのもと娘

要介護３の母を気づかって電話をかけると、娘を心配して話す母がいます。
「寒くなったから風邪ひかないようにね。無理していかんよ。若くないから。栄養のあるもの食べなさいね。体に気をつけて」と。
ふっと気づくと、娘は自分の息子に同じことを言っています。
母の愛情を感じながら。

愛知県一宮市 あすなろのもと娘

ある日の、風呂場での会話です。
話の途中で
孫「ばか、ボケナス！」
娘「私がボケナスならあなたはボケボケナスだよ」
孫「いやだ～」
娘「ばあちゃんはナスかな？」
ばあちゃん「私はメロンよ」
孫「えっ・・・・・・・・・・」
ばあちゃん「突然変異だよ」しばらくして大笑い。
たわいのない話を三世代でできる幸せをかみしてめています。

愛知県一宮市 旧尾西のママ

実直で一本気の息子は、高校の時に学校生活やクラブ活動、友人関係を適当に付き合うことができずに不登校になりました。
服を着て玄関に行っても靴がはけず、数時間立っている息子。
その後、体の力が全部ぬけたように布団から起き上がることができなくなりました。
食事も夕食だけになり、つらい時期が続きました。２年後、高校は中退しましたが、バイトに行くようになり、高卒の資格を取りました。
息子は回り道をしましたが、生きた勉強になり、多くの人に助けられて、一本気ですが優しい性格で幸せに暮らしています。
親が一生懸命まじめに、楽しく生きることで、子どもは育って行くと信じています。すべてに無駄はない。
私も息子でよい勉強をしたと思っています。



愛知県一宮市

１７才の娘を持つ母です。先日、何の話をしていたか、はっきり覚えていませんが、娘が「今度生まれ変わってもこの家に生まれてきてもいいなぁ
～」と言い、「ふ～ん」とした返事はしませんでしたが、たいした親業をしてないのに、そんなふうに思ってくれているんだと知り、本当にうれしく目が
うるみました。
そんな娘に、私の所へ生まれてきてくれてありがとう！

愛知県春日井市 片付けが苦手な私

みらい子育てネットさんにお世話になっている児童館の職員です。
児童館での様々な行事でみ子ネットさんのサポートがあり、大変助かります。
会員さんも集まりがあるとおしゃべりに花が咲いて楽しそうです。

児童館は０才～１８才までの子ども達がいつでも自由に遊びに来ます。
様々な子ども達が来る児童館で私が心掛けていることは「いいんだよ」です。
まずは、その子を受け止め、認め、私達を信頼して関係ができたところから児童館で、その子その子がキラリと輝くところを見つけていきたいと
思っています。だから「いいんだよ」という言葉が大好きです。

愛知県北名古屋市 のっち

最近、４才の娘がよく私に言うこと。
「２才や３才の時は、ママのことあんまり好きじゃなかったけど、４才になったら、好きになった」
少し私の中で思い当たることがある。
やんちゃな娘によくしかってた。でも最近は、娘に寄りそえるように、彼女と向きあって遊んだりしてる。
その事が娘に伝わっているのだろうと思い、これからも娘に愛情いっぱいそそごうと思った。

愛知県北名古屋市 ジュリア
小学校に入学した女の子がいるのですが、言葉使いがすごく悪くなっていてケンカみたいな風になるので、これからはあまりおこらない子育てを
したいと思いました。

愛知県北名古屋市 ため吉

４歳になる娘。思い通りにいかないと泣いたり怒ったりの連続。その姿にイライラしてつい怒ってしまう。
しかし娘の口調が自分にそっくりで反省をする毎日でもある。

沢山の事が出来る様になった＝子供が成長している証拠
たまには道を外れる時もあるので説明をし、正解を教えてあげなければいけない。頭では分かっていてもつい自分の感情で怒ってしまう。
「怒らないで」と泣きながら言われると、やってしまったと自己嫌悪に陥る。

やっとの思いで授かった娘。生まれてきた事に夫婦で喜び涙を流し、しっかり育てていこうと話し合った事を今でも鮮明に覚えている。しかし子供
は早いスピードで成長しているのに対し、親としてまだ成長出来ていないと実感する。

娘が生まれて沢山の友達が出来た。
周囲の日地に可愛がられ成長している事に感謝をし、沢山笑顔でいたい！と思っているがまた怒ってしまうだろうなぁ。

愛知県北名古屋市 ノア 「じじばばは　金を出しても　口出すな」

愛知県北名古屋市 NPO法人「おひさま」

・おいしいと　食べるごはんに　つかれとぶ
・夢語る　子どもの笑顔に　未来あり
・わがむすこ　歩く姿は　父ゆずり
・わがむすめ　父似といわれ　にが笑い
・芋掘りて　ひたいに汗かき　くろい顔



愛知県北名古屋市 りょうちゃんママ

現在、小１の三男が２才くらいの頃、「怪獣になっておうちを壊したいな～」と言っていたことがありました。
それから１年ぐらい後、こたつのテーブルに座っていて頭から転げ落ちた息子は壁に頭をぶつけ、すると壁に一部小さな穴があいてしまいました。
時が経つにつれ、その穴が次第に大きくなり今では３０㎝四方の穴となりました。
その穴をみていつも思います。怪獣にならなくとも息子の夢はすぐかなったんだと。

愛知県北名古屋市 ４匹の子ブタ
普段はだらしない長女。パパが仕事で夜遅い時、保育園の弟達がお風呂から出た後、丁寧に拭いてくれる。いつもだらしない子とおもっていたが、
弟達には優しい長女。ずっと優しい長女でいてほしい。

愛知県名古屋市 ロンちゃん

男２人兄弟で毎日戦いごっこをして最後にはケンカになることも・・・
でも時間がたつと一緒に仲良く遊ぶ姿と見ると「ケンカするほど仲がいい」というのはこういうことなのかなと思った。
兄弟でも同等のようにすごす２人。一人が転ぶともう一人の方が「大丈夫？」と心配して兄弟愛を感じる。
「ケンカでも　仲良くなれる　一歩かな」

愛知県半田市 あっちゃんママ

３才になる息子はいつも夕食時に「ママの作ったごはんおいしいね」とほめてくれます。
私は思わず笑顔で「ありがとね」と返します。
その言葉は１日の終わりに私をとっても幸せな気分にさせてくれます。
忙しくて時には、スーパーの惣菜や即席食品に頼ってしまう日もありますが、息子はいつもと同じようにほめてくれます。
私は「・・・」となりますが、その息子の笑顔を見ると本当のことは言えず、『明日は頑張っておいしいごはんをたくさん作るぞ』という気分になりま
す。
”食事は母親の愛情を伝えるモノ”といっても過言ではないのかなぁと息子に気づかされました。

愛知県半田市 うっちー お片づけ　その気になれば　できるのに

兵庫県赤穂市
毎日忙しく走り回るお母さんの手伝いをしてくれる高校３年生のおねえちゃん。いつもありがとう。
あなたのおかげで妹はすくすくと育っています。
これからもよろしくお願いしますね

兵庫県赤穂市

１０才の長女、７才の次女、５才の長男と最近になってコミュニケーションの取り方に格闘中の４２才のパパ。
つまらない、おやじギャグに無反応の娘たち・・・
唯一５才の息子だけが笑ってくれている今日この頃。パパが「こんなんでいいのかなー？」とさみしそうに私につぶやいた・・・
「パパがむずかしい顔してテレビ見たり、会話をしないでいるより、笑顔でつまらないおやじギャグを言って子供たちとかかわってくれているパパ
の方がきっと子供たちが大人になった時、パパとの思い出として残るはずよ」とアドバイスして元気づけさせたところ、毎日のように半笑いで相手
にしてもらえない娘たちに負けずにコミュニケーションとっているパパが家族みんな大好きです。

兵庫県姫路市 むらちゃん
「お母さん忙しいから、後でね」とついつい、言ってしまう口癖。なのに、３才の息子は、決まって「あとでいいよ。ぼく待ってるから」と満面の微笑み。
その笑顔を見るとカーッとイライラしてる自分を忘れさせてくれる子どもの力は偉大である。

兵庫県姫路市 マッティ
山東町の山奥でおじいさんが心をこめて彫られた”熊の彫り物”をお土産に買って来ました。
それを見て寝る前に「山に帰ったらあかんで、ここにおってよ」と声をかけている３才の孫の顔におもわず微笑みました。
いつまでも純粋で優しい子に育ってねと願わずにはいられませんでした。



兵庫県姫路市 やまちゃん ２人目は　いつもまにやら　話しだす

兵庫県姫路市 モリマリ
先日、私がボーっとテレビを見ていたら、３歳３か月になった息子が、「ママ、大丈夫？」「しんどいん？」と心配そうに話しかけてきてくれた。
親が知らない間に、優しい子に育ってくれてるなと小さく喜びながら、温かい気持ちになった。

兵庫県姫路市 ことうーママ 「まず健康　とはいえ次々　欲が出る」

兵庫県姫路市 とんとんママ 荷物持つから抱っこして　結局ママが持つんだね

兵庫県姫路市 やまたん 柱にきざむ　子供の成長　喜ぶ父と母

兵庫県姫路市 じゅうママ

「弟は　母の褒めより　兄の褒め」

うちは３人兄弟ですが、次男は兄がどんなにひどいことをしても、大好きで「お兄ちゃん見て！お兄ちゃん聞いて！」と母の私ではなく、兄に褒め
てもらうほうが嬉しいようです。
嬉しいような寂しいような複雑な思いです。

兵庫県姫路市 はなゆひ かわいい笑顔　静かになると　部屋がぐちゃぐちゃ

兵庫県姫路市 kokohamama
「子のしぐさ　自分にそっくり　恥ずかしい」

「自分より　大きい袋　引きずって　買い物ごっこ　行ってきます」

兵庫県姫路市 mayukana27
上の子が３才の時、昼間まだ明るい時間にお月さまが見えた時、「お月様はおっちょこちょいだね。まだ明るいのに出てきちゃってるよ。」と言いま
した。
それを聞いたおじいちゃんおばあちゃん皆が笑顔になり、ほっこり優しい気分になりました。

兵庫県姫路市 いたづら娘の親 おやのうた　いつものように　まねをする

兵庫県姫路市 電車男 子供より　父が楽しむ　プラレール

兵庫県姫路市 ぱお３班

毎日、幼稚園での出来事を話してくれる５歳の息子。
「今日はごめんな。先生に怒られたんや」としょんぼり話すので、
「今度から気をつけたらいいんよ」と声をかけると・・・

「大丈夫やで！先生が怒る声はこわくない！お母さんのほうがこわいで～！」とポツリ。

子どもの話に苦笑いも、私は鬼のように見えているんだろうなと反省・・・。

兵庫県姫路市 ぱお３班 らくらくと　スマホを操作　天才児（！？）

兵庫県姫路市
次男が産まれてから３年。長男のために習い事、お出かけといつも留守番してくれてた次男。
まだ小さいなと思ってたのに、次男が２才、１才のよその子とあそんでいるのを見てると、もう赤ちゃんじゃないんだ・・・大きくなったなぁとあっという
間の成長に驚きました。



兵庫県姫路市 コッペパン 「泣いてても　あなたは　わたしのたからもの」

兵庫県姫路市 K
夫が単身赴任になり、高校生の息子と二人暮らしになりました。どうなるかなと思っていたら、息子なりに、私への気遣いや優しさを見せてくれるよ
うになりました。反抗期もあったけれど、そうそうこの子は元々こういう子だったと、小さい頃を思い出します。
子育ては山あり谷ありで、時にはしんどいこともあるけれど、これからも君のこと、信じて見守っていけばいいんだね。

兵庫県姫路市

やさしい子に、強い子に、責任感がある子に、勉強もそこそこできてほしい・・・と、わが子についついいろんなことを望んでしまうけど、やっぱり一
番大切なのは、今を元気に生きていることだと思う。
朝目覚めたら「ママ、おはよう！！」と元気な声が当り前のように聞こえてくる。
それだけで幸せだなぁ。

兵庫県姫路市

母子家庭になってしまい、それだけでも３人の娘たちには「ごめんね」なのに毎日の仕事に追われ、帰るのも遅く、お粗末な晩ごはんにも「ごめん
ね」
晩ごはん食べたら気がついたらうたた寝・・・話たいこともあるだろうに「ごめんね」
こんなダメダメ母ちゃんに「ごめんね」もっとしっかりするからね・・・

兵庫県姫路市

子どもが幼稚園に入る前から母親クラブに所属させて頂いて活動させて頂いています。
その子が公立の幼稚園に就職させていただき２年目になります。
先日、その幼稚園のPTAの方から私たちのサークル「ミュージックベルサークルナチュラル」にクリスマス会の演奏依頼がありました。もちろんPTA
の方は娘のことは何も知らなくて依頼してきてくださったのですが、思いがけず娘の職場に行くことができ、とても嬉しかったです。
そこで皆様の前で私たちの活動を紹介することができ、また娘とのことも話すことができました。
PTAの方々にもとてもいいアピールができたと思います。
長い間活動させて頂き、至福の時でした。

兵庫県姫路市 ぺこ

「ふるさとを愛する子」を育てましょうという理念のもと活動しつづけて２０年ほどになります。当時はまだ２才ほどだった息子が今年の４月から社
会人としてスタートします。大学が京都だったので京都か大阪で就職するのだろうと思っていたら、「地元で地元のために働きたい」と姫路に帰っ
てきました。
私にとっては何よりうれしい一言でした。

その息子が幼児だったころ、「今日はお母さんに読んであげる」とももたろうの本を読んでくれました。
おばあさんは川へせんたくに
おじいさんは山へ「しばかれに」いきました。

眠気もいっぺんに覚めました。

兵庫県姫路市 ずーっと母 携帯電話のメール返信がないのは・・・勝手な親の思いこみ？！



和歌山県 あみちゃん

これなあに？これなに？・・・と
好奇心いっぱいの３才の孫の声
この子達の健やかな生長を守っていきたいです。

手をつないで近くの公園に行く途中
桜の木を見て「あれっ緑だった葉っぱが赤くなっている」なんで？ふしぎだな？

夜の空に光っている星を見て
「サンタさん私お約束守っているからきっと来てね。忘れんと、来てね」と大声でさけんでいました。

岡山県
後になってからわかることだけど、子どもには後悔しない人生の選択をしてほしい。
その為に親として色々な選択肢を用意してやりたいと思う。

岡山県岡山市 nakomam 母の腕の安らぎが呼ぶその笑顔　さそわれて又返す笑顔

岡山県岡山市 じい 　孫３人をじいとばあでお守していますが、正直年には勝てず、くたびれる事が多い毎日ですが、笑顔を見ると疲れも忘れます。

岡山県岡山市 ヒデ 子ども時代の外遊びがみらいの人生を豊かにしてくれるんだよ

岡山県倉敷市
子どもや孫のために住み良い社会の実現を毎日思い悩む私が居る
大人は未来の世を背負って立つ子たちに恥ずかしくない姿を見せよ。頑張れ父さん。誠実なれ母さん。子どもを導く手本となれ。

岡山県倉敷市 ”子育て支援の活動”私の若返りへのエキスがあふれてる！

岡山県倉敷市
　小さい頃から何ひとつおねだりをしなかった娘が、鶏肉の嫌いな祖母と食事を共にするようになってから夕食に鶏を食べたい時だけ、はっきり
とおねだりするようになりました。
　一日何食でも鶏を食べたい鶏好きの娘は丑年ですが、牛肉はあまり好きではありません。

岡山県倉敷市 はっぴぃたーん
　子ども達が自分の背を越えるようになった今、もっといっぱい抱っことかスキンシップをしておけば良かったなと感じています。はずかしくて実
行できないので、気持ちで大きく包みこんでいます。（ハグハグ）

岡山県倉敷市 まさなお

　弟がおなかにまだいた時に私の体調が良くなかったので実家に居ました。毎日お花を取って来て、花束にして私にくれたり、弟が産まれた時はく
りを見せると拾って来てくれたり、今では弟の服も着せてくれ、トイレも連れていってくれ、プール教室でも必ず始めと終わりには弟のおせわをし
てくれます。
　兄弟助け合ってこれからも仲良くしてもらいたいです。

岡山県倉敷市 こうくんママ

　幼稚園のかえり道、お友達と一緒に歩いてかえることになった時・・・お友達のお母さんに、道ばたに咲いている花をとってきて、「プレゼント♪」
と言って渡す息子！「おぉ！！」と思う母にも「プレゼント❤」と言ってくれました。
　近所のおばちゃんたち家に行くときにも、庭に咲いている花をつんでナイロンひもでリボンをつけてプレゼントする息子！まだ４才だけど嬉しく
育ってくれてありがとう。
これからもやさしい男の子に育ってネ。

岡山県倉敷市 たんぽぽぐみ ふれあいの　ぎょうじをすませ　おくりだす　こどもの笑顔　あしたの力



岡山県倉敷市 がんばる母さん 「楽しいよ　怒りながらも　子育ては」

岡山県倉敷市 ねこ
　中頃　子どもは寝てしまいましたが、最後また起きてアンパンマンで大はしゃぎ。１才児で心配していましたが、大騒ぎする事なく、見られよかっ
たです。
リーダーの方の多才さにおどろきました。

岡山県倉敷市 ポンチョ ママを呼ぶ　視線の先は　パパの顔　（パパとママが一緒になっています・・・もうすぐ２才の息子の母）

岡山県倉敷市 ３児ママ
　子どももとても楽しんで拍手していました。たくさんの演奏やパネルシアターがあり、子どももたいくつする事なく、とても良かったです。今後も
またあれば連れていきたいと思いました。楽しい時間をありがとうございました。

岡山県倉敷市
・娘たちよ、断捨離は私が死んでからやってくれ
・育児アドバイス　今も昔も変わらないよ　バアバの言う事聞いてみて
・決定　東京オリンピック　杖をついても、車椅子でも見にいくぞ

岡山県倉敷市 ヒロクンママ

　衣替えの季節になり、小１の息子の服のサイズが小さいものしかなく、買う事にしました。学校に行っている間に買いに行き、リビングに袋をおい
たままにしていたら、帰ってくるなり袋を見つけた息子は「ママ！ボクの新しい服を買ってくれたんだ。ボクの事もちゃんと考えてくれていたんだね。
ありがとう」と言われ、「はっ」としました。
　１才になる下の子どもに手がかかったりで、学校から帰って来れば「宿題は？」「手洗いうがいは？」「着替えは？」と次から次へと言葉の嵐で、し
かる事も多いので、つらい思いやさびしい思いをきっと私が思うよりたくさんしていたんだなと思い。少しはやさしい声掛けを心がけるようになり
ました。

岡山県倉敷市 さっちゃん
　もうすぐ３才になる末娘は片付けが苦手で、片付けやすい物から片付けるようにお願いするとちゃんと片付けてくれるのですが、イヤイヤ期で
最後まで片付けることができません。一緒にしようと言うのですが、なかなか言う事を聞いてくれません。どうしたらちゃんと片付けられるように
なるのか悩んでいます。

岡山県倉敷市
　小１の男の子と３才の女の子がいますが、最近お兄ちゃんが下の子の世話をしてくれるようになって助かっています。
　学校で読書の宿題が出るのですが、それをかねて、下の子に絵本を読んでもらってます。下の子もニコニコしながら聞いています。

岡山県倉敷市 節約ママ

　３年前に他界したおじいちゃん。でも、とってもよくあそんでくれたおじいちゃんのことをよく覚えているらしく、今年小学１年性になる息子は、今ま
で必ず「敬老の日」には毎年おじいちゃんの分の贈り物もかかしたことがありません。
　今年は「おじいちゃん、おばあちゃんの似顔絵」。おばあちゃんの横にはやっぱり今年もニコニコ笑った元気なおじいちゃんの姿が描かれていま
す(*^。^*)
　　母　　 「ところで、まわり（背景）に描いてる丸いものと長方形のものはな～に？」
　　息子　「おこづかい！！」
　　母　 　「・・・・・^_^;」
　さすが、我が息子。たくましく育っております（笑）

岡山県倉敷市 kaehazu
子どもをしかった後、母にぴったりひっついて寝ている子どもの姿を見ると、ちょっと反省。
どんなにしかっても、母のことは大好きでいてくれると親が子どもに甘えているのかも。



広島県広島市 息子達の奴隷

子供達の思いやりの言葉を聞いて早16年・・・現在41才・38才。ある日「あんたらは約結構せんといけんネ」と言うと「今母さん一番楽じゃろ！はじゃけ
ん結婚せんのよ」と言われ私が嫁さんに気をつかうのを思っての事と思いました。
私は結婚して主人の両親と同居、商売も一緒にして来て、２人を見送った頃でした。
あぁ・・・親思いな子供達だなぁ・・・と思っていました。が、今では親の重荷「ごはん、風呂、洗たく」主人より手がかかる！あの時の言葉は何！
老体にムチ打ち頑張っています！
「早く結婚しろ」「嫁さん欲しい母親」です！

山口県萩市 なほみ
あと何年かなぁ・・・
３人が大ゲンカする声も心地良い

山口県萩市 なかちゃん

　一人で育てることは思ってたより、大変でつらいこともあるけど子供の”大丈夫？”と心配してくれる姿、”ついてるからね～”を小さいながらに
言ってくれる一言でとても救われてます。
　でも子供に気をつかわせてるのかな・・・と少し反省もしてます。
　いつもありがとね。これからも優しい子供に育ってね。大スキだよ。

山口県萩市 ぶーまま

　子供と過ごしていく日々の中で、子供の目線に立って穏やかな心で子育てを・・・なんて理想通りにはいきません。つい自分の感情が勝って、怒鳴
り、瞬間心の中では「しまった！！！」
　３歳の娘はほっぺをプク～っとふくらませ、おこり口調で言うのです。
　「かーちゃんがだーいすきやもんっ」子供の超ストレートな愛情表現に思わず顔もほころび、ぎゅっと抱きしめました。ともて嬉しくもあり、まだ
まだ子育て初心者マーク、親が教えられることが多いなと感じました。

山口県萩市 ほのかのママ

・反抗期、早く終われ！！
３歳の娘は反抗期中。何を言っても「イヤ！」「やらないもんッ」「触らないでッ」と機嫌が悪いと最悪です。仕方がないのでしばらくほっておくと、今度
は私の機嫌をとりに近づいて来て「ママ、ジュース飲みたい」とニシッとイタズラっぽく笑う。イラッとすることも多いけど、「今だけ×２」と言いきか
せガマン・・・。
我が家のかわいい天の邪鬼（笑）早くガールズトークが出来るように大きくなぁれ❤

・「パンツどれにする？」「カワイイパンツはくぅ♪」お風呂の前のいつもの会話。
おしっこは、言えるようになりトイレでするのに、なぜかうんちは未だだめ。
「うんちはどこでするの？」先生が聞いても私が聞いても「パンツの中！！」と元気よく答える（笑）気持ち悪いハズなのに「なんでなんだ！？」と
家族そろって首をひねってます。今、『きゃりーぱみゅぱみゅ』がマイブームな娘。CMで流れると、お尻をふいている時でも歌って踊りだす。「お願
いッ！うんちをとばさないで(>_<)と言う私。ダンナは横で笑ってます。

山口県萩市 - 「ちょっと生意気、でも頼もしい我が息子」

山口県萩市 ななママ
親の言う事を最近聞かなくなったことにイライラ・・・
素直に聞いてくれる時もあれば、ダメな時も・・・
そう思えば自分の子供の時もこんなだったのかなって思う。

山口県萩市 みき
３人の子供がおり、上のお姉ちゃん２人と買い物に行き、お菓子コーナーでお菓子を選ぶ時、必ず下の子の分も選んでいます。その姿を見て「お
姉ちゃんになったなぁ」と実感しました。



山口県萩市 ２６才２児のママ
　毎朝、学校に保育園の子持ちにため、毎日朝は戦争のようで声がいつもひびきわたっています。
２人をつれて行った後の家は、しずまりかえった物置のようです。なんだかんだで戦争のような毎日が習慣づいてます。子供の力は本当にすごい
ものです。

山口県山口市
・お父さん　お母さん　「こんな大人になって欲しい」と背中見せて　（ばっちゃんより）
・お母さん　きりきり　しゃべってばかりいないで　ちゃんとわたしの話聴いてよ　（弱い女の子）
・年とっても中までいられて嬉しよ　孫のためにわたしはワンクッションになる・・・　ママがしっかり自分を見つめる時間をもつために

福岡県北九州市 さわこママ

地域の子みんなで支え守りぬく
ただそこに君がいること　しあわせで
親の愛、子供の未来の花が咲く
いろんな目　育つ強い子生きぬく子

福岡県北九州市

姉妹ケンカがたえないのですが、お姉ちゃんが妹を抱っこして遊んで、ほっぺにチュー❤すると下の子は真っ赤に！！
パパ、ママがチューしてもこうはならないのですが、ビックリでした。
おなかにいる時から、お姉ちゃんがおなかの子に話しかけていたので、下の子はお姉ちゃんが大好きなようです。
いつもケンカしてますが、ホッとしました❤

福岡県北九州市

毎日同じ服を着て、髪もボサボサの男の子がいた。周りの子ども達が気付く程だからかなりひどい状態だったのだろう。
家庭の事情で祖母に預けられてた時期があった。その頃からきちんと散髪してジャンパーや靴も新しい物に変わっていたようです。
子ども達も良かったと言っていたようだ。小さい心を痛めていたのだろう。
母親はいつも身ぎれいにしていたので余計にその子の将来が幸せであるように祈っています。

福岡県北九州市 そらばぁば
ふたりの子を子育て中の娘に

「ママは家族の太陽です。頑張りすぎず、自然体で子育て楽しんでネ」

福岡県北九州市

注意して　途中でまがおで　返事する　子どもの答に　思わず　笑顔

いたずらをした子どもに注意している時の話です。
「こんな悪い事をしたの、何回目ですか？」
「３回目か４回目・・・」
思わず笑ってしまいました。　児童館職員より

福岡県北九州市

交通の　安全願って　パトロール　互いに　挨拶　思わず笑顔

地域の方、母親クラブの方々が安全パトロールをしてくださっています。
その時のほほえましい様子を書きました。　児童館職員より

福岡県北九州市

赤勝って　白勝って　運動会
ママはいつもバンザ～イ。
あなた達３人がいるから
いつも　勝ち組
サンキュー。



福岡県北九州市 ナンシーママ
４人の息子を育ててきました。四男が、やっと大学になりホッとしたのは束の間、不登校になり、遠くに一人暮らしでしたからしばらくの間気付かず、
元に戻すには不登校の期間と同じだけかかるのではと心配です。
いくつになっても子育てはむずかしものです。

福岡県北九州市

訳あって母子家庭になり早１年。我が家には６年生、４年生の息子達と年長さんの娘がいる。
ある日娘がぽそっとつぶやいた。「お父さんに会いたいな・・・」
一瞬返事に困った私をよそに長男が、「は！？お前には俺らがおるやん。お父さん二人もおるみたいなもんよ。しかも俺、お前のへその緒も切っ
たんぞ！」
そう、娘の出産のとき、息子達は立ち会い、間に合わなかった父親に代わって長男、次男がへその緒を切ったり、抱っこしたり・・・。
その経験が、今のこの子達の絆へとつながっていたんだと思うと、とても嬉しくて、よく見たら娘も息子達も皆、笑顔になっていた。
小さな「お父さん」達、一緒に頑張ろうね。

福岡県北九州市

長女が思春期になり、機嫌の良い日、悪い日に次女と２人で振り回されています。
学校での友達との事や勉強の事など、悩んでいるのでしょうね。生まれた時は「健康であればそれでいい」と思っていたのに、手伝いをしない、勉
強をしないと文句ばかり増えてしまった気がします。
この頃は天気の良い日に２人で歩くようにしています。体を動かす事で、閉じこもりがちな心をスッキリできたらとの思いからです。
何気ない娘との会話もちょっとした楽しみになっています。
あと９年子育てをがんばろうと思っています。

福岡県北九州市 ラッキーママ
小１の娘がいます。周りは携帯を持っているお友達もいますが、我が家では小１から針を持たせ、縫物を少しずつ教えています。
たまにチクッと指を刺すのもよい経験だと思っています。

福岡県北九州市

いつも笑っている我が子。
怒られている時にまで見せる笑顔。
ときに損しちゃうけど、とってもステキな笑顔。
そんな笑顔にいつもはげまされ、元気をもらいます。

福岡県北九州市
したいこと　全部できるは　今だけよ
ちがうとねがう　我が子は２歳

福岡県北九州市
しみのついた、よれよれの「授乳まくら」を見るたびにとても幸せを感じます。
我が子は２歳ですが、まだまだ「まくら」は現役です。

福岡県北九州市
うりふたつ　「タカイ　タカイ」で　見つめあい
（ノッポのパパと我が子）

福岡県北九州市
児童館で子供と接していると、家庭が親の姿が見える時がある。
一緒に食事をし、話を聞いて欲しいと思う。しかるのは簡単。褒めるのは難しい。努力がいる。
手を抜くと倍返しがあると思って頑張って欲しい。

福岡県北九州市

よその子は、どうしてあんなに早く育つ？
ベビーでお世話をし、少し見ない間にもう小学生。あら中学生。大きくなって。
あっという間に青年に。



福岡県北九州市 いつまでも　長生きしてね　おじいちゃん

福岡県北九州市
私は一人暮らしを始めて、お母さんのありがたさを身にしみて感じます。
疲れていても、毎日ごはんを作ってくれてありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。

福岡県北九州市
少し疎遠な家族の方へ
「家族なら　分かり合う日が　いつか来る」

福岡県北九州市

私はある小学４年生の子を知っておりますが、学校でいやな事が時々あるみたいで、不機嫌な顔をして帰って来ます。その時は親が問いただす
と、友達からのいじめがあるとか・・・
今の子供は先生のいない所でいじめをする。いんけんなやり方です。
学校の方はもう少し子供達の様子を見てほしいと思います。子供はあとの仕返しがいやだから、先生には言わない。親にも言わない。だまる。何か
あってからでは遅い。
でも社会は事件が起きないと動かない。これはいつも１人ごとのごとく、いつもつぶやいています。

福岡県北九州市

１００才の姑の介護に追われる日々の中、長女に双子の赤ちゃんが誕生して家の中は目が回るような日々。その上母親クラブ活動も有り、１年間は
あっという間に過ぎて行きました。
１０１才で姑は旅立ってしまい、双子も保育園に通うようになり、少しホットした日々になりました。
孫も１才９か月になると言葉をはっするようになり、この人は誰ですかと聞くと、「ジージ」「バーバ」と答え、夫婦ともども嬉しく毎日質問攻めをして
います。
今では「いくジージ」「いくバーバ」になった日々を楽しんでいます。

福岡県北九州市

先日いつも行っている体操教室に近くの小学校の児童達が体験にきました。１クラス２７名の子どもたちと音楽に合わせてステップを踏んだり、
ゲームをしたりして思いっきり体を動かしました。
「もう終わり～？！」という声を後に子どもたちは帰っていきましたが、体操教室の仲間からは「やっぱり子どもっていいねぇ」「元気がでるね！」と
いう声が上がりました。
子どもっているだけで周りにいる人たちを元気に、明るくしてくれると感じました。

福岡県北九州市
今の子供はマナーが悪い。食事の時、ひじをついたり犬食いスタイルで食事をし、アグラをかく（女の子）本当に見てて、親はどういうしつけをして
いるだろうかと思う。

福岡県北九州市 かんつむママ

ふたりの子供達を育てているママです。
ただ、毎日元気に楽しく過ごしてほしいなぁ～
そしてその笑顔にいやされ、笑う事が多くなったよ
体調の悪い時、下の３才の娘が大きくなったら夕ご飯作ってあげるネって言われ、そんな事を言うようになって、うれしく思いました。二人ともあり
がとう　これからも沢山の笑顔を見せてネ

福岡県北九州市
最近思うに、あいさつをする子がいない。
叱ってもしらん振りをする。



福岡県北九州市

・年金生活　ブツブツ言わず　メタボ・家計スリムに！！
・金婚式　迎えてみれば　あれまあそんなに！！
　二人揃ってこの日を迎えられたことは本当に感謝です。
　余世は徳をしたと気楽に暮らそう元気で！！
・動物（猿の生態の講演を聞き）の我が子への愛情を見習うべし　なくならない虐待

福岡県北九州市 「うでずもう　負けて気が付く　子の成長」

福岡県北九州市 世の中の若いママ！！スマホばかり見ないで可愛い我が子の顔みてよ

福岡県北九州市 ひなちゃんのババ

娘が夫婦ゲンカをしました。グチグチ旦那の悪口。娘がいない時、３才の孫に聞きました。
「ひなちゃんのパパとママどっちが強いの」
孫がすかさず、「ママ」と大きな声で言った。
子どもの前ではケンカは良くないよ！！

福岡県北九州市 脳トレを　共にしようよ　ジジと孫　（育ジイ）

福岡県北九州市 かあちゃん

現在わが家は夫、義母、私の３人家族です。時々次女の子ども達（１２才、８才男、１才６か月）を預かることがある。義母は現在９０才で認知症である
が、孫達は義母のことをおおばあちゃんと呼んで大好きである。特に１才６か月の孫は一生懸命お世話をする（しているつもりである）そのしぐさ
を見ていると義母の方が赤ちゃんのように思えてくる。楽しみながら、何か言葉にならない言葉で話しかけている姿は優しさに溢れ、人に対する
接し方を教えられているようである。
今は何も気付いていないだろうが、この優しい気持ちを忘れず成長していって欲しいと願います。

福岡県北九州市

ある日の朝、通学路で交通安全巡視をしていたところ、近所のマンションから女の子の泣き声が聞こえて来た。ちょっと気を付けて聞いてみると、
母親と言い合いをしているみたい。
「お母さんが言ったんやん」何度も言っている。
朝から何があったんだろう。しばらくすると学校の始業のチャイムが鳴り出した。
でも女の子は出てこない。私が立っている間女の子の姿を見る事が出来なかった。あの女の子は今日学校を欠席したのかな。
おせっかいやきのおばちゃんはチョット気にしています。

福岡県北九州市 ゆきさん

「人は幸せになるために生まれてきた」そうです。
でも、それは当たり前の事だそうです。
「人は人を幸せにするために生まれてきた」使命があるんです。
赤ちゃんの邪気のない笑顔をみているとほんわか幸せな気分になります。つられてついほほえんでしまいます。
泣き顔、泣き声でさえ、可愛く感じます。
生まれた瞬間から人は（赤ちゃん）人に（親）幸せをもってくるんだなぁ！って思います。
私も子供達、孫達からいっぱい幸せをもらってます。

福岡県北九州市 一番の　宝物だよ　子の笑顔



福岡県北九州市

・地域の子　みんなで支え　守りぬく
・ただそこに　君がいること　しあわせで
・親の愛　子どもの未来の花が咲く
・いろんな目　育だつ強い子　生きぬく子

福岡県北九州市 はっぴーまま いつまでも　忘れないでね　その笑顔

福岡県北九州市 ゆりえママ 「脱メタボ　長生きしてね　お父さん」

福岡県北九州市 スマイルママ 「目の高さ　いつも間にやら　子が上に」

福岡県北九州市
いい天気　おむすび持って　公園へ　（アウトドアママ）
モデルかな　かわいすぎるよ　おさな児が　（デレデレ親バカ）

福岡県北九州市 プチポチサチ

・いつの間に　バアバを越える　丈と智恵
・わたしでも　かわいくなるかと問う孫娘　今でも可愛いと答える息子
・今想う　ここぞの時に　守れていたか
・四十路の子　もう一度　小さくなれば　抱きしめる
・嫁がぬ娘　先々淋しく　ならないか
・あなたにも　わたしにも　あるなやみ
・読み聞かせ　してもされても　あたたかい
・あれもしたい　これもしたい　したくないのは家のこと
・ワープロが　何故なくなった　あの便利もの

福岡県北九州市 夕飯を作るたび　大きくなーれと　願うばば

福岡県北九州市

「親孝行　いつかできる日　夢にみて」

４年大学を出してもらったのに、作家という不安定な道を選んでしまったので、いつか自分の今やっていることで親孝行がしたいという意味を込め
ました。

福岡県北九州市 えみのおばあちゃん

私の家は田舎で母が小さな玩具店を営んでいました。私が２２才の時、母が脳出血で倒れ半身不随に成り、私は勤め先をやめて玩具店を手伝い
ました。その年の夏初めて夜店を町が開催する事と成り、私はなぜか参加しなく成りました。父はそこまでせんでいいと言いましたが、母方の祖父
は「そりゃいい。ガンバレ！」と言ってくれ、品物を運ぶリヤカーを手配してくれました。
店を出してまもなく、祖母の所に和裁を習いにきていた方が、おもちゃの日傘を買ってくれ、「ありがとうございます」とお礼を言うと、「これは私が
買うのじゃないのよ。じいちゃんが桂子（私）が全然売れなかったら可哀想だから売っている物の中で、一番高い物を内緒で買ってきて」と言われ
たそうです。
私はその時余計な事せんでもいいのにと思いましたが、年をとるにつけ祖父の私への気持ちを思い、胸が熱く成ります。私も孫にその時は余計な
事をと思われても、のちのち思い出してくれる事をしてあげたいと思います。



福岡県北九州市

孫が２人、女の子ですが、電話をいつもしてくれます。
気づかってくれて、ありがたく思っています。
おばあちゃんになったのだなと年を感じていますが、その反面、２人のおばあちゃんになって嬉しく思っています。
上の孫は４年生になります。先日４年生の計算ドリルを百円均一で見ました。
思わず開いて見ました。もうこんなことを勉強しているのだなと・・・もう一度、４年生になったつもりで私も勉強したくなりました。とんかく子供達に
学ぶことが多くて、どうぞ元気ですくすくやさしい女の子に育って欲しいものです。

福岡県北九州市 孫の笑顔がうれしく、ただ成長を祈るばかり。いつもハラハラ我が子の時と違う子育て奮闘中のママの姿。手を出せずにいるババである。

福岡県北九州市

去年から町内の仕事で夜、家をあける事が多くなり、いつも帰ってからバタバタの毎日でした。
いつもの様に夜帰って来ると、娘が台所でステップ（踏み台）に乗って、食器を洗ってくれていました。
小さい頃は自分の事をするのに使っていたのに、今は自分からステップを使ってお手伝いしてくれる姿に成長を感じ、うれしくて疲れも吹き飛びま
した。

福岡県北九州市 外食産業が豊になり、小さな子供も親と共に外食三昧では、なぜか世の中が少し心配。まだ孫の顔が遠い未来のバーバです。

福岡県北九州市
娘の友達に子供が生まれ、一日一日母親になる姿を見て、お母さんもがんばろうという気持ちになります。ひまり、いつもかわいい笑顔ありがと
う。

福岡県北九州市

今年の８月に待望の初孫が誕生しました。
可愛くて可愛くてたまりません。
一週間見ないと淋しいです。
やっとおばあちゃんの仲間入り、うれしい反面複雑な気持ちです。
買い物に行っては、ベビー服にすぐ目がいき可愛いのですぐ買ってしまいます。
お嫁さん迷惑かも？でも赤ちゃんの時だけ買わせてね。と言ってます。
これからの成長が楽しみです。

福岡県北九州市

夏のある日、幼い男の子が前に座っておられる方の左側にひょっこりと座りました。
その男の子は隣にいる方の「ふりそでのお肉」をモミモミ。されるがままに・・・。
やさしいおばあちゃんは私達の仲間（母親クラブ）でした。
二人のうしろ姿にほっこり。
夏休みに娘さんがつれて帰っていたんだそうです。
（まだ孫のいない世話ヤキおばちゃん）

福岡県北九州市
孫が７人居る。親が共稼ぎの為か、勉強の方はいまいち身が入らない（成績は良くない）。
運動の方は大好きで部活、外遊びに夢中である。
大人になって役に立つのは間違いないが、１人位勉強の出来る子が居たらなあというのが、今は切なる願いである。



福岡県北九州市 オグママ

我が家には中２、小６、小４、年長と４人の子供がいる。それぞれに個性的で同じ様に育てたつもりだが、おもしろいように違う。
子供が大きくなっていくと、”手”をかける事が減っていく。その分”目”をかける。
手は出さないで、見守ることを心がけている。長男のかなり反抗的な態度にこぶしを握りしめる事もあるが、それも成長！！と鼻で笑える母であ
りたいと思う。大人の階段を上りはじめたシンデレラ（長女）に甘えん坊でグルメな次男。将来の夢はハンターになる事らしい三男。
毎日、ドタバタでゆっくり話をしたかしら・・・と思う日もある。だが、子供達は確実に日々進化している。それに置いて行かれないように母として、妻
として、嫁として、娘として、そして何より人として、成長したいと思う。いろんな経験をさせてくれてありがとう。そしていつも心に太陽を・・・そんな
母でありたい。

福岡県北九州市 孫男の子３人いて、たいへんだけど今の若いパパ、ママ、どんどん頑張って生んでください。お願いします。

福岡県北九州市

長男が小３の時、歩きながらつぶやく。
「お母さん」「なに？」
「ボク、お母さんがお母さんで良かったー」
「なんでェ？」
「だって、おもしろいもん」

―聞けなかった。そのオモシロイの意味―

福岡県北九州市

おとなになった長男のつぶやき
「ボク、思うんだけど・・・。弟や妹っていいよね。」
「なんで？」
「だって、２年も３年も早くボクのする事見て、聞いて、見につけて、マスターしてるやん。」
「そおか～。」

―長い事、気づかなかったママ―

福岡県北九州市
うちの子はなんでもいっしょうけんめい取り組みます。
それがとても自慢です。

福岡県北九州市 孫の子育て見ていると過保護と思ったら、世代の違いを感じます

福岡県北九州市 おとうさん　カセットかってくれて　ありがとう

福岡県北九州市 たけるくん　兄弟げんか　楽しいな

福岡県北九州市 「おかえり」と　その声楽しみ　帰り道

福岡県北九州市

わたしはたっきゅうをならっています。
いっしょうけんめいに練習をしています。
そのわけは、たっきゅうの大会で１いになりたいからです。
だからがんばります。



福岡県北九州市
私のしょう来の夢は薬ざい師になる事です。
薬で病気の人を助けて、笑顔になってもらうのが夢です。

福岡県北九州市
私は学校や学童で勉強やたっきゅうをがんばっています。
あと連合音楽会の練習をがんばっています。これからもがんばりたいです。

福岡県北九州市 弟に、おばさんって、いわれたくない

福岡県北九州市 なぜだろう　さいきん宝物を　すてられた

福岡県北九州市 あっぴー

わたしのおとうとはいちばんかわいいです。
かわいいところは、ほっぺがぷにぷにしてだいすきです。
でもわたしがほんをかしてっていっても、かしてくれないところをなおしてほしいです。
だけどわたしは、おとうとのことをだいじにおもっています。

福岡県北九州市 わたしのしょうらいの夢はないけど、でも、たっきゅうをならってるので今の夢はがんばりたいです。

福岡県北九州市 ほくのしょうらいのゆめは、プロ野球せんしゅです。２７こさんしんをとることです。

福岡県北九州市 しょう来のゆめ、ボートせんしゅ

福岡県北九州市 しょうらいのゆめはたっきゅうになることです。

福岡県北九州市 ぼくのしょうらいのゆめはやきゅうせんしゅになりたいです。それでゆうめいじんになってみんなからさいんをくださいな！ていわれたいからです。

福岡県北九州市 僕は、芸人・弁護士・ゲーマーにしょうらいなりたいです。

福岡県北九州市

❤ママへ❤
いつも、ひなちゃんが好きなごはんを作ってくれて、ありがとう。
ひなちゃんは、ママが首がいたいの本当はしんぱいしてるんだよ。
むりしないでね。

☆パパへ☆
いつも、お仕事おそくなって夜、あえるときだけあえるけど、ひなちゃんはパパのこと好きだから気にしないでね。好きだよ。

福岡県北九州市 ぼくのしょうらいのゆめは、ゲーマーになりたいです。

福岡県北九州市
野球観戦にもっとチケットを取っていきてい
イルミネーションにいきて～い



福岡県北九州市 もっとおかねをつかってでもいろいろかってほしい

福岡県北九州市

①コンサートにつれていってほしい②じゅくをならいたい③ジェネレーションのグッズをかってほしい
④勉強につかうものをかってほしい⑤服をかってほしい⑥クツをかってほしい
⑦しゅくだいを教えてほしい⑧やさしくしてほしい⑨コンサートのファンクラブにはいらせてほしい
⑩イルミネーションにつれていってほしい⑪ミッキーがいるところにつれていってほしい
⑫うわぎをかってほしい⑬カセットをかってほしい⑭DVDとCDをかってほしい
⑮ファンクラブになっていろいろかってほしい⑯プーさんのグッズをかってほしい
⑰カレンダーをかってほしい⑱キンホルダーをかってほしい⑲やさしくしてほしい⑳すいとうをかってほしい
21ファイルがほしい22かみのけのゴムをかってほしい23くつしたをかってきてほしいです。
そのほかは、ありません。

福岡県北九州市
①やさしくしてほしい②にぎやかに～～～③カセットがほしい④酒をのまないでほしい（じいじ）
⑤タバコをすわないでほしい（じいじ・たけちゃんかつ）⑥おこらないでほしい
⑦おもちゃやおかしシールをかってほしい⑧モンゲンを長くしてほしい⑨なつに川に行かせてほしい（プールと海も）

福岡県北九州市
３DSのカセットをたくさんかってもらう
アイカシカードのせいざドレスぜんしゅるいをかってもらう

福岡県北九州市

ママとパパがだいすき。たんじょうびがたのしかったです。パパとママがおきなわにつれていってくれた。
たのしかったです。ママがやまのぼりにつれていってくれた。パパがこうえんにつれていってくれた。ママがもういっかいつれていってくれます。
パパとママがなかよしです。

いつまでも　ママがだいすき　はるかはね

福岡県北九州市
いつもおじいちゃんがお金をくれます。
いつもおじいちゃんの家にあいにいったら、おじいちゃんがおこづかいをくれます。
おじいちゃんがやさしいです。

福岡県北九州市 おねえちゃん　いつもやさしくしてくれて　ありがとう　すきだよ

福岡県北九州市 ぼくのおとうさんがほしいものがほしいって言ったら、いいよと言ってくれてやさしいなーと思いました。

福岡県北九州市 パパがやすみのときにいろいろかってくれるからうれしいです。

福岡県北九州市 おかあさんへ　たまにおしごとがんばってくれて　ありがとう



福岡県北九州市

おとうさんへ　いつもおしごとをがんばってくれてありがとう。
ちずはもがんばるね❤
ちずははおとうさんがすきだよ！
日ちよう日に、ときどきあそんでくれてありがとう。

福岡県北九州市 わたしのおかあさんが休みのとき、いつもあそびにつれていってくれるからうれしいです。

福岡県北九州市

パパへ
パパはしごとをがんばっていてとてもうれしい！
やすみのときにたまにあやに一日にいいことをしてくれてありがとう！
たとえば、こうえんにいっしょにつれていってくれてありがとう！
パパにいっつもあったらハッピーです。

福岡県北九州市 ぼくのかぞくは、やさしいかぞくです。いえのなかですきな人はパパです。

福岡県北九州市
おとうさんへ　おかあさんへ
いつもありがとう。

福岡県北九州市
お母さんへ　そうたろうばかり、あまやかさないでほしい。
お父さんへ　ほしいもの買ってくれてありがとう。またかってね。

福岡県北九州市 ぼくのしょうらいのゆめは、おりんぴっくにでることです。

福岡県北九州市
私は受験生です。もうあと何か月しかないのに、なかなか受験生という自覚がありません。しかも親が毎日毎日勉強しなさいというし、運動会に中
間もすぐなのでつかれています。

福岡県北九州市

わたしはおとうさんがすきです。
どうしてかというとやさしいからです。
あとおかあさんがすきです。
どうしてかというとりょうりがじょうずだからです。

福岡県北九州市 今は中学生で、初めての運動会に向けてがんばっています。リレーが楽しみです。

福岡県北九州市
わたしは、おとうさんがだいすきです。わけは、ケンカしたときは、おこらずにやさしくちゅういしてくれるし、しごとと中にごはんをつくってくれたり、
かえりがけにアイスを買ってくれたりするからです。つくったごはんもとってもおいしいです。

福岡県北九州市
おとうさんへ　もうちょっとやさしくしてよ。ねえちゃんばかりやさしくするな。
おかあさんへ　パソコンがんばってね。がんばれよ！！



福岡県北九州市
お母さんへ　いつもおいしいごはんを作ってくれてありがとう。
御父さんへ　ちょっとだけど、いろんな事を教えてくれてありがとう。

福岡県北九州市 いつもありがとう

福岡県北九州市 いつもごはんやめんどうをみてくれてありがとう　かぞくへ

福岡県北九州市 ママへ　いつもごはんつくってくれてありがとう。パパへ　いつもしごとがんばってくれてありがとう。

福岡県北九州市
パパへ　いつもかってといったらかってくれてありがとう
ママへ　りょうりをつくってくれてありがとう

福岡県北九州市 おかあさん　まいにち料理　ありがとう

福岡県北九州市 おにいちゃん　おたんじょうびおめでとう

福岡県北九州市 私は学校で今、連合音楽会練習をしています。児童館では、たっきゅうをやっています。連合音楽会でも、たっきゅうでもがんばりたいです。

福岡県北九州市
おばあちゃんへ
いつもかずまのせわをしてくれてありがとうございました。おばあちゃんまたまたきてね。

福岡県北九州市 おかあさん　おこしてくれて　ありがとう

福岡県北九州市
わたしは菅生児童館で卓球を習っています。水曜日と土曜日でしていて、水曜日は１時間で土曜日は２時間やっています。水曜日は学校が終わっ
て行くので少しおそくなり、１時間ではたりないぐらいです。毎年、１度だけある卓球の試合にむけて水曜と土曜にある練習をがんばっていきます。

福岡県北九州市

わたしは菅生児童館の卓球を習っています。水曜日は１時間、土曜日は２時間あります。フォア打ち、バック、スマッシュなどの練習をします。わたし
は卓球が好きなので、用事がないとき、毎週いっています。そしてコーチたちのいっていることをためしてみたりして、はいったときは、とても気持
ちがいいです。そして毎年１回ある児童館の大会では優勝を目指していつもがんばっています。
わたしは、これからも自分の技じゅつをみがいてもっともっと強くなって児童館の大会で優勝できるようにがんばります。

福岡県北九州市 ともだちとまえいっしょにあそびました。

福岡県北九州市
しょうらいがっこうのせんせいになりたいです。
しょうらいかみきりやになりたいです。
しょうとけいきやになりたいです。

福岡県北九州市 ぼくのゆめはやきゅうになりたいです。



福岡県北九州市 しょうらいのゆめは、プールとサッカーです。

福岡県北九州市 しょうらいのゆめは、まぐろをつりたいです。

福岡県北九州市 ぼくのしょうらいのゆめはたっきゅうせんしゅになりたいです。どうしてかというとせかいいちつよいせんしゅになりたいからです。

福岡県北九州市 わたしはたっきゅうをがんばってます。

福岡県北九州市 ぼくのゆめは、やきゅうせんしゅになりたいです。

福岡県北九州市 卓球がんばっています。しょうらいのゆめはつりし。児童館みんなで卓球が１位になりたい。

福岡県北九州市 サッカーせんしゅに、なりますように。

福岡県北九州市 ともだちになりたいな。

福岡県北九州市 しょうらいのゆめはさっかーせんしゅになることです。

福岡県北九州市 学童でいっぱい遊んでいます。

福岡県北九州市 わたしはたっきゅうが大すきです。いつかおねえちゃんみたいになりたいです。

福岡県北九州市 おにいちゃん　いつもあそんでくれて　ありがとう

福岡県北九州市 にいちゃんへ　教えてくれて　ありがとう

福岡県北九州市 おばあちゃんへ　いつもおむかえ　ありがとう

福岡県北九州市 お父さん　毎日お魚　ありがとう

福岡県北九州市 おとうさんへ　いつもしかて（しごと？）　ありがとう

福岡県北九州市 おかあさん　ごはんつくってくれて　ありがとう

福岡県北九州市 ママへ　なかなおりして　　パパへ　なかなおりして



福岡県北九州市

お父さんへ
いつも朝ごはんを作ってくれてありがとう！！
夕方には、じどうかんの時はむかえにきてくれて、ばあちゃんの家にいる時もきてくれてありがとう！！
よるもあそんでくれてありがとう❤これからもおしごとがんばってね！！

お母さんへ
いつも早くおきておねえちゃんのおべんとうを作ってそれから私をおこしてくれて、すいとうをいれてくれたり、にこのごはんも入れてくれてみん
なんおおせわをいっぱいしてくれてありがとう❤
これからもおしごとがんばってね！！　ひかりより

福岡県北九州市 おばあちゃん　いつも、おこめややさいをつくってくれてありがとう。こんごは、わたしがおばあちゃんにしてあげるね。

福岡県北九州市 赤ちゃんをうんでほしい。もっとばあちゃんの家にとまりにいきたい。

福岡県北九州市

たん生日に家族がおいわいしてくれる。いろんな物を買ってくれる。おむかえにきてくれる。ごはんを作ってくれる。遊んでくれる。べんきょうを教
えてくれる。なやみをそう談してくれる。わたしがこまってくる時にそう談してくれる。いろんな場所につれていってくれる。いつも明るくてえ顔の家
族が大すき。ときどきままからおこられるけど大すき。

家族がね　そばにいるとき　あったまる
おむかえだ　ママにかんしゃ　ありがとう

福岡県北九州市 弟にたたかれる　ママにいいつける　倍返し。　くやしいよ。

福岡県北九州市
・とおさんも　むかしはほれた　かあさんに　（男）
・いつもしあわせでくらしています❤　（女）

福岡県北九州市 もえ
パパママへ　おにいちゃんへ
いつもおしごとやサッカーがんばってくれてありがとう！！これからもおしごとやサッカーがんばってね❤
わたしもマラソン大会がんばるからね　大すき❤

福岡県北九州市 この
パパへママへ
いつもおしごとがんばってくれてありがとう❤パパはいつもやすまずおしごとをがんばってくれるパパが大好きだよ。ママはきょうだい４人もい
ておしごとがんばってくれるママが大好きだよ❤いつもありがとうね。大好き。

福岡県北九州市 おかあさん　いつも夜まで　ありがとう

福岡県北九州市 ６時起き　もう少しだけ　ねかせろよ

福岡県北九州市 おかあさん　おいしいごはん　ありがとう



福岡県北九州市 お母さん　おいしいごはん　ありがとう

福岡県北九州市 おとうちゃん　いつもわがままばっかりごめんね。これからくちごたえとわがままといじけをなおすからいままでのことゆるして

福岡県北九州市 つかさにい　めかつぶれてて　かわいそう

福岡県北九州市 おかあさん　まいにちごはんをつくってくれて　ありがとう

福岡県北九州市 お母さん　毎日ごはん　ありがとう

福岡県北九州市 おとうさん　習字のむかえ　ありがとう

福岡県北九州市 おばあちゃん　おくりむかえを　ありがとう

福岡県北九州市 おとうさん　ゲームを買ってくれて　ありがとう

福岡県北九州市 おかあさん　おいしいごはん　ありがとう

福岡県北九州市 おばあちゃん　むかえにきてくれて　ありがとう

福岡県北九州市 おとうさん　おしごと　がんばってね！！

福岡県北九州市 おかあさん　毎日、ごはんつくってくれて　ありがとう。

福岡県北九州市 おとうさんおかあさん　いつもやさしくしてくれて　ありがとう。

福岡県北九州市 おかあさん　おべんとう　つくってくれてありがとう

福岡県北九州市 Y.N

こどもには声かけを・・・
こどもと遊ぶ時、食事する時、お出かけをする時、いつもいつも話しかけてあげましょう。
お母さんは黙ってじっと座って、こどもだけを遊ばせている後継をよく見ます。そんなおとなしいお母さんが最近多いなぁと感じています。そして
動作を大きく、楽しそうに表現してあげたら、うれしく思います。
子育てはお母さん自身も楽しみましょう。

福岡県北九州市 モータン ばば遊ぼ　頑張りすぎて　筋肉痛



福岡県北九州市 介護ママ

思いもかけず、昨年から母の在宅介護が始まりました。
二度の体調不良の後、デイサービスにも行けなくなり、今はベッドの上の生活です。
そして認知症も段階を経て、昔の事もほとんど思い出せないし、加えて娘(私)の事もわからない様子。会話もかみ合わない毎日なので、頼りにな
るのは笑顔だけ。
とにかく、何をするにも一息おいて「笑って。笑って。」と気持ちを切り替え、母の笑顔を引き出します。
おむつを替えるのもさらっと笑顔で乗り切ります。
いつものいないものが見えたり、聞こえたりする母ですが、出来るだけ心穏やかでいられるように、今日も笑って過ごします。

佐賀県

「お母さん　仕事しないで　そばにいて」
「この仕事　ママの夢なの　やりたいの」

働くお母さんが多くなってきた今、子どもにもちゃんと説明が必要です。

佐賀県佐賀市 サツコ

「金ないと　言いつつ毎週　ファミレスへ」
子育て世代のお母さんが「お金がないので仕事する」と言って、小さい子どもさんを預け、クラブ員もやめると言われました。お金の使い方がどな
のかよく考えてほしいと思いますが、思いを伝えても伝わらない現実。本当に残念に思います。

「子育てはどっちも悪い還暦夫婦」
一人娘の子育てで未だに二人で言い合う事があります。そして最後「仕方ないなー」で反省する事ばかりです。親を看てきた二人にとっては、なか
なか思うようになりません。

佐賀県佐賀市 ケイバー
「会うたびに　身体も口も　孫げんき」

孫が来るのはとてもうれしいことですが、帰ったらほっとするのも事実です。

佐賀県佐賀市 えり子

「気持ち良く、起きたはいいが、やることも無し」
８６才の父がふともらした言葉。横で聞いていた母が、「じゃあ私と変わって」と言ったので周りは大笑いでした。

「死にそうだ　父の言葉に　食べすぎねと母」
残り物をもったいないと食べる父。冷蔵庫の内はさしずめ父の大きな弁当箱だとか・・・

「海外旅行　気遣いいらず　今のうち」
子どもはまだ独身、長男、娘。
周りに気遣いなく、今のうちにと旅行しているお気楽夫婦です。

佐賀県佐賀市 エイトレンジャー
子育て中自分の時間が持てないとイライラする事もありました。でも、そばに子供達がいるだけでいやされて、心地よくもあり。
今では、とても大きく成長し、”お母さん、お母さん”と何かにつけ、声をかけてきますが、いつまでつづくのかなぁーと思う時もあるこの頃です。



佐賀県藤津郡 せんかばぁば
私がいつもカレンダーに自分の予定を書いております。
孫が冬休みに親類の家へ泊まりに行くことになり、楽しみにしていたようです。
よほど嬉しかったのか、カレンダーに「うきうき、「センカ」いない日」と書いており、家族中で大笑いでした。

佐賀県藤津郡 せんかばぁば

週末に泊まりに来る娘と孫。来た時は忙しく、三度の食事を作るのも大変ですが、嬉しくもあります。
家に来ると孫が強くなり、娘と対等に口げんかをしております。目を細めて聴いておりますが、孫のあまりの口の悪さに私と娘と一緒に孫に注意
することも多くありました。これも一つの成長なのだと思っておりますが、ことば使いは厳しく注意したほうがよいと思います。娘の子だから言え
るのでしょうか。

佐賀県藤津郡 せんかばぁば 憎めない　ままとばぁばの　使い分け

熊本県

・孫とお散歩途中、道端に咲く花を見て一言、「おはなさん、おはよう！ゆうくんきたよー」と(※孫　２歳男の子)花にむかい、ヨシヨシしている姿に
癒される。
・６か月児の弟が泣きやまず疲れはて、涙ぐんでる母親を２歳の兄がみて、急にすみっこにいきワァ～ンと泣き出し、「ママごめんね。・・・くんがわる
い子だから・・・」と言う。それをみて疲れている自分をみせてはいけまいとママとしては、大いに反省したとの事。

熊本県合志市

４才の長女とひき算の練習。「みかんが６こあります。かほ(長女)が３こ食べました。あと何個ありますか？」それを聞いた２才の次女。すかさず「お
腹が痛くなる！」と答えました。
そうなんです。先日みかん狩りに行ってみかんをたくさん食べた次女は、その夜お腹を壊していたのです・・・。家族みんなで「そうだよね～」とうな
づいてしまいました。^_^;

熊本県熊本市
３歳の娘を見て
「コラ、ダメよ！！　叱るくちぶり　私のよう」
「ふざけあう　姉弟の姿　いやされる」

熊本県熊本市 さととさん

「やっぱり親子」
ピアノを習っている娘（４才）同じクラスの中での発表会で１人だけ両手で弾く曲を選んでみたものの、いざ本番になるとド緊張・・・で左手を弾くこと
がすっかり頭から飛んでしまいました。それをパパに話すと「さすが俺の子や・・・」と一言。あ・・・それは遺伝しちゃったのね・・・

「足がしびれて一言」
足がしびれて　フワフワする～

最近テレビで”夜寝る前は笑って寝る”という話を聞いて子どもと一緒に実践中。
慣れてくると子どもから「お母さん、今日笑ってないよ」と声をかけられます。そうして眠った次の日はいつもより寝起きが良いような気がします。

熊本県熊本市

産まれてきてくれてありがとう
初めて知る　よろこび楽しみ
これからいっしょ　よろしくね
いつも　見てるよ
いつも　いっしょだよ



熊本県熊本市 久乃

産声に　娘をママにと　涙する
（娘が母親になれた事に感謝の気持ちでいっぱいになりました。娘の所に来てくれて”ありがとう”と・・・）

巣立ちゆき　尚逢える喜び　知るも嬉し
（新しい生活を始めた子ども達と逢うのは、とてもうれしく思えますし、とても愛おしく思えます。その事を感じる事が出来るのも嬉しいことです。）

熊本県熊本市 久乃

世のならい　親から子へ　子から孫へ　脈々と
（いろいろ親がしてくれた事を子にしてるし、子は又、我が子に伝えていくんだろうと思います。）

子に与うるに　気　限りなく　限りある身の　せつなさ
（娘の世話をやきながら、親がやってくれた事を思い出します。何の心配もなく、いろいろ手伝えることの有り難さ、そして幸せな事。
私の時、兄夫婦と子ども達も同居してたので、兄嫁に対し何らかの心配がありました。両親も又、同じく気にしながら世話焼いてくれたろうと思いま
す。もっと自由に、何でもしてやりたいと思ったろうと、亡くなった両親を思い出します。男三人と末っ子（私）でしたので・・・）

熊本県熊本市 みゆママ

この夏、４才の娘がばぁばの家にお泊りして覚えてきた言葉
「しまった、しまった、島倉千代子♫
よかった、よかった、吉永小百合♪
こまった、こまった、コマドリ姉妹♬」
古っっ！！

熊本県長洲町 ミチさん

昨年、嫁が入院手術した時のことでした。小２の女児、年長の男児、７か月の女児の３人の孫たちの世話を両方のおばあちゃんとおじいちゃん大ば
あちゃんたち５人が連携していました。私たちは保育園の送迎と学童保育のお迎えをして、息子の家へ送り届けると、５才の孫がにこにこしながら
言ったことばに皆びっくりしました。

「すみませんねぇ。おかあさんが入院したせいで・・・。大人たちは大変だね。お世話になります。」

息子がその後２か月程中国に出張で留守の時にも、

「僕は男だから、おかあさんやにこちゃん（小２）やりりちゃん（８～９か月）を守ってあげるよ。」

いたずらばかりで困らせていた孫でしたが、男の子は小さな時から男の子なんだと嬉しく思ったことでした。

宮崎県児湯郡 もえママ

ある日の夕食の後片付けの時のはなし。
お皿に残っていた汁を私が床にこぼしてしまったのを見て娘が一言「私がふいておくよ。」と言いました。私だったら「何やってるの！！」と怒ってし
まったかもしれない。この日は沢山娘をほめました。
これから先も娘から教えられることがあると思いますが、それを受け入れていくことが出来るだろうか。まだまだ子育てと自分育て中の私。

宮崎県児湯郡 れな お母さん　お仕事たいへん　　早く寝て

宮崎県児湯郡 みゆき きついなら　私がするよ　お母さん

宮崎県延岡市 中島地域活動クラブ 「起こす時　あばれやしないかと緊張し　母の気も知らず　静かな寝息を立てる息子」



宮崎県延岡市 中島地域活動クラブ 「寝ていると　小さい時と変わらない　そのほっぺたに　母は癒され」

宮崎県延岡市 中島地域活動クラブ
「親心　子育てしてみて　わかるけど　今だに親の　心わからず」
「長男が　家を離れて　寂しいな」

宮崎県延岡市 そうだねまー君
イライラママに内緒で、パパと２人動物園に行ったそうです。できあがった写真を家族で見てて、「この写真めっちゃ楽しそうだね。ママも行きた
かったなぁ。」と言ったら、「うん、今度は一緒に行こうね。もっと楽しいよきっと！」とにっこにこの顔で飛びついてきました。早速次の日曜日、みんな
でお弁当を持って動物園に行きました。

宮崎県延岡市 ダメよ　ママ
あのねこれ　ぼくのしんぶん　絵本とる

我が息子が５才のとき「てれびくん」という本が欲しくて発した言葉がこれでした。あははと笑って買ってやりました。甘い母です。

宮崎県延岡市 受験生デス
お母さん！遠慮しないではっきり言ったほうがいいよ。どうしてほしいか・・・。
お兄ちゃんだってわがまま言っているってわかっているんだから・・・。

宮崎県延岡市 チーちゃん

子どもが小学１年生の頃、私と主人の結婚記念日に手紙をくれました。内容は
「お父さんとお母さんへ」
お父さん　お母さん　ぼくを生んでくれてほんとうにありがとう。
食べ物とかは買ってあげられなかったけど、けっこん記念日おめでとう！！

その手紙が最高のプレゼントでした。嬉しかったです(^_^)

宮崎県延岡市 絵馬を書く　瞳のおくに　未来あり

宮崎県延岡市

子ども達へ
覚えていますよ。あなたが我が家に来た日の事を
覚えていますよ。あなたが初めて歩いた日の事を
覚えていますよ。あなたが笑った時のかわいい笑顔　泣いた時の悲しそうな顔
覚えていますよ。少しづつ大人になっていくあなたの全てを

あなたは私達の宝物だから
あなたは私達の大切な大切な子どもだから

宮崎県延岡市 みいゆめママ

もうすぐ６年生になる長女は小さい頃、いつもベッタリくっついて私から離れて行動することがなかったのに、最近は「買い物行こう。」「○○へあそ
びに行こう。」と誘っても、「行ってきていいよ～！」と言うことが増えてきました。我が子の親離れを、うれしいと思う反面、やっぱりさびしい気持ち
の方が大きいです。
４月から１年生になる次女はまだまだ私にべったり。
わとわりついてきて、うざったく感じることもありますが、『いつかは一緒に出かけてくれなくなる日が来る』
そんな時、私も喜んで子離れができるように今は納得いくまでベタベタしてあげたいと思います。



宮崎県延岡市 りんごちゃん

ある寒い日。おもちが入っていないぜんざいを食べながら一言。
『もちがない　ぜんざいを見て　「お・も・ち・な・し」』　うまい！座布団一枚！！

いつもたくさんのえがおをありがとう
『たくさんの　えがおが　パワーの源に』

宮崎県延岡市 みどり 澄んだ目を　濁してしまう　親の声

宮崎県延岡市
孫帰り　腰の痛みが　ぶり返し
孫の来て　破れ障子に　覗く顔

宮崎県延岡市 みいちゃん 初孫に　「じぃじ」呼ばれ　とまどう夫

宮崎県延岡市 みどり．K
・「ほら、母さん！」　守ったつもりが　守られて
・君を見て　はにかみ話す　スマホかな
・呼吸に合わせ　生きている　長生きの欲

宮崎県延岡市

孫を持つ年齢になり、若いママ達から育児の悩みやグチを聞く時、２７年前にタイムスリップし、私は当時は余裕がなく、育児書等を参考に一人で
悶々と悩みながら子育てしたことを思い出します。小さいことでもいいので一人で悩まず、まわりに話してみると自分だけではないんだな、違う
子育てもあるんだなと子育てに余裕ができ、我が子をみる目も変わってくるよ。
あなただけではない。みんなで子育てしていきましょう。とたいしたアドバイスにはならないけれど、若いママ達に伝えています。

宮崎県延岡市
男の子２人の兄弟。毎回ケンカばかり。そのつど「もう嫌」と言ってはなれるけど数秒後には仲直り。そのくり返しで遊ぶ子ども達。そんな姿を見て
兄弟の成長やほほえましさなど感じ子育てが楽しくなります。

宮崎県延岡市 応援を背に受けながら走る子等　晴れやかな笑顔に心和らぐ

宮崎県延岡市 にゃんこママ

３歳の女の子、５か月の男の子の母です。二人育児を始めて早５か月。最初はペースが掴めないし、赤ちゃんは寝ないし、お姉ちゃんは赤ちゃん返
りするし・・・２人同時に泣くこともあり、もうトホホでした。
最近気持ちに少し余裕が出てきたな・・・なんでかな・・・と思って考えると、うちに小さなサポーターが誕生していたのです。
お姉ちゃんなりに色々な葛藤があったのでしょうが、すっかり立派なお姉さんになり、弟が泣き出すと、すかさず飛んでいって、おもちゃであやした
り、「ママがいいよねー」と話しかけてくれたりとても頼りになります。二人でゲラゲラ笑い合っている姿を見るととても幸せで姉弟っていいなと思
います。
２人の子ども達に支えられながら、これからも子育てを楽しみたいと思います。



宮崎県延岡市 ２児の母

小３の息子、小６の娘、２児の母です。
子育てにはあまり手もかからない年齢になりましたが、小３の息子はやんちゃで元気がありすぎ、小６の娘も思春期の入口で難しいお年ごろで
す。
仕事で父親は週に１～２日程しか帰って来ないので、なかなか父親とふれあう時間はありませんが、私が仕事で疲れて帰ってからバタバタと家事
をこなしていると「お母さん手伝うね～。」と言ってお手伝いをしてくれる子供達。又私が体調が悪い時も「お母さん寝ちょきね～自分達でするわ
～」と言って気づかってくれます。
こんな優しい心が育っているのだなと嬉しい気持ちでいっぱいです。
このまま優しい心のまますくすく育ってね。

宮崎県延岡市 ペコちゃん

子育て１８年、今も尚現在進行形の毎日。確かに子育ては楽しいことばかりではなく、子ども達それぞれの信号を受け悪戦苦闘しながらも「育って
きた・育っている今」ふとした場面やふとした時の言葉に目には見えない、お金ではかえない幸せを感じ、子どもから頑張る力をもらっているんだ
と感じる。
普通親が子どもを育てるんだと決意的に思いがちだが、親が忘れていることを、子どもから教えてもらい気づかされ親も、笑顔や優しさをもらっ
ているのだと気づく。お互いに栄養を補いあったり与えあったりの仲なのかもしれない・・・（笑）
一番下の子も中学１年生。よく姉とお料理を作ってくれ私の仕事帰りを待っててくれたりする。
教えてはないが、子どもってよく見ているんだと思う。そんな自発的に自分達でしてくれる行為に、「ありがとうの言葉」と共に、子ども達の成長が
感じられた瞬間、喜びに涙する。
色々な子育てや子育て論があるが、どれがNO１ではない。
唯一、自分１人で悩まず、誰かに悩みある時話すと楽に気持ちがなるものだ。
そこから又、枝分かれしながら色んな子育てを経験し、進んだり、後戻りしたり立ち止まる時期、期間を経てゆっくり進んでいく。こういう期間があ
るから子育ては楽しいのかもと、今だから私は思うのでした。

宮崎県延岡市 ディズニー大好き

私は小学１年、５歳の女の子、４か月の男の子の母です。５年ぶりの赤ちゃん。１人目、２人目の時は何も分からずただ必死だった子育てですが、３人
目の今は少し気持ちにも余裕が出てきて、久しぶりの赤ちゃんの成長を楽しみながら育児をしているところです。上のお姉ちゃん２人も弟がかわ
いくて仕方ないようで産まれてから４か月たった今でも抱っこの取り合いです。最近はあやすと笑うようになったので「かわい～い」とみんなが言っ
ている我が家です。
オムツ交換はウンチの時も嫌がらずしてくれるし、ミルクも飲ませてくれるし、小さなお母さんでとても助かっています。働きながらの子育てで毎
日あっというまにバタバタと過ぎてしまいますが、１人ひとりの成長をしっかりと見守りながら、悔いの残らないよう関わっていきたいと思います。
そして、子どもから色々な事を学びながら、私自身も母親として成長していかないといけないな～と感じています。

「おとうとの　取り合いいつまで　続くやら」

宮崎県延岡市 K 「ただいまと　玄関灯り　暖かい」

宮崎県延岡市 Yママ
就寝時　冷たい布団　肌寒い
抱っこ抱っこと　ポカポカギュッ！！

宮崎県宮崎市 しーちゃんママ

「子の元気　ついていくのに　ストレッチ」

子供の活発さは嬉しい成長の印ですが、親やじぃじ、ばぁばは、体力が落ちるばかり・・・
すっと元気に楽しく過ごしていく為に、少しでも運動を頑張っている毎日です。



宮崎県宮崎市 ふみちゃん

１．孫の声　聞くたびさがる　めじりかな
２．孫育て　楽しんでいる　わが子より
３．毎年家族で帰省していた息子家族。今回は仕事の関係で帰省しませんでした。さびしい正月でした。
親ばなれ、子ばなれ、そして孫ばなれ。一つ一つの段階をこうやって向かえていくのだなあーと自分に言い聞かせた年始めでした。
４．孫の声　笑顔になって　長電話

宮崎県宮崎市

子育ては大変なのは良くわかります。私も５人の子供を育ててきました。
でも最近思うことは、子供を育てているのは母親・父親ではなく、おじいさん・おばあさんになっているのではないかしらということです。
お熱が出たといって病院にはおじいさん、おばあさんが連れてくる。保育園の送り迎えもおじいさん、おばあさん。私の知人は保育園の送り迎え
をした上に、お風呂に入れ、食事をさせてから親元に連れていっています。
親の食事が終わった頃に連れていってあげないと、ゆっくり食事ができないからと・・・。
なんか考えてしまいます。
親子のふれあいはいったいいつ！？

沖縄県

今は成人した子供たちが小学生の頃に書いてくれた置き手紙より・・・
（お父さんお母さんへ）
お父さん、お母さん、小さいころからあそんでくれたり、いろいろなことやってくれてありがとう。
お父さんはおしごとをがんばってくれてありがとう。お母さんもおうちのこといろいろありがとう。
ぼくが、けがをしたときそばにいてありがとう。

（お母さんへ）
きょうすけは、えいとのいえにあそびに行っているから６時までにはかえってくるからしんぱいしないでね。

（お母さんへ）
お父さんは飲み会に行きました。心配しないでね！！　子供より

沖縄県

「おいしいね　その一言で　ヤル気でる」
「おいしいね　その一言で　むくわれる」
「ありがとう　ちゃんと言うよ　子どもにも」
「ただいまぁ　毎日きくたび　ホッとする」
「ありがとう　言うたびふえる　お手伝い」

沖縄県宜野湾市 りこ なにごとも　いっしょにがんばる　かぞくだよ

沖縄県宜野湾市 ひよこちゃんのママ

私の４才になる一人娘（両家にとって初孫）の孫のパワーはすごいなぁと感じたエピソード

・実家に行くと、玄関出てすぐそこの車にお迎えに来るじぃじ。そして私達が帰る時は娘に対し「次いつ来る？明日おいでよ」と、夕飯を用意する母
のことはおかまいなし・・・。

・義父は長年喫煙をしていたが、娘（孫）のため禁煙に成功しました。

・ある時私一人実家に行った時は、家に入って父からの一言目は「○○○は？」と私を通り越して娘（孫）を探す姿があります。



沖縄県宜野湾市 RT.com

聞こえるよ　小さな声で　大好きと
小さな手　握りしめれば　あたたかい
ホッとする　寝息と寝顔　幸せだ
片付けた　その後すぐに　散らかった

沖縄県宜野湾市 ４人のママ
子供はおもしろい！そしてスゴい！
私がニッと笑うと、子供は私の何百倍もの素敵な笑顔で返してくれます。
その笑顔を見て、母親は凄いなと感じました。

沖縄県宜野湾市 akko

４人兄姉の末っ子の私。幼い頃、母に「誰が一番好き？」と何回かたずねた記憶があります。
「あなただよ」と答えてもらいとてもうれしく思ったのを今でも覚えています。
母となった今、私を奪い合う３人の子供たちにも２人っきりの時に「一番好きだよ」と言っています。
少しは安心してくれるかなと思って・・・。
親には誰が一番かはないのが本音ですが、子供の時に言われることで、安心感につつまれるといいなと願います。

沖縄県宜野湾市

僕は毎日のように「宿題をやれ」「早く寝ろ」などという言葉を繰り返し言われています。それは、当り前のように自分が悪いのですが、よく反抗して
しまいます。
しかし、母親が用事で留守になると、やっぱり何もできません。こういう時に母親の言葉の大切さ、母親という存在の大切さを実感しました。お母さ
んありがとう。

沖縄県宜野湾市 なおこ

一年生の息子が空手の大会に向けて組み手の練習をしています。
ヘルメットや防具を着けて同じ年頃のお友達と練習する中、蹴りをためらっているような動きが見られました。先生や先輩から「蹴っていいんだ
よ！！」と声をかけられ、やっと蹴りの動きを見せた息子。
あとで聞いてみると、「人を蹴っちゃいけないって教えられたんだから、急に言われても無理だよ。でも、次は絶対勝つ！！」と元気に宣言しまし
た。ケンカの時に蹴るのはダメ。
試合の時は蹴らなきゃダメ。一年生には少し難しいかもしれませんが、きちんと使い分けて心と体を強くしていってほしいと思いました。

沖縄県中城村

おしゃべり多感な４才児と言葉を覚えてきた１才半の孫は、保育園に通っています。
たまに会うと保育園の話をとてもうれしそうに笑顔いっぱいに話してくれます。そんな２人の笑顔をいっぱいもらい、癒されています。
保育園での避難訓練時、４才児のお姉ちゃんはクラスの列から離れ、飛びだして担任の先生はハラハラ・・・
話を聞いてみると”妹を助けなくちゃ！”ととっさに思って妹のクラスに飛び出していったようでした。
妹の優しい想いが身体いっぱいに感じてとてもうれしい姉妹愛でした。

沖縄県那覇市 野良

・「おてんとうさん」　　おかあさん　みてみて聴いて　こっちだよ　風にゆれてる　ひまわりの花
・「のらのこねこ」　　　こねこさん　ちゃんと生きて　いけるかな　私（のら）はやなぎ　あめ風まかせ
・「ありがとう」　　　　 おともだち　ほんのひととき　うなづいて　わたしのこころ　とかしてくれた
・「さむいから」         今のぼく　とてもやばいよ　聴いとくれ　何とかしてよ　陽だまりの風
・「のら犬」　　　　　　 あてもなく　灯りを求め　雨のなか　流れていくよ　私（のら）のこころ



沖縄県那覇市 ともきち
３歳の息子が私の作ったご飯を食べて、「お母さん、これおいしいね」と言ってくれるのがうれしい。
毎日食事を作るのは大変だけど、息子がモリモリ食べてくれる姿を見ると、もっとおいしいご飯を作ろうと思い、がんばれます。

沖縄県那覇市 幸せママ

「寝顔見て　怒りすぎたと　反省し」
「パパとママ　選んでくれて　ありがとう」

４歳の息子に眠る前「生まれてきてくれてありがとう」と伝えると、目をうるませながら「うん・・・」と一言。思わず私もうるうるしました。
現在第２子妊娠中ですが、「お兄ちゃんになるんだ！！」と張り切って、泣かずに幼稚園へ行くようになり、お風呂やトイレ掃除を進んでやってくれ
るようになりました。「生まれてきてくれてありがとう」「大好きだよ」こんな言葉をかけて続けていくと、他者へも愛を向けられるようになり、大きく
成長していくんだなと実感しました。

沖縄県那覇市
お母さん　おこってばかりいると　ブスになるよ！！

中1の息子から言われました(^_^)

沖縄県那覇市 ぷーこ 我が子たち　寝相が同じ　今夜もか

沖縄県那覇市 コサック

休日は　父さん部屋が　リビングだ

休みの日広いリビングには私ひとり。子供達は父さんにくっつき、部屋を移動。
寂しく感じたこともありましたが、父さんと仲良く過ごしている事を考えると幸せだな～と思いなおしました。

沖縄県那覇市 SA-CHAN 「娘っち　いまのブームは　たまごっち」

沖縄県那覇市
HARUHARUSHUNSHU
N

３才の息子の食事のとき、よくかんで食べてねという事を、「かみかみしてね」というと左手で自分の髪をなでなで・・・。
時間に追われている朝の時間が癒されました。

沖縄県那覇市 いたわりの　言葉のバトン　うけわたす

沖縄県那覇市 思春期に　親子でバトル　おもいでに

沖縄県那覇市 おりこうと　あたまをなでる　まほうのて

沖縄県那覇市 かおりママ

泣き虫でとても手がかかった長女。３才になって幼稚園に通うようになって、お友達とケンカをしたり、先生のご指導のおかげで人の話をきくこと
ができるようになり、日々成長を感じます。
最近は長女と次女と３人で手をつないで歩く時とても幸せを感じます。
次は次女のイヤイヤ期をむかえますが、家族でがんばって行こうと思います。



沖縄県那覇市 マロ

私の娘は現在２才１１か月。もうすぐ３才になります。
娘が生まれて３年。私が母になって３年。旦那も父になって３年。
長いようなあっという間のような３年の感じがします。
妊娠、出産、育児と初めてだらけの事で、独身時代には感じなかった、ほんの些細な事が不安になったり、心配になったり、嬉しかったり、感謝した
り、本当に私の体型？もふくめ、すべての事が変わりました。
旦那も最初はどう接したらいいか分からず、（私にも娘にも）父親って感じはしませんでしたが、お互い初めての事なので、一緒に考えてもらった
り、ケンカしたり。まぁ私が一方的に怒ってるだけなのですが・・・
そのかいあってか、今では娘もパパ大好きだし、とても協力的で今は良い人と結婚できて良かったなと思います。感謝ですね。家族の協力は本当
にありがたいです。
娘は最近、広汎性発達障害と診断されて今療育センターに通っています。
これからまた、父と母としていろいろ悩み、辛い事もあると思いますが、娘の持っている生きる力を信じて、良い所を伸ばしていける環境をなるべ
く作ってあげれたらと思います。
私達だけではできない事も多々あると思うので先生方、保健師さん、児童館の先生、お母さん達もあたたかい人ばっかりなので、多くの人に助け
てもらいながら私自身も成長できたらと思っています。

沖縄県那覇市 ミッチー

母がいつも太陽であること、子どもには安全基地であるお母さん。
とは、思いつつも私だって血の通った人間です。機嫌の悪い時も辛い時もあります。
それも人間らしいと思い素直に子どもに話してきました。心配させるのはかわいそうだけど、その分楽しさ「倍返し」と心がけてきた毎日です。
親として自分自身の心が満たされてこそ楽しめる子育てと思い、好きなこと（映画、本、手作りなど）をするよう楽しみました。
おかげで子どもが自立した今も自分の人生を楽しめる環境にいること感謝しています。
子どもはいつかは離れていくもの・・・
親が輝いて人生を送ることが一番の「子ども孝行」ですね！！

沖縄県那覇市

・おかあさん　おいしいごはん　ありがとう
・いつまでも　たのしいかぞく　あたたまる
・いつまでも　かぞくいると　しあわせだ
・おかあさん　ごはんつくって　ありがとう

沖縄県那覇市

お母さんとお父さんに伝えたいこと
私はお母さんとお父さんに伝えたいことがあります。
お母さんには「育ててくれて、ありがとう。これからもよろしくね！」と伝えたいです。
お父さんには「いつも仕事おつかれさま。私のわがままきいてくれてありがとう。これからも仕事がんばってね！」と伝えたいです。
お母さん、お父さん大好きだよ！（これも伝えたい！）


