
住所 ペンネーム 応募作品

青森県
我家には、一筋縄ではいかない宝物が3人居ます。にくったらしい事もあるけど、笑顔で全てがチャラになります。何よ
りも効く魔力の持ち主息子3人！

青森県 朝早く研修会の為に家を出る、自分の為とはいえ大変だ。でも良い先生に出会えてうれしく思う。
青森県 「ばあちゃんありがとう」と、笑顔の太陽の絵とともに大きく書かれた小３の孫の絵はとてもかわいいです。
青森県 こんなに心が穏やかでほんのりと暖かい気持ちになる日が来るとはあの時は思えませんでした。

青森県

 娘が中学1年の時です。娘をかわいがってくれていた祖母が亡くなり、そのまま家から出なくなりました。登校拒否で
す。「なんで、どうして」の質問には答えられない娘。心が傷ついている娘。この状態から抜け出すまで5～6年かかり
ました。親とは何か、この子の気持ちを理解できない未熟な一人の人間としてどうしたらよいのかどんなに思い悩ん
だ事か、それが今はすべて「ありがとう」でぼんのりと暖かいです。

青森県

中３になった息子が今朝言いました。「お母さん、ぼくもう中３だから。１人で出来るから心配しなくていいから」と私に
言いました。自転車で遊びに行く息子に「汗かくから着替え持ったら」「雨降ったらまずいからタオル持ていったら」「靴
下は」「パンツは」と次々私の口から言葉が溢れる。「お母さん僕は幸せだよ。こんなに心配してくれていつもありがと
う」そう話して、私の言葉がとまりました。

青森県 どの子も地球の我が子へだてない。
青森県青森市 子離れできない40才 夏の朝　早く早くと　せかせたら　いつしか息子が　準備完了

青森県青森市 ババ様
10年間主婦をしていた嫁が働きにでました。ふと部屋の隅にわたｺﾞﾐが・・・今まで気にしてなかったけどまかせっきり
だったネ。ゴメンネ。

青森県青森市 ママ感謝 子のめんどう　一日見てたら　きんにくつう
茨城県筑西市 みさき 私が落ち込むと、きまってパスタを作ってくれる弟。その味、そのやさしさが心にしみる。いつもありがと。
茨城県日立市 叔母と見し　幼き頃の　万寿沙華　手を継ぎ　叔母と見ていた　万寿沙華
茨城県鉾田市 まーちゃん 帰る場所がある。玄関に入ると「おかえりなさい」の声。「ただいま」と言える毎日がありがたい
栃木県足利市 Ｎ おとうさんとおかあさんと　デイズニーランドにいきました。とってもたのしかった。
栃木県足利市 S ぼくがテレビをみてたら、おねえちゃんがテレビをかえちゃいました。ぼくはもとにかえました
栃木県足利市 おばあちゃん　かまってくれて　ありがとう
栃木県足利市 R いつもおしごとしてくれて　ありがとう。かんしゃしてるよ
栃木県足利市 A テレビを見てたら　お父さんにチャンネルをかえられていやだったよ
栃木県足利市 T 入学式　おかあさんとでかけた。おとうさんはしごと。いっしょにきたかったな
栃木県足利市 B ままいつもおべんとうをつくってくれてありがとう
栃木県足利市 T ぼくとりょうやが見てるテレビをかってにかえないでください
栃木県足利市 S おかあさんとりょうりをしてて、おかあさんが「じょうず。」といってくれました。
栃木県足利市 R プラモデルを買ってもらいました。パパとつくりました。大きくてかっこよかったです
栃木県足利市 今は昔 子育て中　何度も人にいわれました。今が一番よ、と。その言葉に救われて、今度はその言葉を誰かにお返しです
群馬県邑楽郡 ピーマンマン 離れている子供たちとの距離は遠いけれど、心の距離は限りなく近い。
群馬県邑楽郡 なっちょ 口げんか家族元気のバロメーター
群馬県太田市 たまねぎマン 夫には、さいふのひもが固いのに、孫にはなぜか、ゆるくなるのだ
群馬県太田市 Ｒ子ちゃん 20才になっても子どもは子ども。朝起きられなくても「○○く～ん」と起こしちゃう甘いママ。
群馬県太田市 チュー子 「お母さんただいま」その一言で今日のあなたがわかったよ
群馬県太田市 はるる もう少し　バス停までの　朝ドライブ　娘が卒業　うれしさびしか
群馬県太田市 ぽっぷこ～ん 母親クラブ　グローバルな　井戸端会議

平成27年度「心のつぶやき」応募一覧　　※北から順に並んでいます。
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群馬県太田市 まゆみん 早起きも　息子のためなら　なんのその
群馬県太田市 明日天気になあれ♪ ありがたや　家族揃いて　笑む夕べ
群馬県太田市 ノエルのママ 笑顔はね　元気になれる　まほうだよ
群馬県前橋市 トマトちゃん さびしいな　子どものいない　食卓は（子どもが進学で県外へ行ってしまい、さびしい食卓になってしまいました）

神奈川県海老名市
君たちへ（孫たちへ）　いつも元気をありがとう
また遊んでね。だから平気だよ、じいちゃんいなくても。

神奈川県横浜市 ぱんまろ 愛娘　調書ももちろん好きだけど　たまらなく愛しい　あなたの欠点

神奈川県横浜市 中年やまめ

・うちの孫　センター以外　似合わない
・マンモス入学式　孫しか目に入りません
・つぶやきは人に聞かせて楽になる
・孫からの　朗報を待つ　胃腸薬
・「赤いシャツ着てみな　若返るぜ」だってさ　思い切ってチャレンジしてみるか

埼玉県さいたま市 えまたたまえ どんなにお手伝いしても言ってもらえなかった。だから介護の中では聞かせてほしい「ありがとう」

埼玉県さいたま市 肉球
孫の出す　脱力オーラに　負け添い寝
我が孫が　我がママになる　初帰省

千葉県柏市 三郎 「目の不自由なセミさんもいるのかな？」と首をかしげる孫が私は可愛くて仕方ない。
東京都大田区 さなえピース お手伝いをしたいと息子。私「きゅうり切って」息子「切れた」私「早いじゃん」息子「違うよ。指切ったんだよ」
東京都杉並区 末っ子の私を差別し、何も買ってくれず、暗い愚痴ばかり満たし、暴力をふるった父と母。お陰で私は精神病

富山県黒部市 らんるる
お母さん　私に言ってね　できること
悩みごと　話してみよう　ためらわず
育児中　ストレス解消　大事だよ

石川県鳳珠郡 こよりん おなかがポッコリ７才娘が自分の服をめくって一言、「私なんだか、やせたかも！」
石川県鳳珠郡 やすこさん 仕事で赤ちゃん抱っこして”ふと思う”私にこんな日いつ来るの？（早く孫の顔が見たい寂しい60才の女性）
石川県鳳珠郡 ここねん 子どもたちがいると家中賑やかすぎてうるさいと思うことも。でもいなくなると急に静かに寂しくなる我が家。
石川県金沢市 りおちゃん おとうさんがいつもおやすみのときにいつもこんびにとか、いろいろつれてってくれる。
石川県金沢市 ラッキーセブン 毎日が　とても楽しい　幸せだ
石川県金沢市 フラワー いもうといつもうるさいな。でもだいすき。
石川県金沢市 さえちゃん おとうとは、いつもげんきすぎる。
石川県金沢市 なつみ 学校で歌うと言って、「少年時代」を調べていた娘。「ない」と言うので、ipodを見てみると「少女時代」
石川県珠洲市 くみ～こ 息子の希望だった保育所の役員。「この用紙は役員さんだけやって！！」と嬉しそうに持ってきました
石川県珠洲市 たっくん、なおくんママ 子どもたちの寝顔に、母は癒される
石川県珠洲市 カナコ 「うるさいな」　母とはうるさい　ものなんです！

石川県珠洲市 Nakagawa
子が育ち　同時に親も　育てられ
子の相手　疲れますたび　子満足

石川県珠洲市 にしこ 私見て　僕も見てよと　ママモテ期
石川県珠洲市 あなたと居ると怒ってばかり。あなたと居ると疲れてしまう。でもあなたが居るから頑張れる。あなたは私の宝物。
石川県珠洲市 みほ丸 すねた我が子をみて、ワガママなのか、寂しさからかを探るのを成長の楽しみとする私（母）です。
石川県珠洲市 ウララ 保育所での国際交流が大好きで、これからもいろんな事に興味をもってくれるといいなと思います。

石川県珠洲市 デイジー
大好きと　ほっぺにチュッて　かわいい子
いやされる　君の笑顔は　たからもの

石川県珠洲市 Ｈ・Ｙ 休日　元気すぎる　子供たち・・・（休みになると早く目覚め元気があり、困ります）
石川県珠洲市 Ｋａｎｏｎ 今はまだ　あまりぜいたく　むりだけど　資格を取るまで　待っててね
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石川県珠洲市 てっちまま 叱り顔　でもかわいいと　言う息子　叱っている母の顔を見て、叱れなくなります
石川県珠洲市 あいこ 「おかわり」「おいしかった」「また作ってね」「明日もこれ食べたい」何気ない一言に明日もまた頑張れる
石川県珠洲市 みき 思い通りにいかない子供達にイライラしてしまうけど、毎日元気な子供達の姿に感謝の気持ちでいっぱいです。
石川県七尾市 家族とね　いっしょにたべる　朝ごはん
石川県七尾市 おじちゃんおこしてくれてありがとう
石川県七尾市 水えいで　五十メートル　およいだよ
石川県七尾市 すいえいで　25メートル　およげたよ
石川県七尾市 おかあさんなんでもしてくれてありがとう
石川県七尾市 おかあさん　ごはんをつくって　ありがとう
石川県七尾市 ママちゃんだいすき ままちゃん　大すきなんだよ　がんばって
石川県七尾市 ブーコ 家族がね　元気でいるの　一番だ
石川県七尾市 おかあさんゆうえんちにつれてきてくれてありがとう
石川県七尾市 子供に注意しながら自分の中にも同じものがある事を見つけ、日々反省しています
石川県能登町 なおばば 孫にかける期待は大きくなるばかり。我が子にできなかったゆったり笑顔の子育ての時間。でも元気がいちばん！！
長野県伊那市 りん 頑張った　見ててくれたの？　ひとことで　また踏ん張れる　よろしくね
長野県松本市 ケンゾー 自分より　自分のことを　知っている
長野県松本市 この気持ち　叫ばなければ　伝わらない　たとえ相手が　家族であっても
長野県松本市 父の言（げん）　短いけれど　心強い
長野県松本市 ああああ 我が愛犬に　いつの間にやら　飼われてる
長野県松本市 ちくわ 食って寝て　起きては食って　寝て食って
長野県松本市 はるか これからも　仲良く元気で　過ごそうね
長野県松本市 お弁当　抱く雨路よ　濡れぬやう
長野県松本市 krd 父母よ　健康がいちばん　長生きしてね
長野県松本市 小鹿 起き走る　お弁当あり　握りしめ

長野県松本市 豚汁
母親の　手を見てわかる　大変さ
そのまま音無く　学校に行く

長野県松本市 豆 親孝行　母を訪ねて　三千里
静岡県伊豆の国市 桃李不言 あっという間に・・・いつの間に・・・時間も子どもを育ててる
静岡県伊豆の国市 桃李不言 あっという間に・・・いつの間に・・・成長には、「間」も必要なんだよね
静岡県静岡市 森ちゃん 子育てを　もっとしやすくならぬかな　それでもわが身　肩身が狭い
静岡県静岡市 ゆめっち おかあさん　せんたくごはんおそうじ　いつも　ありがとう
静岡県静岡市 ペンペン 「行ってきます」を聞き無事祈り、「ただいま」を聞いて安堵する。これが私の幸せなり。
静岡県静岡市 さるみ “笑ってなんぼの世の中だ”とつくづく思うこの頃です
静岡県静岡市 みかんちゃん 何もいらないよ　ただ　あなたのやさしい言葉がほしいだけ　　母のつぶやき

静岡県静岡市 元気母ちゃん
何があっても大切な事は「あいさつ」です。
朝のおはようから一日が始まります。　元気な源fは元気なあいさつ!!

静岡県静岡市 小学4年生のぼく おかあさんのごはんおいしいよ　一番はとうふのみそ汁、あたたかくなるね。
静岡県静岡市 3児の母 “かわいい”と毎日　“あ～あ”と毎日　幸せだと毎日
静岡県静岡市 ホッと一息おばちゃん 今時の子どもについてはいけないよ、小さい時から指すべり。大人になったらどんな人になるのだろうか？
静岡県静岡市 いつも話しかけてくれてありがとう
静岡県静岡市 初めての子ども　早くあなたに会いたくて、お腹に手をあてて、話しかけ“早く出てきてネ”
静岡県静岡市 あなたの小さな手　私のポケットに入れて、私の心はあたたかくなるよ
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静岡県静岡市 さくらえびの母 青空に 浮かぶ白雲 おいしそう
静岡県静岡市 ゆいママ 悩み事 何でも受け止め 母の役
静岡県浜松市 もえ 遊びこけ　疲れ知らずで　楽（らく）しない　子らとも出会い　素敵な日々に
静岡県富士宮市 たんぽぽ かわいいね　子どもの笑顔が　栄養剤
静岡県牧之原市 あけみん 銃をもつ　子をだれが　想像できる？　子供たちの未来よ　幸せであれ
静岡県牧之原市 K.N 毎朝弁当持参の高校生の息子。帰宅時には黙って置いてあるが、いつもきれいに完食。明日も頑張って作るよ！！
静岡県牧之原市 K.N 「こんにちは」と来館の挨拶の女児。おもちゃも「こんにちは」と言って借りていく。思わず笑みがこぼれます。
愛知県一宮市 あすなろおばさん 年を重ねてボランティアをする喜びとさせてもらえる喜びを知る人が手伝って良かったと思う他の見方をしよう
愛知県一宮市 おとうさん　いつもたのしい　ありがとう
愛知県一宮市 おとうとは　いつもわがまま　おこりんぼ
愛知県一宮市 お母さんのつくる　ごはんは　さいこーだ
愛知県一宮市 けんかしたり　あそんだり　友だちはいいな
愛知県一宮市 えいようとって　うんどうもして　ずっと元気でいてね
愛知県一宮市 じいちゃんばあちゃん　元気かな　顔を見てしゃべりたいよ　まっててね
愛知県一宮市 ほくがえらんだケーキと肉　じいちゃんばあちゃん　大きな笑顔
愛知県一宮市 かわいいおばあちゃんでいてね　ずーっとだいすきだからね
愛知県一宮市 米作りの上手なおじいちゃん　また一緒にいねかりしたいな
愛知県一宮市 お母さんいつもわたしたちを大切にしてくれてありがとう
愛知県尾張旭市 ノンちゃん 人に感謝できない時、実は自分だけががんばっていると人は錯覚してしまいます。
愛知県尾張旭市 みいばぁば ドーン！昼寝のママのおなかに１４㎏がダイビング。「痛っ！」のしかめっつらの顔の目と口元はなぜか嬉しそう。
愛知県尾張旭市 もっちゃん 大好きなブランコをギーコギーコ。小さい手をいっぱい伸ばして、前にいる私にタッチ。その笑顔は百万ドル！
愛知県尾張旭市 みっちゃん お手玉のリズムに合わせ孫の声ひびく
愛知県尾張旭市 半月 何人いても　家族全員で　１（いち）になる
愛知県尾張旭市 はるもん おみそしる　のぞくとうつる　あたたかい　父母のぬくもり　かぞくのかたち
愛知県尾張旭市 おかぴ 泣いて笑って怒って食べて季節も感じて大きくな～れ
愛知県尾張旭市 さくら 三郷駅見学で、バリアフリーを学習してきた。ゆずり合いの心が大切だと定着出来る大人になってほしいです。
愛知県尾張旭市 夕暮れにハーイヤの声が響くよ秋祭り、地域をつなぐ心をつなぐ、子どもと大人の笑顔がいいね
愛知県尾張旭市 おかぴ 福は内。鬼も内。外へ出ていくときは、鬼も福となるよう日々感謝
愛知県尾張旭市 名古屋のおばぁちゃん ぎょうざ　またいっしょに　作ろうよ！！（6才の孫と一緒に餃子を作って）
愛知県尾張旭市 みかんちゃん いいたいが　いつもいえない　ありがとう
愛知県尾張旭市 純ちゃん 学校から帰ってきたお弁当箱。空にしてくれてありがとう。また明日もね。
愛知県尾張旭市 純ちゃん 今年は卒業。いろいろと楽しませてもらいました。ありがとう。
愛知県尾張旭市 どんぐりはる しょくたくを　かこむえがおは　かぞくとの　たいせつなじかん　あたたかなじかん
愛知県尾張旭市 ｒｊ 母として、できることは、離れて暮らす子供らの元気な毎日祈るのみ
愛知県尾張旭市 黒ねこ 勉強は学校　しつけは家庭　１分でいいからハグしてあげてね
愛知県尾張旭市 ばあば 満腹中枢が壊れているのかな？ばあばより食べる１才２カ月の孫。最初に覚えた言葉もマンマ。
愛知県尾張旭市 ちょ美 ジェネレーションギャップ　同じファッション　ことばのちがい
愛知県尾張旭市 ｒｊ 心や体が辛い時、子供の笑顔に癒される
愛知県尾張旭市 子育ては　過ぎてしまって　ふりかえり
愛知県尾張旭市 コジ 「じゃあ、また明日！」と言える友達がいること、また明日と言える明日があること、ずっと続きますように。
愛知県尾張旭市 コジ うれしかったのでしょう！！保育園最後の運動会、もらったメダルを神社の神様と、家の仏様に見せていました。
愛知県尾張旭市 夏みかん たすき舞う　小さな背中　秋まつり
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愛知県尾張旭市 夏みかん ただいまに　続く言葉は　ごはん何？
愛知県尾張旭市 母 子どもから　連絡ないのは　安心だ！
愛知県尾張旭市 母 気をつけて！と言ってくれる子ども、私も心配される年なのかな・・・
愛知県尾張旭市 ハッピー 娘の結婚式、娘は皆さんに祝福され笑顔！笑顔！笑顔！親の願いは「夫婦仲良く」それだけです！
愛知県尾張旭市 ありのまま 夫婦円満は、子どもに与える影響が大きく、次の明るい家庭につなげる事が出来ると思います。
愛知県尾張旭市 孫の姿をわが子の時と重ね合わせ、よく似たものだと感心するが、欲はなくだた十人十色で人生色々だと思う。
愛知県尾張旭市 泣きわめきただひたすらに訴える孫２才。そのパワーを受け止める母の強さに感服する。
愛知県尾張旭市 孫との遊び、パワー全開でも喜びでもあります。
愛知県尾張旭市 「待機児童」から「入所保留児童」これは、いかがなものでしょうか？
愛知県尾張旭市 ヒロママ 苦しい事やつらい事があった時は、思い出してね！私達家族はあなたの１番の応援団。
愛知県尾張旭市 親うさぎ うさぎを飼った。愛おしい気持ちは、優しさを生み、家族みんなが笑顔になる。たかがペット、されどペット。
愛知県尾張旭市 孫バカ いつまでたっても、どんな大きくなっても、あなたたちは私の大事なかわいい孫なんです。心配はつきません。
愛知県尾張旭市 ワン子ママ 近頃ふと思った事「やっぱりね」は言いたくない。いつも色々な事に感動できる心のゆとりを持っていたい。

愛知県尾張旭市 しじみママ
泣きたいよ　子どもに添寝　いつも間に
初孫を　見る目は優しい　祖父母なり

愛知県尾張旭市 諏訪子 がんばって　次の試合　スタメンだ！！
愛知県尾張旭市 さんしろう お母さん　大好きだけど　反抗期
愛知県尾張旭市 ニャンコの目 いくつになっても子どもは子ども、親は親。心配事は尽きません。
愛知県尾張旭市 ツムママ 主語があれ、これ、それになり、主人と子どもにしかられる今日この頃の私。
愛知県尾張旭市 熊ちゃん 孫は来て良し帰って良し
愛知県尾張旭市 10年前、万博で来てた事を思い出しながら今日は楽しみました。10年先も元気で来れますように！！
愛知県尾張旭市 いつまでも子どもは子どもと言うのは明日からやめようと思う。
愛知県尾張旭市 教用教行頑張ります

愛知県尾張旭市
秋風に　遠く離れた　子を想う
短期でも　心配つのる　修学旅行

愛知県尾張旭市 特別な賞をとらなくったって、元気でいてくれるだけで幸せだよ
愛知県尾張旭市 りんちゃんママ ありがとう　この一言で　頑張れる
愛知県尾張旭市 この頃、子どもの声を聞くと幸せを感じます
愛知県尾張旭市 びっけ 母親が　たおれてわかる　大切さ
愛知県尾張旭市 もり 元気のない大事な家族。母ができることはひとつだけ美味しいごはんとやさしい笑顔
愛知県尾張旭市 とんば 育児中の娘を誘い、孫と老母連れ行く温泉旅行「四世代ですか？」の問いに自ら驚く。
愛知県名古屋市 フーマー 飛行機が上手にお絵かきしているよ～３歳の孫。いいふうに育っているなあと思いました。
愛知県半田市 双子かあさん 「風邪ひいて　おすくりのむと　いうむすめ」「元気だが　おすくりのむと　いうむすこ」
愛知県半田市 くに いつまでも　手と手をつなぎ　歩きたい
愛知県半田市 さとみ とっても苦労した竹馬運動会のビデオ、何度見ても泣ける母
愛知県半田市 結婚記念日、今年も迎えてありがとう
愛知県半田市 ごめんなさい　寝言で言ってる　意味不明
愛知県半田市 元気だね、そのみなもとは、家族のね、あふれる笑顔と、おいしいご飯。
愛知県半田市 みんなの居場所　児童センター　笑顔の輪が広がるね
愛知県半田市 りおのママ いつも子供のことで口うるさい私、親子で大好きなスーパー銭湯。たくさんお話し、ふだん言わない事も話してくれて
愛知県半田市 休日に　子供の試合で　力をもらう
愛知県半田市 就職活動がうまく進まずに悩んでいる私。そんな私を支えてくれる家族や友達がいる。いつもありがとう。感謝。

5 / 33 ページ



愛知県半田市 シングルママ ありがとう　あなたがいるから　強くなれる
愛媛県松山市 ちあき 『優』と願いこめ名付けた我が子。先生から皆に優しいと聞き通知表にも書いて下さった。願いが少し叶った様で嬉し

岐阜県加茂郡 なやな

子の寝顔しか見られない日々続き
虚しさ悔しさ募る親バカ

鬱ぎ込む子の肩抱きて時過ごす
そんな1日あってまたよし

元気もと子らの笑顔と妻料理
今日も獲得して出勤す

京都府京都市 ふっきー 年玉を貰えばすぐに出掛ける子　少し寂しく少し嬉しい

奈良県奈良市 明拓
愛娘　贈ってくれた　初孫を
初孫に　胸熱くなる　爺と婆
恥ずかしい　人の悪口　言っちゃった

奈良県大和郡山市 バイトする　わが子をこっそり　のぞき見て　うるうるしながら　エールを送る
兵庫県赤穂市 うまいもん大好き ここ最近急に寒くなったように感じる。温かくして風邪をひかないように、気をつけたい。

兵庫県尼崎市 くまちゃん
・お義母さん！！いろんなことがありましたね。今なら心から「ありがとう」が言えるようになりましたよ。
・「おはようございます」「行ってらっしゃい」このごろひゃっと笑顔で「行ってきます」言ってくれるようになりましたね。
「ありがとう」これからも見守りつづけるね

兵庫県尼崎市 みどり
・お風呂を一緒に入ろうか？おばあちゃんどうするの？病の義母と生活を共にしていた時４才の息子のことばです。
・水族館のネオンの魚たち、あれ、僕のかしてあげてるの、３才の息子が微笑みました

兵庫県篠山市 足は大事
娘が３才くらいの頃、姑が私に「謝らなあかん」と言ってきた。娘が扇風機のスイッチを足で消した。姑は自分のせいだ
と言うのである。大丈夫、お義母さん、私も足で消してます。

兵庫県篠山市 あしちゃん
長男が幼稚園の時、書いた私あてのラブレターを親子げんかするたびに本人に見せています。「書いてない」と知ら
ん顔しながら照れてる中３の息子の反抗期は当分なさそうです

兵庫県篠山市 料理上手 久しぶりに帰ってきた大学生の息子。「あー、やっぱしかあさんの味や」と・・・エッ！それ○○一番しおラーメンやで

兵庫県篠山市 ママリン
お母さんと教えたのに子どもは二人とも「ママ」と呼びました。「パパりん」「ママりん」と呼んでといったのに聞いてくれ
ません。今は「おばはん」です

兵庫県篠山市 非日常好き 今、娘とハマっているのは、Eテレの0655の忙しい朝の5分間のいやし。二人でほっこり。来年成人式です。
兵庫県西宮市 本名 他人の子　だけども叱ろう　悪い時
兵庫県姫路市 ゆるゆる母 母ちゃんの　口癖何かと　尋ねたら『あ～あ・・・』『えぇけど～』『しゃ～ないなぁ』
兵庫県姫路市 じいさん、ばーさん２人家族　帰ってきた赤ちゃん　元気に泣いて元気くれ　大きく成って遊ぼうネ
兵庫県姫路市 はるなつ 子供らは　上着羽織って　靴持って　我先にと出る　センターの庭
兵庫県姫路市 かぞくでね　おふろにはいると　あたたかい
兵庫県姫路市 みみ イライラも　いまだけなんだと　一呼吸
兵庫県姫路市 おかあさん　おいしいごはん　うれしいよ
兵庫県姫路市 さと おかあさん　てづくりおもちゃ　ありがとう
兵庫県姫路市 さおりん 近頃、おっぱいをやめた娘に嬉しさと切なさを感じる私
兵庫県姫路市 RGママ お父さんが会社の試験に合格。子供達は嬉しくて祖父母に『お父さん花マルもらった』と報告する姿に母ニッコリ
兵庫県姫路市 ももたん 子育てを　通して出会った友達に　悩みうちあけ　救われる　その出会いに感謝　感謝
兵庫県姫路市 にこにこ母ちゃん 母だって　子どもとゆっくり過ごしたい　山盛りの家事も今日はお休み
兵庫県姫路市 もゆりママ 我が娘（長女）私と性格似ている為　口を開くとつい衝突　毎回腹立つ我が娘　それでも寝顔は天使だね♡
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兵庫県姫路市 しょうこママ

・誰に似る　その話し方　そのしぐさ
・友人の子どもを(娘の１才下)抱っこしたときのこと　とても軽く感じおどろいたと同時に、娘は一年前はこんなに軽
かったのかと娘の成長を感じ温かい気持ちになりました
・外遊び　子はくたくた　親もくたくた

兵庫県姫路市 ゆうこ

・０歳児　こちらの問いかけに　首をたてと横
・子どもはね　良いことも悪いことも真似をする　ばあばは反面教師かな
・孫と過ごす時間は楽しいけれど孫のペースについていけず、体力のなさに失望する。孫の笑顔やしぐさにいやされる
・子育ては新米ママやなれたママやおばあちゃんでもその子その子一人ずつ津がうからいつでも新鮮ですね
・元気に生まれてきてくれた子どもがパパとママにしてくれた喜びはいつまでも忘れないでいてほしい
・子どもの成長と共にパパママも成長しているかな
・共働きの親、家庭でも家事や育児等、休まる所がない現状でもね、子どもの成長がみれるのは親の特権だよね
・子育ては子どもが一人で社会に出た時、生きていける力をつけてあげる事。親の責任大人の責任。

兵庫県姫路市 たんぽぽ 子どもの後姿見て　あらためて思う　子の成長

兵庫県姫路市 かっちゃん

23才の娘と20才の息子を持つ母です。思い返せば、妊娠・出産・育児・子育て・・・次から次へと初めての経験がつづき、
緊張の連続。ドキドキハラハラしながらも、無事に乗り越えてこられたのは、身近に同じ様な子どもを持つお母さんた
ちとの出会いの場があったから。私にとっての母親クラブは、いろんな立場のお母さんと話が出来る場でもありまし
た。
たとえば、育児にきょうりょくしてくれる旦那さんを持つ方とそうではない方。旦那さんの仕事時間が規則的な方とそ
うでない方。近くに子どもを預けられる家族等がいる方とそうでない方。などなど・・・
自分とまったく同じでなないけど、ここは共通点だなって、思うことでちょっと気持ちが救われたり、楽に鳴ったり・・・。子
育ては思うようにならなくて、ストレスのたまることもいっぱいあったけど、母親クラブの活動でストレス解消できたこ
とも家庭円満に一役かってくれた様に思います。
最近は主人と子供たちの小さかったころの思い出話に花をさかせて楽しい時間を過ごしています。あんまり子育てに
協力的ではなかったけれど、主人は主人なりに愛情持って見守ってくれていたのだなぁと思う今日このごろです。

兵庫県姫路市 ぺこ

・息子が小学低学年のころ、朝トイレから走り出て来て、「お母さん、見て！見て！う○こが立っとうで！！今日はえ
えことあるな！」おいおい茶柱と一緒にするな
・かわいい孫がこのあいだ（2才）私にいたずらをしたとき、娘が「ほらおばあちゃんにどないいうんかいな？」（ごめん
なさいと言わせたかったらしい）しばし沈黙した孫は「どうもありがとう」
・孫がももたろうの話を私にしてくれました
孫「むかしむかしおじいさんがいました」
私「おばあさんは？」
孫「おばあさんはいません。だからおじいさんがせんたくに行きました」
私「なるほど」
孫「おおきなももがどんぶらこどんぶらこ♪おじいさんはだいじに大きくそだてました」
え！ももたろう生まれへんやん！

兵庫県姫路市 わんこの母 父帰宅　出迎えてくれるのはお前だけ…と犬につぶやくいつもの我が家
兵庫県姫路市 こうあいママ おっぱいで　寝たと思って　離れたら　いやいやまだだ　目が合った
兵庫県姫路市 クーや 毎月小児科通いだった娘、学校へ通い出したら病気知らず。姫路マラソンにも挑戦、いつまでも元気ですごしてね。
兵庫県姫路市 あゆみ 怒ってばかりの私に息子が魔法のジュースをくれました。それは優しくなる薬でした。反省させられました。
兵庫県姫路市 ハル 笑い声　どちらの声かな　同じだね

兵庫県姫路市 ともめぐママ
兄うんち　妹ギャン泣き　母おふろ
３歳０歳の子育て中、上の子はトイレ、妹泣き母はおふろでパニック。

兵庫県姫路市 ハリーの嫁 子が元気　親はニコニコ　家平和
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兵庫県姫路市 イライラを　笑顔に変える　子の寝顔
兵庫県姫路市 熱があるのに　一つも休まん　熱下がらん
兵庫県姫路市 親となって初めて思う。お父さん、お母さん子育て大変だったよね。大きくしてくれてありがとう

大阪府高槻市 ぴちのあら

心配してないわけないでしょう
意味のない人生なんてないと思うことに意味があるんと違うかな
愛情が、お金で買えるなら買います。がむしゃらに働いて買う。
親を選べるものなら選びたい。
親を選べるものなら選びたかったなんて、土台無理な話。考えるだけ無駄。
幼少期からの憧れは、団らん。家族旅行。いや、家族そのもの。
「どうして親をたよらないの？」と、何も知らない人間に言われた。余計なお世話。

大阪府枚方市 豆助
・チャレンジは　あなたが大きく　育つ鍵
・けんかして　なかなか言えない　ごめんなさい
・夢を持て　自分を試せ　強くなれ　いつでも母は　あなたの味方

鳥取県 ゆずちゃん うれしいとき　たのしいとき　そこにえがおが　あつまるよ
鳥取県 みっちゃん 仲間も　家族も　地域人も　明るく笑顔で　声かけて
鳥取県 ちょうくん うれしよ　みんながそばに　いてくれて
鳥取県 てんちゃん 「ありがとう」　心と心で　ハイタッチ
鳥取県 じゅいきくん ありがとうって　いわれたら　じぶんは　だいじにおもえるよ
鳥取県 ゆっくん 「どうしたの？」　こまっているなら　たすけるよ
鳥取県 はやちゃん 友達は　一生つき合う　宝物
岡山県岡山市 子どもの未来　責任を負う私達
岡山県岡山市 就職した娘が上司にほめられた。「いい育てられ方をしているね」ちょっとニンマリ
岡山県岡山市 かわいかった孫も大きくなり、いっちょ前の事を言ってはいるけれど、早く行動がともなってほしいな！！
岡山県倉敷市 あーちゃん 大切な、友とおとまりとても楽しみだ！
岡山県倉敷市 まーまか 友と、おとまり楽しみLOVEだぜ！
岡山県倉敷市 結婚する孫へ。早くかわいい赤ちゃんを楽しみにしています
岡山県倉敷市 じいちゃん、ばあちゃん、ばあば、曽孫を囲み親子四代の笑い顔。
岡山県倉敷市 じゅん婆ぁば 「爺いじ、婆あばと船に乗った」と何度も言う動画の孫に頬ずりして喜ぶ私と夫
岡山県倉敷市 こんなはずではなかった老後の喜び？孫の世話と母の介護
岡山県倉敷市 まご１人　ゆめをもちつつ　人生を
岡山県倉敷市 学童児泣く笑う走る子　末は社長か大臣か
岡山県倉敷市 ほのちゃん 大好きな、友といっしょに、お泊まり会
岡山県倉敷市 まま ①プロレスで親子の話もはずみます　②二次元が呼んでいる。草も食わない息子たち
岡山県倉敷市 子育てが　ひと息ついたら　要介護　お金も旅立つ　家計です

岡山県倉敷市 かわいいババ
孫8人かわいさ、うれしさ8人分
誕生日は8カ月　毎月楽しい誕生日会♡
いつまで続くかナー♡

岡山県倉敷市 こどもたち　えがおいっぱい　かがやかす
広島県廿日市市 かすみ草 母の日にあなたから菊の花のプレゼント（笑）仏様になった気分だったけど、一生忘れない日になったよ。
広島県広島市 仏のけんじぃ 働かず　嫁にも行かず　40才　親の年金　もうあてにすな

広島県広島市
娘が、ニヤッと笑った時や寝る前の半目の顔が、夫にそっくりなので思い出しして笑ってしまいます。単身赴任中のパ
パと離れていても、娘の中に半分は夫の存在があり、子どもというのは夫婦にとって　ほんとに"宝"だと感じていま
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広島県広島市 家の中では、妹を泣かすけど、公園に行くとよその子が近づくと守る兄。やはり兄妹だなと思う。
広島県広島市 近ごろ動きが多くなり、目が離せない子、お昼寝している間に私も一緒にお昼寝を・・・・・
広島県広島市 もっと主人に、子育て協力してほしい。
広島県広島市 下の子が生まれて、上の子が良い子になった。
広島県広島市 はなちゃん 私より早く起きて近づいてきて「ママ―」と笑顔をくれると毎日頑張れます。
広島県広島市 ゆき やっと寝た子供の顔を見ながらホッと一息つく頃　帰ってくる夫。起こさないでとついイライラ。
広島県広島市 一人の時間　ゆっくりほしい　でも子どもの事が　気になるよ。
広島県広島市 スナック・ママ 人それぞれ頑張りの形は違うのよ。あなたなりに精一杯、今を頑張ってやりなさい。誰かが認めてくれるわ！
広島県広島市 毎日ご飯をいっぱい食べています。夜、寝てくれなくて困りました。

広島県広島市
よくお友達に対してかみついてこまった。子どもなりのコミニケーションかもしれないが親としては気を使い、外出を
ひかえた時期もあった。

広島県広島市 子ども　一緒にいるだけで幸せ、日々会話が出来る様になって最高に幸せ。
広島県広島市 元気で素直に育ってほしい。
広島県広島市 １か月ぶりに家族に会いました。　やっぱりみんなでいる時が　一番幸せとだと感じます。
広島県広島市 マメタロウ 子どもが２人になり、大変なことも増えたけど２人が楽しく遊んでいるのを見ると、とっても気持ちがほっこり。

広島県広島市 ここなママ
実家にいる時は、楽でした。引越しと体調不良が重なり　産後５か月頃にストレスで大変でした。１才を迎える今頃
ようやく落ち着きました。

広島県広島市 ４人の子持ちのお母さん、ママ友の中で相談事にもテキパキとアドバイス。　さすがたのもしいネ。
広島県広島市 テレビを見て　ご飯を食べないでほしいです。
広島県広島市 ちび 何を言っても反抗期な娘ですが　少ないおこづかいを貯めてママへプレゼントを準備中らしい、楽しみです。
広島県広島市 えみ 笑顔で走ってきてくれると　疲れもイライラもふっとびます。
広島県広島市 Ｔ・Ｔ これからどんどん大きくなって、たくさん笑って心の広い子になって下さい。
広島県広島市 みるこ 大量の写真データの整理を　さあどうしよう。
広島県広島市 元気が一番
広島県広島市 ちえ 甥っ子の　ブサかわいさが　たまらない
広島県広島市 怒った後　自分が冷静になった時、ごめんねと言ってぎゅっと抱きしめると、子どもは解ってくれる様に思う。
広島県広島市 下の子は可愛くて、上の子にイライラすることが多い。甘えているのにこちらの都合で怒ってしまう。
広島県広島市 子どもといると笑うことがふえ、嬉しい。
広島県広島市 ついついおこっては　反省の繰り返し。
広島県広島市 上の子には、早く早くと怒ってしまう。下の子はいい子にしているのでつい放っておく。姉弟の姿を見るといいな。
広島県広島市 児童館での育児サークルに出席し、多くの人と交わることができ楽しい。
広島県広島市 １歳半の息子がだんだんパパに似てきて頼もしいです。と言う事にしておきます。
広島県広島市 育児サークルに参加して、そんなに成長に大差はないなと感じました。１人だけ見ると不安が先にたちます。

広島県広島市
出産によって生活がすっかり変わり、これまでの友人関係がとだえてしまった。一人の子どもと向き合っていた時期
がとてもつらかった。
インターネットなどで情報が簡単に入るだけに　人とかかわらなくても良くなり不安だった。

広島県広島市 子育てに見栄は　禁物。
広島県広島市 夫に対するいかりが弱い子どもに　あたってしまうことを反省。

広島県広島市
子どもを安心して遊ばせる事の出来る児童公園のような所が少ない。
公園に行っても　やってはいけない事が多く（ボール投げなど）気が休まらない。年長者の方が子育て中の親に対し

広島県広島市 最近の子ども　たのみごとを言うと　何でもイヤと言うけれど、私にはたのみごとを言ってくる。私の方がイヤと言い
広島県広島市 Ｉ・Ｎ ボーとしているわけではないのです。ただ今充電中です。
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広島県広島市 ｈａｐｐａ 子ども達の寝顔を見ると　昼間の怒りを反省します。
広島県広島市 ニャンけいこ 孫は「来てうれしい。帰ってうれしい」を実感中。今しかないこの時を大切に孫と接し、元気をもらっています。
広島県広島市 児童館指導員 「先生！見て見て」「なあに？」足の血管を指さして「ぼくきょうりゅうになるんだ」強く大きく育ってね。
広島県広島市 秋桜 「おはようございます」と、リズミカルにランドセルを揺すりすれ違う子ども達。何だか心がほっこりする。
広島県広島市 我が家のアイドル 寝顔を写メされ携帯の待ち受けに・・・・　自分があんな顔して寝てるなんて　ショック！もう少し美しいと思っていた。
広島県広島市 我が家のスローガン。日かけ！月がけ！心がけ！（一日一日が大切）三日坊主
広島県広島市 文明が発達するのは良いかも知れない。でも機械に振り回されていると思う。ゲーム、スマホ、人とのふれあいは？
広島県広島市 少々おつかれぎみ
広島県広島市 ボランティアの人生　もう少しがんばりたいのですが　年齢にかぎりがある今日です。
広島県広島市 子育てが一段落ついたら、親の介護。心配は尽きないなあ。
広島県広島市 秋まつり　町内を子ども達と一緒にヤートコセーの声を出しながら歩きました。久しぶり心地よい汗をかきました。
広島県広島市 孫を持った事で、子ども達（身内以外）でも　とても可愛く感じるようになりました。我が子の時には余裕がなかった。
広島県広島市 児童館で子育てサークルを立ち上げて１６年。子ども達の成長とお母さん方のよい交流をみるのが嬉しい。
広島県広島市 息子の転勤で一人暮らしになりました。帰りを待つ事もなくなりました。
広島県広島市 セッちゃん 仲良しがグループ活動するより、活動を始めて仲良くなる方が絆は、強いような気がするねネ！
広島県広島市 ５歳の孫としりとりをしたけど楽勝のつもりが３０分も続き、同じ言葉が出そうで四苦八苦。あなどれない。
広島県広島市 外出と言ったら主人の病院通いの付き添い。母親クラブは息抜きになってうれしい！！
広島県広島市 子育ても忘れかけた頃に孫育て、宿題見ながらいくつになっても成長し続けるのかな。
広島県広島市 家の中を片づけていたら、子どもが中２の時の木彫パズルが出てきた。今はその子の子どもが喜んで遊んでいます。

広島県広島市
三人の孫は私の活力の源です。昨今悲しいことばかり目につきます。この子ども達が健やかに成長出来る世の中を
願っています。

広島県広島市 母親クラブの会員も歳を取り活動も大変です。若いお母さん方の参加を望みます。先行きが心配です。
広島県広島市 介護少々つかれぎみ。
広島県広島市 登下校、笑顔で見守りハイタッチ！地域で子どもを育てます。地域のおばちゃ

広島県広島市 ボランティア大好き婆ちゃん
人のために働こう。接した人には必ず何かのプラスを与えられる自分に！
（ボランティアの心掛け）

広島県広島市 じゅに
待ってねといいつつ、すぐに傍にいけず、家事を済ませて、ごめんね。
体が２つあればなあー・・・・

広島県広島市 ゆかり母ちゃん ごめんねって泣いて、ありがとうって泣いて　子どもの涙はどんな時も素直できれいなんだね。

広島県広島市 あやかママ
「ママ好き好き」とぎゅっと抱きしめてくれる２才の娘。
ママの幸せなひとときです。

広島県広島市 チーチャン ぎゅっとだいた息子に　こちらこそ　ありがとネ　あなたがいて幸せよ
広島県広島市 さきママ 甘え下手　それならママから　甘えちゃう
広島県広島市 真奈 愛犬に孫の名呼び　はっとする　母がそこにいた
広島県広島市 ｍｉｈｏｔａｎｕｋｉ４６ 娘達、毎日同じ事を言わせないで！！
広島県広島市 カープ女子の母 わかってる毎日くり返す説教は　本当は全部自分への言葉。
広島県広島市 さッちゃん 亡き父が許せない私　ある日娘に　「もう仏さんになったんだから　許してあげて」忘れられない一言です。
広島県広島市 えり 孫達のたわむれ声にジジババも　ほほえみかえし　元気をもらう。
広島県広島市 ユキ 孫達よ　ゲームばかりせず　ばあちゃんと　おしゃべりしょうよ。
広島県広島市 クーチャン 孫の食欲にびっくりもし　成長を喜ぶ。
広島県広島市 ノムッチ 遠くに離れてくらす孫　いま何しているかしら　仕事帰りのママのおむかえをいい子して待っているだろう。
広島県広島市 一生懸命作ったケーキをおいしいねと満面の笑みの後、今日のおやつは何　と　駄菓子を欲しがる息子に腹が立

10 / 33 ページ



広島県広島市 かわいい孫達よ。ゲームやユーチューブのあの気持ちの悪い声より　本を読みなさい。楽しいよ　本の世界って、夢
広島県広島市 フッキ― ５才の孫は公園が大好き！とてもたくましく育っている。それを見るととても幸せに感じる。
広島県広島市 クーちゃん 幼子に元気をもらい帰り道、心も癒され　足取り軽やか。

広島県広島市 世話好きバーバ
年に一度の小学校の運動会　踊りの稽古にみなさんと一緒に行き　子どもさんとお母様方と練習しました。一生懸
命に踊っているお姿を見ていると　何だか私も元気をもらった様な気がしました。そして　その数日後子どもさん達
からお礼のお手紙が届きました。とても感動しました。どうも有難うネ。また来年も楽しみにしているよ。

広島県広島市 キヨちゃん 子どもらは、いつも大人を見て育つ。
広島県広島市 はるりん 母になり　今さら気づく　親心
広島県広島市 ショーパん やっと会えたね！！元気な顔をみて安心しました。これからも元気で、あいましょうね。
広島県広島市 ゆず母さん 人見知りでパパママ以外には大泣きの娘。困ちゃうけど　本当はうれしいよ
広島県広島市 ドライブ好きっこ 横断歩道で、かけっこのスタートの用意をしている小学生を見ると飛び出さないでと祈る。
広島県広島市 ことみママ 昼はかいじゅう　夜は天使
広島県広島市 みーちゃん うしろ姿は女子高生、前にまわれば年相応。
広島県広島市 亭主の定年まじか、毎日が日曜日なんて・・・・マジ厄介
広島県広島市 沈黙の空気で計る　君のご機嫌。
広島県広島市 風鈴 孫帰り、狭い我が家も　広くなる。
広島県広島市 ひとりひとり、からだの中奥深くにもつ宝。その宝が花ひらく社会でありますように。

広島県広島市 にっし～
まだ頑張るよ　だってあなたの「これから」を　もっと感じてみていたいんだ。うるさい母でごめん　私がいなくなっ
ても　あなたの心にそっとよりそいたいから。

広島県広島市 単身赴任の息子の孫　週三日、我が家での学習塾、また来るねの一言にいやされる。
広島県広島市 孫が見たい　いつの日か
広島県広島市 魔女 優しい娘に育てたはずが　とてもこわいママになり
広島県広島市 ソフィー 愛しい大好きといつも思っているバアーバアーだけど　７才の貴方の言葉にいつもおどろいています。
広島県広島市 息子はえらい 就職で一人暮らしを始めた子。一度も家を出たことのない夫が、しみじみと「一人でようやる。それだけでえらい」
広島県広島市 今はいい子です 反抗期の頃。私「こんな子に育てた覚えはない」　　子「お前の育て方が悪いんじゃ」　　姑「育てたように子は育つ」
広島県広島市 近い未来に備えて 地域の子ども見守り活動。「私が呆けたら家に連れて帰ってね」と思いながら顔を売っています。

広島県広島市 マイペースさん
今ならば　上手に育てる　子は大人。
日本国　頼りにしてます　あなた達

広島県広島市 ばばちゃん 厳しく躾をしたいけど　ついつい甘くなる　孫六人
広島県広島市 ヒメ また来てね　孫のことばに　いやされる
広島県広島市 おままごと　ジジの限界　一時間
広島県広島市 ハッピー かわいいね　どこをみても　とても良い笑顔
広島県広島市 かわいい孫ですが　　やって良いこと悪いこと、きけんなことは　しっかり教えたい
広島県広島市 年重ね　子どもの年齢気にかかる。いついつまでも元気でいてほしい。
広島県広島市 アッコちゃん いつまでも　小さな子ども思えども　今じゃ背くらべで　おい越され、そっと足元のばすババ！
広島県広島市 ラブラブの次男の所に　早く　こうの鳥がきますように。
広島県広島市 いい湯加減でしたと、まごがいう　やさしいことばに　いやされるばば。

広島県広島市 政江ちゃん
親の思いは解るけど　自分が出来たから　子どももやれば出来ると思うのは　思いすぎ　子どもの可能性信じ
長い目でみよう。

広島県広島市 あおママ 母として　二人の笑みが　幸運だ
広島県広島市 夜中でも　お目々が２つ　光ってる
広島県広島市 嬉しいと　可愛いお目々が　まん丸だ

11 / 33 ページ



広島県広島市 なおみ お母さんがね、毎日お仕事だから、お仕事の間は、おばあちゃんをお母さん思っているんだよ。
広島県広島市 かず 目が覚めて　いきなりお腹　ダイビング
広島県広島市 うまうま 子どもが生まれてから　子育ての大変さが分かった。でも　我が子はとてもかわいい。
広島県広島市 あおママ 成長が嬉しくもあり　寂しくも　オムツ替え、替えたそばから　青い線。
広島県広島市 カズ 布団着せ　１０秒後には　蹴散らかす　もう風邪ひいても知らないからね
広島県広島市 ついしかちゃうけど　パパも子どもも　ほめられた方がよく動くなと　思う今日この頃
広島県広島市 いつもの生活、いつもの食事。修学旅行で家が恋しくなった高２の息子。ホームシックで可愛いぞ（笑）
広島県広島市 おーたにえりか いつになったら　朝までグッスリ眠れるのかな。
広島県広島市 Ｒ 自分も子どもと一緒に　成長させてもらっています。
広島県広島市 教えなくてもできる事が　どんどん増えて驚かされる毎日です。
広島県広島市 ママすきよ　言ってくれたら　ゆるしちゃう
広島県広島市 たかちゃん 子育てに必要なもの　年ごとに　体力知力　財力なるかな。
広島県広島市 ｊｉｕｎｊｕｎ 三人の　子らの寝顔で　疲れとれ
広島県広島市 はるぽん 毎日毎日が成長、息子も私も、そして家族も。いつも家族の笑顔で元気になる。私もそんな存在になれますように。
広島県広島市 上田 じじばばの　笑顔は全て　僕のもの
広島県広島市 マメ イヤイヤ期　いらいら泣き声　可愛い寝顔

広島県広島市
元気すぎて相手をするのに疲れるが、病気になると、やっぱり元気が一番とその度に思う。
あい

広島県広島市 お父さん　子どものお世話　家事手伝い　いつもありがとう！
広島県広島市 ひとみ こんなに可愛いのにいつか反抗期が来るのかな？いつまでも一緒にいたいけど成長を見守るのが生きがいです。
広島県広島市 れいちママ 田舎のじいじ・ばあばの家、ねこのキャットフードを　卵ボーロと間違えて食べる娘
広島県広島市 母親だって人間だよと、日々思う。未熟だけれど子どもと一緒に成長しています。完璧なんて無理。
広島県広島市 ひろ お兄ちゃん、妹の「いないいないばあ」にあきるまでずっと付き合ってくれありがとう。
広島県広島市 ともやママ 「ダメダメ」って言われて育った私。わが子には「ダメダメ」って言わないで、しっかり受けとめながら育児中。
広島県広島市 ピンクプーさん どんな時もママを求めるわが子に「あんなにおこられてもママが好きなんだね」とパパのつぶやき。

広島県広島市 ゆいな
うちの子は飲みものを飲んだら、ぷはあ～と上手にリアクション！！
まわりの皆んなを笑顔にします。

広島県広島市 さ～ちゃんママ 私より先に目が覚めると私をかわいい声で起こしてくれる４ケ月の娘。　幸せを感じる朝です。
広島県広島市 れんまま いつまでもみていて　あきない我が子のねがお。
広島県広島市 これからも一緒に成長していこうね。
広島県広島市 新生児　長い１日だったけど　今となっては　時間がたりない！！
広島県広島市 こうはる お弁当をもって出掛ける楽しみ嬉しいな。動物園。公園。水族館。お花見・・・楽しみ！
広島県広島市 けい君ママ ６才のお兄ちゃんは学校から帰るとすぐに、２ケ月の弟の所へ行って声をかけてくれて仲良し兄弟です。
広島県広島市 言葉を少しずつおぼえての、かわいいおしゃべりに成長を感じています。
広島県広島市 ワンちゃん大好き 子どもの寝顔を見ていると、とても愛おしく安心できる時間です。
広島県広島市 りおママ どこがかわいいかと聞かれ、何をしてもかわいい我が子。今話ができるようになり、益々かわいく思える。
広島県広島市 はるママ １才１０か月の子が手をひろげてかけ寄り、小さな手で"ぎゅ～"と抱きしめてくれる時、改めて母の喜びを感じる。
広島県広島市 にじいろママ 気がつけば　育てられているのは　自分
広島県広島市 むたり 理想は空転　「今」がいい　「今」でいい
広島県広島市 お家で一人でお留守番寂しさをまぎらわす相手は、テレビかゲーム
広島県広島市 るうくママ 小学４年生と２才の子どもを育てる日々。子どもの成長が親の成長とつくづく感じる今日このごろ。
広島県広島市 おさるさん 子ども達の頑張る姿に元気をもらう。
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広島県広島市 ちゃる

体のちいさかった私を思い　毎日たくさんの手料理を作ってくれたお母さん。
私も子ども達に同じことをしているよ。
一生懸命頑張るすがた　おかあさん見ているよ！
あまり素直に話せなかったけど、亡くなった今、お母さんの口うるささが　なつかしい。

広島県広島市 ハナの３０代 健康でいられることに感謝して　家族の温もりに包まれる喜びにも感謝して　呟く言葉はいつもありがとう。
広島県広島市 子どもが生まれて　新しい命を感じて　とても幸せです。
広島県広島市 寝顔見て　今日も元気で　ありがとう。
広島県広島市 よしとまま 大変だねとひたすら子育て悩みを聞いてくれるダンナに感謝する毎日です。
広島県広島市 とくみい 年の離れたお兄ちゃんが３か月の弟の顔をなでているのを見た時、喜んでいる姿を見て兄弟っていいなと思う。
広島県広島市 子どもの手をつなぐ期間はみじかいな。いつの間にか離れてしまう。
広島県広島市 ひまりん 毎日々日子育てに大変だけど、子どもは毎日出来ることが少しづつ増えてる。そこに気づくと感動で涙で。
広島県広島市 昨日は私、今日はあなたと生まれたばかりの我が子がどちらに似ているか言い合うひととき。
広島県広島市 りおん 疲れても　子どもの寝顔　癒される
広島県広島市 まりママ 育休中の今、上二人の子ども達の日々にしっかりと応じてやれることの幸せを感じています。
広島県広島市 自分で弁当を作ってみて初めて、毎日作ってくれた母の大変さとありがたさがわかって、うれしかった。
広島県広島市 みんな家族がそろうと楽しいです。
広島県広島市 イライラすること多いけど子ども達の笑い声に夫と幸せを感じる毎日。
広島県広島市 ｋ・Ｓ ホットケーキに焼き肉　ぎょうざにお好み焼き　家族の会話がはずむホットプレート。
広島県広島市 早く大きくなれと願っていたはずが、自立する子にまだまだ家に居てほしいと願う今日この頃。
広島県広島市 高２の息子　成績もらいご愁傷様、５もあれば１もちらほら　でも「元気が１番」とひいおばあちゃんの笑顔。
広島県広島市 みか 子供のね　好む料理は野菜ない！（野菜好きになってほしいな）

広島県広島市 ピンポン命

すごいねと、親から言われるのが一番うれしいもの。
認めよう　子の存在　そのままに。
ここ光る　見つけた貴方　より光る
叱る身は　叱られるより　つらいのよ

広島県広島市 よっしー まだまだと　おもっていた子も　はやはたち
広島県広島市 あきばあ 落ちこんでいても　子どもや孫の元気な笑顔を見ると、パッピーになるよ
広島県広島市 すーさん あなたのいいことみつけしたいのに・・・本当はいい子なのに・・・どうして
広島県広島市 まりせいママ ２０年前の事、小２の息子が私の誕生日に　溜めていたお小遣いの中から１００円くれました。うれしかったな
広島県広島市 やさしさを　みんなにくれて　ありがとう
広島県広島市 やさしさが　アイコンタクト　つたわった
広島県広島市 がんばると　つよくなるきが　してきたよ
広島県広島市 てびと 里帰り、還暦過ぎても　いいもんだ。おしゃべりはずむ夕食疲れとれ。
広島県広島市 笑いましょう！笑っているといいことあるよ。

広島県広島市 はりきりバーバ

はやくネ、早くして！！連呼しまくり我が子育て。
「あっそう！！」かよ。孫のセリフに我に返りました。「ごめんごめん　それで・・」娘二人の子育て中は、謝れんでした。
ごめんなさい。
「橋の下で拾ったんよ」何気なく言った娘への言葉。ズ～とあとまで繰り返され、責められた。当たり前だよね、不用意
な言葉が自責の念に駆られました。

広島県広島市 山のバーバ 孫の写メールを見た私が、私の子どもの頃に似ていると返信。すぐに、「ヒャー」との返信。素直な感想でした！
広島県広島市 ロンロン 父母といっしょに過ごす子どもの時間は　宝物。
広島県広島市 目じりの下がったばあば 母親に、なった娘から毎日送ってくる孫の写メールを見ながら時代の進化を感じるね。
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広島県広島市 いい女 父と母　我が子を守る　砦かな

広島県広島市 勝太郎
父親の背中が見えぬ息子かな
小娘は大娘になり理屈漬け

広島県広島市 双子のママ 双子の寝顔　私の生きる　エネルギー
広島県広島市 新米ママ 親のクセ　あっという間　まねしてる
広島県広島市 よね２ 子どもは泣けど　ママは嬉しい　久々のリフレッシュ
広島県広島市 ｈｉｎａｋａ その言葉　母が言ったのと　おんなじだ！　　　いつのまに　広島弁を　おぼえたの！？
広島県広島市 みーママ １つの事をがんばるより、いろんな事を一緒にがんばった方が、すべてうまく行く気がしました。
広島県広島市 かおりん 子育ては自分育て　これからもよろしくね　赤ちゃん先生。
広島県広島市 ムーミン おかあさん　笑顔で呼ばれ　幸せ気分
広島県広島市 ひろちゃん ママのリフレッシュ　子どもにやさしくなれるよね。
広島県広島市 コスモス 子育てをしているつもりで親育て　社会のしくみ子から学ぶ
広島県広島市 よっしー ママえがお　子どももえがおで　かていえんまん
広島県広島市 コスモス 子育てをしているつもりで　親育て社会のしくみ　子から学ぶ。

広島県広島市 ポップオーバー

ママパン屋　今日も新作　ありがとう。
大人のね　会話に割り込む「僕知ってる」。
息子への　読み聞かせ今日も　グーグーグー。
秋の日に自転車５台　こぐ姿宮島に向かう

広島県広島市 ひまわり 片手で抱っこしていた我が子も　もう中学３年生。私と同じ目線で　毎日あった事話し合える日々が幸せ。
広島県広島市 とっても素直な息子へ　いつも叱ってばかりで　ごめんなさい。
広島県広島市 ただいま　おかえり　晩ご飯何？給食食べて帰ったよね！？しかるまま
広島県広島市 ４兄弟の母 息子たちよ一人暮らししてよかったね。料理に洗濯、そうじまで。いつでも主夫できちゃうかもね。
広島県広島市 キラリママ なぜ泣くの　泣くのは仕事　元気だよ　だけど泣くのは　やっぱりつらい
広島県広島市 ゆっくんママ 子育て　あっとゆう間に終わったような、長かったような夢中で過ごした時期でした。
広島県広島市 マーちゃん １０年以上ぶりの子育て？　預かって１時間以上泣きっぱなし。今後２度目の子育て、果たしてできるかなあ・・・
広島県広島市 まっしゃん 幼い頃の写真を見て　子へのいかりを　抑えてる。
広島県広島市 トロエちゃん 親子の立場、いつの間にか逆転してる。　　明日からイヤあさってからダイエットするよ。
広島県広島市 イクちゃん スマホママ　ちびちゃん遊びにもっと気を向けて
広島県広島市 なごみ 孫育て　我が子の子育てふりかえる
広島県広島市 すっかり親離れした息子たちえを見ていると、頼もしくもあるけれど、少し寂しい。
広島県広島市 ふわりん 一人身の　ハネのはえてる　身軽さよ

広島県広島市 コアラ

タンス預金　ふえる一方　マイナンバー
やさしい母さん　いいけれど　わが子のいたずら　注意せよ
字歩道　なぜか車が　とめてある
若い先生　正しい意見は　上下なし

広島県広島市 あひる 息子の姿に自分の子どもの頃を思い出し、へんに納得、仕方ないか。
広島県広島市 あいさつが大事と母は言う　みんなも声そろえて言い回し。
広島県広島市 バタバタママ 日中働いて帰ってきてからドタバタ忙しく　ホッと一息つくのが、やっぱり子ども達の寝顔でいやされます。
広島県広島市 早く大きくなあれ！本当はゆっくり大きくなあれ！
広島県広島市 ひとりっ子 上を見たらきりがないけど、下を見て満足してもダメ！だから前を見よう。この子の頑張りを見守り続けたい．
広島県広島市 るま母 いつまでも、既読にならない我が娘。「寝てた」とのん気な声に母激怒。
広島県広島市 ガッキー 家族そろってのごはんは　なによりのごちそう！おいしいね！
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広島県広島市 産まれてきてくれたこと、元気に育ってくれたこと、あなたたちのおかげで毎日が幸せだよ。「ありがとう」
広島県広島市 家族みんなで食事して　何でも話せる楽しい時間。ひとりで悩まずみんなで解決。
広島県広島市 まめちゃん 今日もにっこり元気な笑顔。その笑顔が大好きよ！
広島県広島市 へそまがり 晩ご飯　一度でいいから言ってよね　おいしいよ。

広島県広島市 初心者マークのばあば
のんびり屋の娘がもうじき出産予定です。早産で危険があると言われビクビクしてたけれど　まだ生まれる様子は
ありません。やっぱり娘に似てのんびり屋？

広島県広島市 ありがとう　いつも見守りしてくれて　お母さん。
広島県広島市 ただいまの声に　地域の目が届く。
広島県広島市 あみものや あいさつを　返してくれる子　かわいいな。
広島県広島市 ちゃあちゃん 休日予定入れずに孫を待つ　冷蔵庫　孫の好物いっぱい入れて孫を待つ。

広島県広島市 ぶりっこママ

ごめんなさい。お金が尽きてしまいました。貸してもらえませんか？
と息子からのメール。予想以上の金額で驚きました。「大事に使わせて頂きます」と　いつまでも親をあてにしない
で！返してもらったことはありませんが、すぐに入金してしまいました。
あまーい　と娘からいつもいわれています。

広島県広島市 「飲み薬忘れず飲んで」とメール打つ　一人暮らしの母へ
広島県広島市 みずき 大人のなりたくないなー。そしたら、お母さんがおばあちゃんになっちゃうんでしょう。
広島県広島市 おかあさんへ、かけっこで１ばんになれなくても　なかないから、しっかりおうえんしてね。
広島県広島市 かあさんへ、たまいれまけても、なかないから　おうえんしてね。
広島県広島市 ターチャン ママギュっとだっこして　ありがとう　力いっぱいになったよ。
広島県広島市 ままとパパとにいちゃんありがとう。りょうりとかいそがしいでしょ。　たいへんなのにつくるなんてありがとうね。
広島県広島市 ありがとうママパパ。たいへんだったママパパ。　いつもありがとうママパパ。
広島県広島市 おとうさんおかあさんいつもありがとう　これからも　いっしょにがんばろうね。
広島県広島市 いつもおべんとう　ありがとう
広島県広島市 かぶとむし おかあさん　いつも　ごはんありがとう

広島県広島市 りく
おかあさんのごはんがおいしかったです。また　このごはんをつくってもらいたいです。おかあさんのごはんがとって
もおいしかったです。

広島県広島市 おかあさんいつも　おべんとうつくってくれて　ありがとう。
広島県広島市 むっくん おかあさん　いつもたまごやき　ありがとう
広島県広島市 ままいつもおこらせてごめんね。これからはおこらせないからね。いつもすごいおいしいごはんありがとう　大すき
広島県広島市 おかあさんおせんたくがたいへんだ。ごはんつくってくれてありがとう　おかあさん大すき。
広島県広島市 ままいつもたべものしたり　せんたくしてくれて　ありがとう。
広島県広島市 ままへ　いつもごはんつくってありがとう。
広島県広島市 ままいつもりょうりをつくってくれて　ありがとう。
広島県広島市 おかあさん　ごはんつくってくれて　ありごとう
広島県広島市 おかあさん　いつもおしごとたいへんだ
広島県広島市 だいき おかあさんおとうさんへ。いつもありがとう。おかあさんのつくるごはんは、おいしいです。
広島県広島市 おかあさん　いつもありがとう
広島県広島市 おかあさん　いつも　おむかえありがとう。
広島県広島市 おかあさん　いつもおせんたくしてくれて　ありがとう
広島県広島市 おかあさんへ　いつもごはんつくってくれるし　おしごとがんばってくれるし　いろんなものかってくれて　ありがと
広島県広島市 くっちゃん おとうさんおかあさん　だいすきだよ
広島県広島市 ままありがとう　ぱぱおしごとがんばってね　ゆきちゃんがんばろね
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広島県広島市 たいちゃん おかあさん　いつもおしごと　いっぱいがんばってくれて　ありがとう
広島県広島市 おかあさん　いつもにこにこ　かわいいな
広島県広島市 かおるん おかあさん　いえのことをやってくれて「ありがとう」。
広島県広島市 おかあさん　ほかほかごはん　ありがとう
広島県広島市 お母さんのごはんは、いつもおいしいな。
広島県広島市 おかあさん　おいしいごはんを　ありがとう
広島県広島市 おかあさんの　ごはんはいつも　おいしいよ。
広島県広島市 おかあさんへ　いつもありがとう。　おなかのなかに赤ちゃんがいるのにありがとう。
広島県広島市 Ｋ・. O もういちど　あってみたいな　おかあさん
広島県広島市 ままが夏やすみじゅうはたらいて、ちょっとしんぱい、ちょっとやすんでほしいな。
広島県広島市 さいきん、おかあさんがやせている。太ってるから、ダイエットをしていそうな気がする。やせている方がすき。
広島県広島市 ゲームして　たまにはママにいいたいな
広島県広島市 ゆい おかあさん、もっとやさしい言ばを言って―！！
広島県広島市 いつも　お母さんを、と見たら、やることがいっぱいあって、てつだいをしたいけど、わすれるからできない。
広島県広島市 おかあさんは、いつもしゅくだいをしてなかったら、おにのようなかおでしかってくる。
広島県広島市 おかあさんいつも　おいしいごはんをつくってくれて　ありがとう。
広島県広島市 おかあさん　ぼくのおせわ　ありがとう。
広島県広島市 おかあさん　いつもごはんをありがとう　すきなおかずは、うどんです。
広島県広島市 おかあさん　いつもごはんを　ありがとう
広島県広島市 おべんとう　いつもおにぎり　ありがとう
広島県広島市 いつも　ごはんをつくってくれて　ありがとう
広島県広島市 おかあさん　いつもおせわをしてくれて　ありがとう
広島県広島市 さきちゃん おかあさん　ごはんとしごと　がんばって
広島県広島市 父と母ぼくのすきなホットケーキをつくってくれてとてもうれしかった。
広島県広島市 できるかな　おかあさんの　おてつだい。
広島県広島市 ゆい お母さん　おしごとがんばってるね
広島県広島市 ななみ 母が、おこったらかみなりがおちて　反せいの気もち。
広島県広島市 かあさんに、手伝いをたのまれたけど、あそんで、わすれて、しかられた。
広島県広島市 おかあさん、はあはあゆいすぎ　うるさいな
広島県広島市 ありがとう　いつも仕事を　してくれて
広島県広島市 おかあさん　おいしいごはん　ありがとう　うん動会がんばります。
広島県広島市 おとうさん、おかあさん　りょこうにつれていってくれて　ありがとう

広島県広島市
家ぞくのみんなが大すきです。けんこうでいてほしい！ありがとう！
すみれ

広島県広島市 おかあさん　いつもごはんを　ありがとう
広島県広島市 かぞくのみんなが、めっちゃ大すきです！！　みんないつもありがとう！
広島県広島市 おかあさんいつもたいへん　けんしゅうかい。
広島県広島市 おかあさんしごとやごはんや　いろいろなことありがとう。
広島県広島市 おかあさんいつもおし事や、せんたく　ごはん作り、おふろそうじ　いつも本当にありがとう。
広島県広島市 せかい一のおいしいごはんと、せんたくほしや、いつもせえいっぱいがんばってくれて　ありがとう。
広島県広島市 お母さんとお父さん　いつもぼくのめんどうを見てくれて「ありがとう」
広島県広島市 おかあさん　そだててくれて　ありがとう
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広島県広島市 だいすきよ　たまにはママに　いいたいな
広島県広島市 おかあさん　いつもおいしい　ご飯だね
広島県広島市 お母さん　いつも　ごはんを　ありがとう

広島県広島市
ただいまと　かえってくると　あたたかく　むかえてくれる　お母さん
みーちゃん

広島県広島市 おいしいな　お母さんが作る　料理はね
広島県広島市 Ｈ・Ｏ お母さん　つもやさしく　うれしいな
広島県広島市 Ａ・Ｉ お母さんいつもにこにこ　うれしいな
広島県広島市 お母さん　いつもお仕事　おつかれさま
広島県広島市 Ｉ．Ｎ おかあさん、先に言わないでよ。今、宿題しようと思ったのに。
広島県広島市 お母さん笑ってよ。「大丈夫、大丈夫」と
広島県広島市 お母さん、一度にたくさん用を言わないで。覚えられないから

広島県広島市

母親の手作りお菓子　食べながら　家族で過ごす　団らんの時
当たり前　存在しない　気が付いた　陰で支える　マミーの努力
食卓に　あふれる笑顔　いつまでも
英検に　２点差で負けた　妹に　姉のプライド　傷ついた

広島県広島市 お母さん　わたしのあつかい　なれてよね
広島県広島市 とうさん　いつもあそんでくれて　ありがとう
広島県広島市 お父さん　いつもしんぶん　たのしそう
広島県広島市 ゆりちゃん お父さん　犬をかって　うれしそう
広島県広島市 かおるん おとうさん　いつもおしごと　「がんばって」
広島県広島市 ジェンガ おとうさんと　池を掘って　がんばった
広島県広島市 お父さんのつくる　ちゅうかりょうりは　うまいよ！！
広島県広島市 なぎちゃん 大好きなお父さん　おたんじょうび　おめでとう
広島県広島市 カープ女子 ゲーム機を買ってほしいと　たのむ私　いちばん反対　おとうさんがね
広島県広島市 たけちゃん おとうさん　すぐおこるんだよ　ひどいよな
広島県広島市 ゆう ゲームばっかりするなっておこるけど　パパだってしてるよね　なんでぼくばっかりおこられるん？
広島県広島市 おとうとは、いつもわがままたいへんだ
広島県広島市 妹は、いつもけんかもするから　たいへんだ。
広島県広島市 いもうとは、いつもかわいいね、またいっしょにあそぼうね。

広島県広島市
弟は、けんかは、すごく強くて、かけっこはすごくはやくて、おもちゃをすごくたくさんもっていて、虫が、すごく大すきで、
一番すきなのはくわがた虫。

広島県広島市 りゅうしん ぼくはね、弟３人　あね１人　きょうだいおおく　たのしいな。

広島県広島市
いつもおにいちゃんとキャッチボールや、かくれんぼであそんでくれてありがとう。もうあそんでくれなくても楽しい
し、体もよくなったよ。

広島県広島市 くれあ いもうとは、弟といっしょで、いじわるのときもあるし、やさしいとこもあるから　まあまあすきです。
広島県広島市 妹は、かわい　いけれど、けんかはつよく　まけるけど　いっしょにあそんだら楽しいよ。
広島県広島市 弟は、けんかをするばかり
広島県広島市 いもうとは、いつもぬいぐるみであそんでる。だからいつもかわいいよ。
広島県広島市 ジェンガ うみいって　おねえちゃんとたいけつ　まけちゃった
広島県広島市 兄ちゃん　たいへんそうだ　べんきょう
広島県広島市 おにいちゃん、いつもけんかでたいへんだ
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広島県広島市 おとうとは、いつもやんちゃで、たいへんだ。
広島県広島市 みやこ おとうとは　いつもげんきだ　たのしそう
広島県広島市 ミナ 弟の、ハルくんかわいいね。ちいままと言われながら　がんばるよ。
広島県広島市 Ｍ・Ｉ ふたごはね　いつもなかよし　たのしいよ
広島県広島市 みっちゃん じいじのやさいが　おいしいよ。いちばんすきなやさいは　おくらがいちばんすきだよ。じいじ、いつもありがとうね。
広島県広島市 りお おばあちゃん　いつもおくってくれて　ありがとう。こんどからもよろしくね。
広島県広島市 おばあちゃんへ。いつもおもちゃかってくれて　ありがとう
広島県広島市 おばあちゃんへ。いつもおもちゃをかってくれて　ありがとう。
広島県広島市 おばあちゃん　ごはんつくってくれて　ありがとう。
広島県広島市 おばあちゃん。いつもおくりもの　ありがとう。
広島県広島市 おばあちゃんへ。９月１９日日よう日　かならず大さかにいくよ。まっててね。しおり、みさきより
広島県広島市 おばあちゃん　ありがとう
広島県広島市 おじいちゃんとおばあちゃんと　ゆうえんちにいったとき、ジェットコースターにのりました。
広島県広島市 おばあちゃん　いつもおいしいりょうり　つくってくれて　ありがとう
広島県広島市 おばあちゃんが　学習机をかってくれて　うれしかったよ
広島県広島市 あおい おばあちゃんてやさしいね。あおいちゃんのほしいもの　なんでもかってくれるよね。
広島県広島市 りお ちいさいころに、おもちゃをかってもらったり、おばあちゃんやいろいろなひとにおもちゃをかってもらって　うれし
広島県広島市 おばあちゃん、いつもごはんつくってくれるから　うれしい。
広島県広島市 おばあちゃん　おにぎり作ってくれて　ありがとう！！
広島県広島市 おじいちゃんおばあちゃん　いつもめんどうを　みてくれてありがとう。
広島県広島市 おばあちゃん　いつもおいしいごはんを　ありがとう
広島県広島市 おばあちゃん　ながいきしてね。
広島県広島市 おばあちゃん　あそんでくれて　ありがとう
広島県広島市 ゆきほ おじいちゃん　ずーとながいきしてね。
広島県広島市 もね おじいちゃん　いつも、はやくおきている。　　おとうさん　いつもおしごとたいへんだ。
広島県広島市 あおい おじいちゃん　まいにち　えがおすてきだよ。
広島県広島市 おじいちゃん　いつもあそんでくれて　ありがとう。
広島県広島市 左手をこっせつしちゃった。なおったら、きんにくつけたいな。
広島県広島市 びんぼうは、おかねがないね、かなしいよ。なっとうは、ねばねばしてね、おいしいね。
広島県広島市 家族と焼き肉　肉があばれて　じゅうじゅうじゅう
広島県広島市 たんじょう日　プレゼントがね　たのしみだ
広島県広島市 ともちゃん あさごはん　いつも遅いと　おこられる
広島県広島市 りょうま ふっくりした、ホットケーキを　おとなになったら、パンみたいのをじょうずに　つくってみたいなー。
広島県広島市 玉ネギを　むくおてつだい　目がいたい
広島県広島市 そうくん みんなですごす　あきのよが　しぜんがあるよ　いい月だな。
広島県広島市 おせわしてくれて、ありがとう
広島県広島市 れんくん チビは、かわいいです。チビは、小さなとりです。かぞくでおせわをしています。チビはかぞくの一いんです。
広島県広島市 かぞくみんなで、えがおでうれしいな。
広島県広島市 家ぞくみんなが　えがおで、うれしいな
広島県広島市 りんご 家ぞくがね、みんながそろって、にこにこえがお
広島県広島市 なっちゃん おしょうがつみんなで食べる　おせちにおもちおいしいな
広島県広島市 かぞくはね、いつもにこにこ　えがおだよ
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広島県広島市 りょうま おとなになったら　じょうずに、りょうりして　いっしょうけんめいがんばってみたいとおもいます。
広島県広島市 家族はね、いつもやさしい　家族だよ。

広島県広島市
おかあさんいつも　おしごとたいへんだ。おじいちゃんは　はたけのおしごとたいへんだ。おとうさんいつも　おむ
かえありがとう。

広島県広島市 えいがかん　かぞくで見ると　たのしいな
広島県広島市 家族との、楽しい時間いつまでも、わすれずに。
広島県広島市 しかられて　しぶしぶ宿題やりだした
広島県広島市 もんちゃん 家族がね　にぎやかでたのしいよ　７人家族
広島県広島市 バーベキュー　みんなですると　たのしいね！
広島県広島市 ラピュタ もんじゃ焼きホットプレートで　じゅうじゅうじゅう　もう少しで　焦げ目がつくね
広島県広島市 Ｉ．Ｎ もう少し、ゆっくり大きくなっていい？やりたい事が多いから。考える事が多いから。
広島県広島市 うんどうかいは、あせで　つかれた
広島県広島市 うんどうかいで　だんすを　がんばります
広島県広島市 いちばんになるぞ　かけっこで
広島県広島市 かってやる　あかぐみがかつ
広島県広島市 うんどうかいで、しょうがいぶつきょうそうを　１位になります。
広島県広島市 うんどうかい、かけっこがんばるよ
広島県広島市 うんどうかいでがんばりたいことは　リレーです。
広島県広島市 うんどうかいで　かけっこ　いちいになりたいな。
広島県広島市 みんなで　たのしく　うんどう会　がんばるぞ
広島県広島市 うんどうかいのれん習が　むずかしかった。
広島県広島市 うんどうかい　ドラゴンナイト　がんばると。
広島県広島市 運動会　みんなで取り組むからこそ　生まれる達成感。
広島県広島市 しゅくだいが　はやくおわると　うれしいな
広島県広島市 いまのきせつは　とっても　すずしいな
広島県広島市 いじめは　いけない
広島県広島市 河野 山の上　土日にあそんで　すぐかえる
広島県広島市 みな子 これからは、いい子になるための、ど力する。
広島県広島市 あきのかぜ　すずしくて　きもちいいな
広島県広島市 小学校　いつもともだち　いっしょだよ
広島県広島市 いじめられていた白いさかなが　みんなをたすけて、すごくやさしいなと　おもいました。（紙芝居をみて）
広島県広島市 だいじょうぶ　みんなともだち　いつもいっしょに　いるからね
広島県広島市 せりな こままわし　ぐるぐるまわる　おもしろい
広島県広島市 ありがとう　ごめんなさいで　みんなおともだち。
広島県広島市 先生が字にはきびしいけど、早く帰らせてくれるから　ちょっといい。
広島県広島市 けいちゃん かざぐるま　ぐるぐるまわって　めがまわる
広島県広島市 人が生きるために　一番大切なもの、そまつにしてはいけないものは命、願いをこめます。
広島県広島市 先生の　話はいつも　おもしろい
広島県広島市 ありがとう　この心　いろんな人と　むすびつく　あったか言葉は　まほうの言葉。
広島県広島市 ゆう 夏休みに宿題がなかったらなー。超うれしいのに。でも、大人になったら　こまるんかなー
広島県広島市 Ｎ ありがとう　みんなが笑顔　すてきだね
広島県広島市 Ｓ あいさつで　楽しい毎日　くらしてる
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広島県広島市 はな テニス部で　心も体も　燃えている
広島県広島市 しーちゃん ありがとう　すなおに言えたら　みな笑顔
広島県広島市 ホトケ わっはっは　みんなで笑うと　ほら笑顔
広島県広島市 メガミ 今だから　伝える気持ち　伝えよう
広島県広島市 ゆめ おとうさんは、すうがくのせんせいです。すうがくのことがよくしっています。そんなおとうさんがだいすき。
広島県広島市 もじゃもじゃ 給食のにんじんですぎ、がんばるぞ！
広島県広島市 おかあさんはきょねんうんどうかいにでました
広島県広島市 家ぞくりょ行、もう一度家ぞくで行きたいな。
広島県広島市 サラダ お母さん、こわいけれど、ほんとは優しい。
広島県広島市 りのん おかあさん　いつもおしごと　たいへんだ
広島県広島市 まい お母さん　いつもお仕事　がんばって
広島県広島市安芸区 寮生活をしている息子。休みに帰っても遊んでばかり。ついお説教をしてしまいます。
広島県広島市安芸区 けいこ 近くにいる息子家族、遠くにいる息子家族、これからも仲良く過ごしましょう。孫の成長が楽しみですよ。
広島県広島市安芸区 すず 未来のあなたを創ってくれる、いろいろな人との出会いや経験。恐がらず、諦めずにチャレンジ！！
広島県広島市安芸区 あなたの笑顔でやる気が出る。あなたの励ましで元気になる。私も誰かを元気にしたいな。笑顔で頑張ろう。
広島県広島市安芸区 このまえのおたんじょうびに、つまらないものをあげて、ごめんね。こんどの67さいになったらおしえてね。
広島県広島市安芸区 いつもとまらせてくれてありがとう。琉里はばあちゃんみたいなおいしい料理を作るよ。
広島県広島市安芸区 おとうさん、ときどき学校の、しゅくだいおしえてくれてありがとう。
広島県広島市安芸区 ペン子 毎日、娘に怒られてばかり、いつのまにか、立場が入れ替わり
広島県広島市安芸区 幸ピー 小さい時は体の心配、大きくなったら心の心配、お金の心配は永遠に。
福岡県北九州市 夜寝ている子供の顔を見ながら「ごめんね」と言いながら、翌日も怒ってしまう毎日。
福岡県北九州市 家事や育児を手伝ってくれない夫に文句のひとつも言いたいが、働いてくれてるし。わたしも働こうかな・・・。
福岡県北九州市 親になって初めて知る親の気持ち。うれしい反面、私の気持ちを子供がわかる日まで遠いなぁと寂しくも思う。
福岡県北九州市 ばぁばといつもベタベタと付きまとうのに、転んで泣く時と、寝る時はやっぱりママでないとだめな孫です。
福岡県北九州市 手作りハンバーグを食べながら、「おいしくてホッペが落ちそう！！」と言ってくれる３才の孫。誰に教えられたか。
福岡県北九州市 別ん喧嘩している訳でもないのに、会話は孫の話しかない。今日この頃の老夫婦です。
福岡県北九州市 共働きの娘のため、孫の面倒食事の用意、洗濯と忙しい日々の中、孫から「ばぁば好き」という言葉にいやされる。
福岡県北九州市 やっと子育ては終わったと思っていたら、再び巡って来た孫育て。ちょっと違うよね。自分の子どもとはね。
福岡県北九州市 子育ては　ニコニコぷんぷん　くりかえし
福岡県北九州市 ３才双子の孫は、近くに住んでおり、来なければ寂しい、来れば家の中はジャングルとなる。各党の日々です。
福岡県北九州市 ヤックル ありがとう　伝える時は　電話越し
福岡県北九州市 チェリー 趣味生かし　生きる喜び　再発見！！
福岡県北九州市 エリザベス ケンカして　ご飯を食べて　仲なおり
福岡県北九州市 めっちかめ 仲間の手　その手その手は　ぼくたちの　なみだかなしみの　かさになる
福岡県北九州市 親になり　初めてわかる　父の心
福岡県北九州市 うえむら 孫８人　今ではどっぷり　ガチばぁば
福岡県北九州市 まご達と　遊び疲れた　のは私
福岡県北九州市 よしえ 心耳と書いて「しんじ」と読む。心の耳。すなわち心を澄まして聞こえないものを聞く。朝日、天声人語より。
福岡県北九州市 おどろきと　ゆめ一本に　道開く　ドキドキに　とびら開く　ワクワクも
福岡県北九州市 「お母さんも早く寝りよ」と子どもの思いがけない言葉が心に響き、次の日への力となりました。
福岡県北九州市 Ｙさん 満腹顔の　息子に　幸せ感じる　母❤
福岡県北九州市 宿題や習い事でガミガミ怒る毎日。でも娘からの手紙には「忙しいのにいつもありがとう」手紙を見る度、日々反省。
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福岡県北九州市 児童館スタッフ どんなに怒っても翌日笑顔できてくれる子どもたち。こんな仕事どこになる？楽しいのは子ども達のお陰です。
福岡県北九州市 児童館スタッフ ただいまの　声でわかるよ　今日の一日
福岡県北九州市 ゆうちゃん ままへ　いつもごはんをつくってくれてありがとう。おいしいよ。だいすきだよ。いっしょにがんばろうね。
福岡県北九州市 ひな おかあさんとおとうさんへ　いつもひなのことをおせわしてくれて　ありがとう
福岡県北九州市 ふうちゃん いつも、いろいろしてくれて　ありがとう
福岡県北九州市 みゆほちゃん ママいつもおいしいごはんを、つくってくれてありがとう。こんどわたしもごはんのつくりかたおしえてね♡
福岡県北九州市 まっつー いっつもやさしくしてくれてありがとう。料理も作ってくれてありがとうございました。ほんとうにありがとうね。
福岡県北九州市 ゆい お母さんいつも仕事をしているのに、ごはんを作ってくれてありがとう。お父さんも仕事がんばってください。
福岡県北九州市 はーちゃん きたきゅうしゅうまらそんがんばって！ままごはんつくってくれてありがとう。
福岡県北九州市 あっくん ままいつもごはんをつくってくれてありがとう。ほくもべんきょうがんばるからね。
福岡県北九州市 お母さんかじしてくれてありがとう　お父さんこれからも仕事がんばって
福岡県北九州市 まいまい いつも、ごはんをつくってくれてありがとう。おねえちゃんいつも、あそんでくれてありがとう。
福岡県北九州市 なおっち わたしは、おべん当にキャラベンを作ってもらいます。わけは、したい事がなかなか行けないからごめんね。というい
福岡県北九州市 のんちゃん ママへ　お料理をおしえてください。
福岡県北九州市 ちいちゃん おとうさんとおかあさんへ　いつもわたしのため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 五体満足に生まれてくれればいい。元気に育ってほしい。それだけでいいと思ってた。大学受験・・・勉強してる？
福岡県北九州市 認知症の母を優しく介護する夫。私にも優しいがどことなく違う。でも息子と言えども母に対する愛情には頭が下が
福岡県北九州市 愛情表現が苦手な年代はなかなか素直に夫に対しても感謝の気持ちが表せない。いつもありがとうの気持ちです。
福岡県北九州市 りくちゃん お父さんいつもはらいてくれてありがとう。
福岡県北九州市 しまちゃん お母さん、こづかいくれてありがとう
福岡県北九州市 さくら おかあさん　いつもおいしいごはんをつくってくれてありがとうございます。ぼくたちのためにがんばってくれてあり
福岡県北九州市 おちゃ 毎日が、楽しくすごせるのは家族のおかげだよ。
福岡県北九州市 ばいら いつもぼくやわたしのめんどうを見てくれてありがとう。
福岡県北九州市 千弥 母親はいつもごはんをつくってくれてとてもうれしい。母親は料理にせんたくとてもうれしいな。
福岡県北九州市 はるか 宿題をおしえてくれたこと。いつもごはんをつくってくれてありがとう。
福岡県北九州市 ピアノ おかあさんは、いつもあさごはんや、よるごはんをつくってありがとうございます。うれしいです。
福岡県北九州市 りくちゃん いつも宿題をやさしくいつも見てくれてまちがえたら言ってくれてべんきょうがわかりました。
福岡県北九州市 おさる おかあさん　いつもいつも　ありがとう
福岡県北九州市 ゆやひめ 楽しい日　みんながいるから　楽しいよ
福岡県北九州市 上田 母親は、いつもやさしくてわたしのめんどうを見てくれるからうれしいです。
福岡県北九州市 わたしはね　ママが大好き　いつまでも
福岡県北九州市 ありがとう　いつもやさしく　してくれて
福岡県北九州市 ありがとう　いつもやさしく　ありがとう
福岡県北九州市 お父さん　いつもお仕事　がんばって
福岡県北九州市 お母さん　いつもせんたく　ありがとう
福岡県北九州市 ぼくはねぇ　けんかしてるけど　なかよくね
福岡県北九州市 ありがとう　いつもやさしく　してくれて
福岡県北九州市 おかあさん　いつもいろいろ　ありがとう
福岡県北九州市 買い物に　行かせてくれて　ありがとう
福岡県北九州市 いつもねぇ　パパママけんか　してるよね
福岡県北九州市 マイカードもらってもよしもらわずがいいかまよっています
福岡県北九州市 ある時高校生ぐらいの子がおばあちゃん元気と言ってくれた。老人に声かけてくれたらとてもうれしい
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福岡県北九州市 食事の時はスマホを見ないで家族の顔を見て
福岡県北九州市 うしろから声がするのでふりむくとスマホ片手に自転車でさっていった。いまどきのこどものこころにみぬけない
福岡県北九州市 おいては子したがえ　と言うように子育てもちがうのであまりくちだしできません
福岡県北九州市 笑顔が一番　１日１回は大きな声でワッハッハ
福岡県北九州市 ぷちちびさち きょうも一にち　げんきよく　やりたいことがいっぱい　がんばろう
福岡県北九州市 岩田のばぁば 幼子の笑顔でいやされ　我の日々
福岡県北九州市 東京に住む孫からの電話「ばぁば、福岡に悪い人がいるから逃げて」と、何のことだかと思いつつうれしかった。
福岡県北九州市 ありがとう　言わない夫に　いつも言ってくれる孫
福岡県北九州市 ママの都合で孫をあずかり、うれしいやらふびんやら
宮城県仙台市 きゃろっとさん 「母は港」演歌みたいなそのセリフ。今は私の心の支え。
宮城県仙台市 きゃろっとさん 高校生の息子電動歯ブラシ買ってきた。「仕上げはおかあさ～ん」と歌いながらハミガキ・・・そんな頃もあったね
宮崎県 マーガレット お母さん。いつもありがとう。あと数年間、大人になるまでよろしくお願いします。
宮崎県児湯郡 純情ロマンチカ お母さんは、一人で仕事をしているので、自分もやくにたちたいです。
宮崎県延岡市 ちーちゃん 「ご飯の時ぐらい、スマホはやめてよね！」と怒鳴った私です。
宮崎県延岡市 コヤ スマホより　ぼくらをしっかり　見ててよね
宮崎県延岡市 あおいくんママ イヤイヤ期　困り果てる顔を見て　「ママ大好きだよ」　明日からまた頑張れる
宮崎県延岡市 はなママ １人でお着替えできたよと　自慢げに　姉のスカートを履く弟
宮崎県延岡市 大貴の母 大学生の息子から来た母の日の手紙。A4の紙にぎっしり踊る文字。「ああ、あなたの母で良かった」
宮崎県延岡市 ゆきんこ 玩具(おもちゃ)で激しく遊ぶ息子に「優しく遊んで」と一言。すると息子は玩具によしよし。玩具に優しくしたのね(笑)
宮崎県延岡市 kazu 娘が私の服をシェアして着てくれる。私まで若くなったようで、ひそかにうれしい。
宮崎県延岡市 しまちゃんママ どこで覚えた？その言葉にパパママ大爆笑
宮崎県延岡市 おひさま 見てまねて　何でもやりたい　お年頃
宮崎県延岡市 あさひちゃん いやっダメっも～！！そんな言葉ばっかり覚えないで～！！
宮崎県宮崎市 ドリーム 疲れても子どもの笑顔でいやされる

宮崎県宮崎市 フミちゃん
その笑顔をいつも見たいよいつまでも
泣いた顔おこった顔もかわいいね

山口県下関市 しゅんすけ １さいにもどりたいな　そしたら　ママをずっとぎゅーってしていられるのに
山口県周防大島町 ぼく 母さん　おこると　すご～くこわいから、「おこる」と言ってからおこってね
山口県美祢市 結花 ごはんをね　つくってくれる　おかあさん
山口県美祢市 食う少女 ごはんをね　いっぱいたべて　すぐねるよ
山口県美祢市 こうちみう あねはブタ　たいじゅうはかって　ブタこえた
山口県美祢市 おとうとは　女子に甘えて　ベイビーだ
山口県美祢市 家族はね　いつも元気に　すごしてる
山口県美祢市 きのこ たのしみだ　ママのおなかの　おとこの子
山口県美祢市 ぼくの姉　おこると二人　こわすぎる
山口県美祢市 ほね いもうとは　ウリボウですが　あねはブタ
山口県美祢市 さるの姉 おとうとが　おさるみたいに　さわいでる
山口県美祢市 あやか 母さんの　作るりょう理は　おいしいな
福岡県北九州市 ひなちゃんのばあちゃん 来年一年生になる孫、好き嫌いが多く今から給食がいやだと登校拒否？

福岡県北九州市 のこ母さん
孫が生まれ６人の孫に囲まれて嬉しい毎日。あとは息子の就職を待つばかり。
足の太い私もすねは細くなっていくばかり…
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福岡県北九州市 トシマ
嫁のお母様が孫の生活を良くしてくれ感謝しています。お楽しみ会、運動会と行事のたび呼んでくれますが私達の出
る幕もなく遠くから見守っています。一寸寂しいかな！　でもこの子はこんなに可愛いがられて幸せ者と思うのです。

福岡県北九州市 さっちゃん

２年前、急に脳梗塞になり足をびっこ引いて歩いていました。医者から一生びっこと言われた時はショックでしたが、
歩けるだけ良しと前向きに考えていました。それから２年経ちましたが今元通りに歩けるようになり、病気も良くなる
ものですね。
限られた健康寿命を自分なりにアクティブに、年齢に負けずにがんばって行動したいと思っています。健康でいるこ

福岡県北九州市 孫大好きなババ
今年の一番のうれしい出来事。結婚して７年目で初めての子どもを授かりました。
無事に生まれてきてありがとう。2650ｇで少し小さかったけど元気な男の子です。体重が増えなくて心配もしました
が、今５か月になり8000ｇ位でまるまる太って可愛いです。健康で元気な男の子に成長してほしいです。

福岡県北九州市

携帯で　いつも笑顔の　あおいくん
泣き顔で　おなかすいたと　あおいくん
寝返りも　あと少しで　完成に
寝顔を見て　思わず目じり　下がり気味
あおいくん　酒交わす日　いつだろう
あおいくん　あなたの人生　幸あれと
あおいくん　あなたの笑顔　待ってます

福岡県北九州市

年末で　マイナンバーが　わか顔に
歳重ね　歯の大切さ　身にしみる
わが命　大切だよと　日々思う
子どもには　虐待なし　良い社会

福岡県北九州市 ミータン 花の５０代、はじける６０代、笑顔の７０代、いつまでもその輝きが続きますようにおしゃれをしましょう。
福岡県北九州市 ひなちゃんのばあちゃん 格好が一見どうかなあと思う少年、挨拶がとてもすばらしい。外見ではないですね。親のしつけを垣間見た一日でし

福岡県北九州市 ひなちゃんのばあちゃん
自慢するのはないけどシワシワの笑顔と元気
何の芸もないけど笑顔も芸の一つ

福岡県北九州市

ある日の夜に息子と孫が遊びに来ました。遊びながら孫とたわむれていたら○○ちゃんがテーブルの上に両足を上
げて座っていました。パパが「○○ちゃん、足を上げてはいけない」と注意をしたら、孫の返した一言は「だってジィー
ジィーもしているよ！」　いつの間にか机の端に足を上げているのを見られていたのでしょうね。　大人の行動を観
て観察し日々成長をしている孫に驚きと慌てたジィージィーでした。
子どもにとっては大人の行動は常に成長の中でお手本であると言う事を忘れてはいけないと痛感しました。

福岡県北九州市
孫の子守も大変だけど孫からの喜びも沢山いただきました。また、今年はケガで入院、家族の優しさ、沢山の友人か
らの心遣いをいただきありがとうございました。

福岡県北九州市 えんこブウ

我が家の古い柿の木。今年は数えるほどしか実がなりませんでした。こんな事は初めて！一体どうしたのか？　思
い当たるのは、昨年近所に迷惑かもと枝を思いっきり短く切った事くらい。悪かったのかなぁ～。そんなわけで実は取
らずにおきました。色々な鳥が毎日来ています。私に分かるのはカラスとスズメくらい。今も２羽のスズメがそれぞれ
一つずつ大きな柿をついばんでいるところ、それを下からノラ猫が上目づかいに目をこらして見ています。今にも飛
び出しそうです。のどかな光景でも今は１２月、柿の実もあとよっつ、柿の葉も数枚、まもなく枯木の様になります。そう
したら本格的な冬が‥‥。思っただけでもブルッ、寒い寒い、家の中に入ろう～と。

福岡県北九州市 学校に行かない子に腹立つ日もあれば、じっくりゆっくり話せて幸せな日も‥‥時過ぎれば良い思い出!!
福岡県北九州市 年老いた父のオムツ替える手、涙して、頑固オヤジの体小さく、昔の威厳今あらず。
福岡県北九州市 電話の後で「じいちゃん大好き」と言う４歳の孫に「さぁ今度は何を送ろうか」と思案顔のじいたちゃん
福岡県北九州市 「無理が通れば道理が引っ込む」子ども達が親の後ろ姿を見ていますよ
福岡県北九州市 ねぇねぇ僕を見て、僕の声を聞いて、僕が見つめているものを一緒に見て、ねぇ僕のそばにずっといて、約束よ。
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福岡県北九州市 まめちゃん 孫のおむつを替える時「ばぁばの時もやさしくしてね」とつぶやきます。
福岡県北九州市 主人が病気になった時の家族の協力があり家族の絆を強く感じられうれしかった。
福岡県北九州市 子どもが習い始めた華道で色々なしきたりを初めて知りました。
福岡県北九州市 親でもなく先生でもない地域の大人が全員で全力で応援しています。ガンバッテ!!
福岡県北九州市 あなた達が生まれて30年。大きな病気もケガもなく育ってくれて有り難う。母さんはそれだけで幸せよ。

福岡県北九州市
母親クラブの企画委員になって何年か経ちました。毎月一回手作りおやつデーの日がありますが、先日のおやつ
デーの日に私のエプロンをつかむ女の子がいたので「なーに」と応えたら「いつもおいしいおやつ、ありがとうござい
ます」と声をかけてもらいました。本当に嬉しくって力をもらいました。

福岡県北九州市 体重計の表示は減っているのに、お腹のメジャーの位置は全然変わらないのはどうしてなんだろう‥‥？
福岡県北九州市 年々楽に出来る事が少なくなってきたように感じる。子ども達のパワーは凄い。このパワーをいただいて頑張ろう。
福岡県北九州市 親が子を過め子が親を過める。お互い憎むべき相手ではないはずなのに愛情が一方通行しているのだろうか。
福岡県北九州市 遅ればせながらスマホデビュー。やっぱり機能のほんの一部しか使ってないなー。
福岡県北九州市 躾と虐待の境界線はどこだろう。虐待と一口に言っても幅がある。気持ちの問題だろうか。憎しみがあれば虐待？
福岡県北九州市 大丈夫？「あれ・これ・それ」で会話する。
福岡県北九州市 この頃長女の素行が気になりイライラする。よく考えれば私によく似ているからなんだ。苦笑いしてしまう。
福岡県北九州市 孫が７人。中２から１歳半まで。それぞれ違ってみんないい。ただ仕草は小さい子ほどかわいいな。
福岡県北九州市 笑顔ばぁば いつも母が言っていた。「笑顔が一番」楽しいから笑うんではなくて、笑うから楽しいんだって！笑って過ごそう。
福岡県北九州市 真珠夫人 満員バスに乗る。トントンと肩を叩かれ振り向くと男子高校生。席を譲ってくれた。涙がポロリ。一粒真珠。
福岡県北九州市 いなっくま 一人暮らしを始めて家事の大変さに気付きました。炊事、洗濯、食事、掃除といつもありがとうございました。
福岡県北九州市 武士道 食事の準備、にわの掃除など子どもにもしっかりと役割を持たせる。それぞれの生活への参加と共感が生まれる。
福岡県北九州市 ミト 仕送りを　開き故郷の　風が吹く
福岡県北九州市 のぞみ おとうさん　たまにはサッカー　おしえてね

福岡県北九州市 はるか
銀杏を　拾う子等達　燥いでる
新しき　地蔵の頭巾　秋彼岸
公園の　枝葉払われ　星月夜

福岡県北九州市 ひいばあちゃん ひ孫の着替えの手伝いで、おっかけ、足痛めつぶやいた。「あんたワッカイネェ」今日はディ休みます。
福岡県北九州市 みそづくり 子ども達とみそ作り。初めは「クサァ」と言って小さな手でモミモミ。最後は「いいにおい。おいしいにおい」
福岡県北九州市 チーコ 沖縄に旅行した時、海辺の道を歩いていたら高校生らしき男の子達に「今日は」と挨拶された時はうれしかった。
福岡県北九州市 希望 整骨院の看護師そん。45歳でママになり来年１年生。成人したら65歳。毎日楽しく若くいたいと思います。
福岡県北九州市 コックリ 初孫に育児のやり直し。新米ママとお婆ちゃん。昼と夜が入れ替わり仕事中についコックリ。こんなだったっけ。
福岡県北九州市 ひとりごと 親がいつもぶつくさぶつくさ言っていた。忘れ物、失敗談。オットットの足元。自分に腹を立てていた？今、分かる。
福岡県北九州市 救護班 私達の地域の運動会。５４回。ちびっ子ちゃんがパパになり、今ではひ孫と参加で四世代。続いて欲しい伝統行事。
福岡県北九州市 ジーン 歩きで児童館に行っている。ある日地域を車で走っていると子ども数人が手を振ってくれた。児童館の友達サン

福岡県北九州市 マイケル
ゆりかごに　向かい見ゆるは　同じ顔
みらいの君に願いを込めて

福岡県北九州市 グランマ スマホもケームも楽しそう。婆ちゃん分からないけれど、もっとおしゃべりして欲しい。
福岡県北九州市 井原 ただいまと　言えばお帰り　母の声　そんな日常　ありがとう
福岡県北九州市 ゆか 下宿して　会いたくなった　親の顔
福岡県北九州市 ＫＹ 五郎丸　ポーズ分からず　父やると　忍者ハットリ　ニンニンポース
福岡県北九州市 ふくふくぎぁば 今年もめじろが二羽でやってきました。アロエ花やみかん一杯置いています。美味しそうに食べてくれます。毎日楽し
福岡県北九州市 子ども達に「後で、後でね」と言っていたこと、今では娘が孫に須言っている。後悔するばかり。
福岡県北九州市 北九州81歳祖母 可愛いもみじの手。その孫も大学生。遊びに来ては優しい言葉をかけて帰る。私は嬉しくて胸が熱くなる。
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福岡県北九州市 オークランド 大きくなると牛乳飲んでる５歳児、ゲップと一緒に噴き出る牛乳汁と共に拭き掃除しているバーバです。
福岡県北九州市 菅生母親クラブ あみものを教えてくれと孫娘、初秋の窓辺至福の時間
福岡県北九州市 はっちゃん いつまでも　仲よく元気で　いましょうね
福岡県北九州市 菅生母親クラブ 孫３人来てはうれしい帰ってうれし!!
福岡県北九州市 菅生母親クラブ  でも一週間来ないと電話している私。
福岡県北九州市 こはんの残り母が食べ　ぶくぶく体型　母の愛
福岡県北九州市 もりのねこ ありがとう　一人暮らしの　子がぼそり
福岡県北九州市 ぴぐもん 便りのないのは元気な証拠と言っている息子が、帰省の折に見せる笑顔で私も宇顔に。はげまされています。
福岡県北九州市 おたかさん 子の話し　あのねの先を　聞かぬ母
福岡県北九州市 そうじのおばちゃん おばちゃんね、ぼくが下むいてても「おはよう」と言ってくれるから、おばちゃんも元気になれるよ。「おはよう」オハ!!
熊本県 おとうとが　生まれてくれて　ありがとう　家族がふえて　うれしな
熊本県 いもうとに　いつも物をとられて　くやしいな
熊本県 めがさめて　おしりにあめが　ふってきた（おねしょをしたときに一言）
熊本県 うるさい　ババァ　家出する　うけとめるから　大丈夫
熊本県 妹が生まれ、弟に母の両隣をとられ「俺も甘えたい。甘えさせてよ～。」
熊本県 パパを見送りながら「ちゃーんとお仕事せんと怒られるよ～」
熊本県 旅先でトイレに入ってかぎをかけ出てこないので外から声をかけたら、「パパもママもおこって怖いけん、○○ちゃん
熊本県 お店でナゲットを注文したくて「○○ちゃん　ポケットがいい」
熊本県 ”あ～うるさいな～””何でこんな事で怒られなんと？””また怒られた・・・”
熊本県 かぼちゃクリーム入りのたい焼きを食べた５歳の息子が「あぁ～なつかしい味がする～」としみじみつぶやいた
熊本県 幼稚園から帰宅した息子がぼそりと一言「今日は虫のいどころが悪いんだ」
熊本県 親子遠足の時、おべんとうをあけた息子が「おかあさんいつまでもありがとう」と一言
熊本県 お母さん　いつも　おつかれさま
熊本県 お母さんのごはんがおいしかったこと
熊本県 お母さん　地区委員　がんばって
熊本県 お母さん　いつもおしごと　がんばってね
熊本県 お母さん　こまっているときは　助けるよ
熊本県 お母さん　いろんな仕事　がんばってる
熊本県 お母さん　いつもバドミントン　応援してくれてありがとう
熊本県 弟ができた！
熊本県 いもうとが　あるけるようになった　うれしい
熊本県 妹が　歩くようになった！！
熊本県 みんながいるから　たのしいな
熊本県 みんなでなかよくあそべてうれしいな
熊本県 まーちゃんと　遊ぶの久々　うれしいな
熊本県 友達と　遊んでいると　たのしいな
熊本県 うんどうしんけいがよくなりたいです
熊本県 とびばことべたらうれしい　いい笑顔
熊本県 好きな人のこどがとても好きなのに　かおもみれない
熊本県 好きな人にうまくしゃべれない
熊本県天草市 「ママー」と笑顔で両手を広げて走ってくる。かわいいな♡
熊本県天草市 ばぁば、じぁじ、いつもありがとう　大好きだよって手紙をくれます
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熊本県天草市 お母さん、明日は６時におこしてね。がんばっておきれたらおきるけん。
熊本県天草市 おはようってねむそうに挨拶してくる。挨拶できるのはスゴイこと。
熊本県天草市 パパ100才なったらさみしいなぁ。一緒に「ウノ」できんやん
熊本県天草市 お母さん、ぼくたちお笑い芸人で笑わせてあげる
熊本県天草市 虫のなき声がきこえるよ。虫さんもえーん、えーんって、泣いてるの？
熊本県天草市 まま今日もお仕事お疲れ様と毎日言ってくれる２人の子供
熊本県天草市 息子とのけんかで言われる「口がわるい」それはあなたも同じだよ。
熊本県天草市 つかれてる時に「大好きだよ」と言われて、元気でる
熊本県熊本市 なおちゃん アンパンマン　いつもさいごは　かつんだね
熊本県熊本市 なおちゃん ぼく２さい　いつまでオムツ　はこうかな
熊本県熊本市 かずくん ホントはね　ぼくもたまには　あまえたい
熊本県熊本市 ゆいちゃん ママいつも　ごはんづくり　ありがとう！
熊本県熊本市 ２さいじの　ジャンケンいつも　あいこでしょ！
熊本県熊本市 鬼ババも　寝顔を見ると　自己嫌悪
熊本県熊本市 きすけ せまい家　６人家族　いつもいっしょ
熊本県熊本市 こはな ６人かぞく　いつもいっしょ　たのしいな
熊本県熊本市 Caori 子どもの数だけ大変な事がある。子どもの数だけ楽しい事がある。
熊本県熊本市 Caori 子どもの友達が、みんな良い子だ。そんな友達をもった子どもを誇りに思う。
熊本県熊本市 なづ お母さんいつも仕事おそいからめんどうみるよ
熊本県熊本市 とっち 祖父が入れ歯を取る姿を見て、「じいちゃんすごいね。ぼく取れないよ」と歯を引っぱる息子。
熊本県熊本市 にゃんこ 口ぐせが　子どもにうつり　我かえる
熊本県熊本市 ひろこ 子どもから　もらう笑顔に　癒される
熊本県熊本市 uon はじめての　ことばはパパで　主夫安心
熊本県熊本市 やぎ かわいいね　にぎりしめる　ちいさな手
熊本県熊本市 なっちゃん かぞくとえがおでハイタッチ！
熊本県熊本市 りえさん バイバイと　手をふりバスで　とうえんだ　少しせつなく　見送り手をふる
熊本県熊本市 つい忘れがちな感謝の気持ち。子どもからの「ママいつもありがとう」で再確認。こちらこそありがとう。
熊本県熊本市 まどか 今からママの真似するよ。大っきな声で言うよ。せ～の”座れ””立て”。笑えた後に反省です。
熊本県熊本市 ハッキー お母さんせんたくものｔかいろいろなことをしてくれてありがとう
熊本県熊本市 なっちゃん だいすきなたべものはおかあさんのごはん
熊本県熊本市 いまむ わたしもはやくようちえんにいきたいな
熊本県熊本市 そら 子どもの寝顔と笑顔でパワーチャージ

熊本県熊本市 えび
おとうとが　ぼくのまねっこ　うれしいな
おとうさん　かくれんぼするの　じょうずだね

熊本県熊本市 あずさ さっきまで　怒っていたのに　子の芸で　思わずニヤリ　また負ける母
熊本県熊本市 切っただけのトマト「おいしい！」と言う息子。母のゴハンも「おいしい！」と言ってくれ。
熊本県熊本市 かんこ 湯冷めする！？ルーティーン多すぎ　ママかっか
熊本県熊本市 夫へ　私が退職し、家計も苦しいが子育てに集中させてくれてありがとう。でも、もう少し節約できるから協力してね
熊本県熊本市 そうすけママ おこれない　泣いておもちゃを　くれる君
熊本県熊本市 すずらん○○ 毎日弁当持参の幼稚園に通っている娘の初の手紙。感謝の手紙と思ったら「まいにちたこやきがたべたいです」
熊本県熊本市 手に負えない　短所と思うも　母次第
熊本県熊本市 大丈夫と言えずばーばぶと言ってた頃、ねえね元気ないねばーばーぶ？と一生懸命心配していた姿がかわいかっ
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熊本県熊本市 長男の弟をおこる姿が母そっくり
熊本県熊本市 HARU 今日どこいくの　毎日毎日　母ヘトヘト
熊本県熊本市 あーたんかっか 「朝夕と　毎日公園　母飽きた」２才の娘と毎日公園遊びも飽きます。たまには１人でゆっくり買い物でもしたいです。
熊本県熊本市 まいママ フリマで買ったドレス着て、毎日踊るお相手は、小さなうさぎのぬいぐるみ♡
熊本県熊本市 えり だんだん意思疎通ができるようになって、いたずらする時に悪い顔するようになって、笑ってしかれない事
熊本県熊本市 りえぽん ママ大変　ゆっくりさせて　トイレくらい
熊本県熊本市 良い子にしてないとサンタさんが来ないよ。と言うと、「サンタさん来ないね」と息子に返され夫婦で苦笑。
熊本県熊本市 あっくんママ パパを仕事に見送る際、自分も出掛ける気でママに向かってバイバイと手を振ってくる姿を見ると思わず笑ってしま

熊本県熊本市 ひまりちゃんママ
5歳の娘がばぁばと一緒におふろに入っている時「ばぁばのおっぱいが死んでる!!」と言い、ばぁばはもう一緒にお風
呂に入らないと怒っていたけど、みんなと一緒に笑えて楽しかった。

熊本県熊本市 ゆうくんママ 3歳の息子が授乳中の赤ちゃんを見て「牛乳のんでる」と叫んでいた。ユニークな発想がいいと思った。
熊本県熊本市 はるくんママ 毎日二人の息子の寝ぞうが同じ。兄弟だなーと思った。

熊本県熊本市 ひなちゃんママ
年子の姉妹。姉は2歳になったばかりなのに私のまねをして、ぬいぐるみを赤ちゃんのように抱っこします。「おっぱ
い？」と聞いては服をめくりおっぱいをあげ、「うんち？」と聞いてはおしりふきでふいてオムツをはかせている。ちい

熊本県熊本市 みおちゃんママ
私の実家に帰省している時にかぎって、義母からパパに連絡がある。次にパパの実家に帰ると「実家に長く戻ってい
たけど妊娠したの？」と義母から言われた。年子を産んだばかりなのに、次を催促だなんて、何人孫がほしいのかと

熊本県熊本市 わたるくんママ 子どもの言いまちがい。本当は直さないといけないのだろうけど、かわいいのでそのままにしてしまう。　おまたせ→

熊本県熊本市 やよいちゃんママ
私が友達と外食に行くためパパに２人の子どもを預けた時のこと。「３人でスシロー「といって写メが私に届いた。仲良
くすごせてると安心していたが、そのメールは私だけでなく義両親、義姉にも送られていたため後日、義姉にチクッと
言われた。たまには私も息抜きしたい。

熊本県熊本市 さあやちゃんママ
子どもがたくさん集まる場所に行ったとき、泣いている子がいたら必ず駆け寄って「どうしたの？」と聞く。自分が泣い
ていても泣きやんで他の泣いている子のお世話をする。やさしい子になったとうれしく思った。

熊本県熊本市 はーくんママ
小食の長男は出来あがったご飯を見て「わぁ♡おいしそう」と言うが３口ほど食べると「あぁ　お腹いっぱい…」と言
う。いつになったらモリモリ食べてくれるか、気長に待ってます。

熊本県熊本市 さくらちゃんママ
４歳の娘がイタズラしたので叱ると「もうお母さんと結婚してあげない。弟とする。」と言い、弟に抱きつく。そんな２人
を見て、怒る気持ちは消えてしまいました。

熊本県熊本市 かいりくんママ
今年の児童館はなぜか男の子が多く集まる。男の子ばかりだとおもちゃ取り合いバトルがあちこちで起こる。だんだ
ん仲良くなっていく。子どもって不思議。親の注意も必要だけど、少し様子を見る事も大切かなと思うようになった。

熊本県熊本市 ちさちゃんママ
義両親は初孫である娘に、元気に育ってくれればそれでいい、とは言うが、ピアノ教室へ行かないの？、公文へ行か
ないの？と色々投げかけてくる。期待はうれしいが習い事だらけになるのが目に見えているので、毎回断るのが大

熊本県熊本市 ばぁばは初孫と２番目の孫の扱いが違う。子どもが気付く前にやめてほしい。

熊本県熊本市 かーくんママ
義父母は息子が生まれた時にブランド物のベビーグッズを大量に、いきなり送ってきた。気持ちはうれしいが、ウチ
の家では使えないような大きなものもあり困った。

熊本県熊本市 ゆいちゃんママ
年長児と年少児がいます。毎日の２人分の園の準備が大変だけど、２人とも幼稚園が楽しいというのでもう少しがん
ばろうと思う。

熊本県熊本市 フリージア 忙しいと、子どもの自分でしたがる事につい怒ってしまう。そんな時、上の子が優しく下の子に「大丈夫だよ」と言って
熊本県熊本市 バラ ４歳と２歳の姉妹。女の子なのに男まさり。いつか女の子らしくなってくれるかな。それともママに似たのかな。

熊本県熊本市 あさがお
11月にパパから豪華なプレゼントをもらった３歳の息子。「もうクリスマスプレゼントはいらないよ。その代りもうおりこ
うさんにしなくてもいいよね？｝と言った、

熊本県熊本市 なでしこ ４歳の息子が、こわしてしまったママの軽量カップを一生懸命セロテープで修理してこっそり棚に戻していた。

熊本県熊本市 ひまわり
子どもが病気になり家に引きこもっていると少なからずストレスがたまる。そんな時子どもから、ありがとうと言わ
れ抱きしめてくれた。
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熊本県熊本市 かすみ草 ４歳兄と２歳妹、いつもケンカして兄を泣かせてしまう強い妹。
熊本県熊本市 ききょう ママがパパの事を下の名前で呼ぶ。最近１歳の息子がまねしてパパを呼び捨てするようになった。こまったな。
熊本県熊本市 りす 10歳姉の反抗期にイライラする毎日。そんな時３歳弟がママ大好き、結婚しようねと言ってくれて癒された。
熊本県熊本市 うさぎ ２歳と４歳の男の子のママ。日々怒ることが多い。けれど２人の寝顔を見ると心が痛んで反省する。
熊本県熊本市 きりん ３歳娘の幼稚園面接の際、事前に何度も名前を言う練習をしていたせいか歳を聞かれたのに名前を言ってしまった。
熊本県熊本市 ジャスミン パパとママと２歳娘のドライブはいつも娘の好きな歌がＢＧＭ。時には大人の歌も流してみたい今日この頃。
熊本県熊本市 エルサ １歳の下の子が買い物中に動き回ってママがイライラした時、３歳の上の子が下の子の手を引いてくれた。
熊本県熊本市 白雪姫 ２歳娘と児童館に通い出してすぐ、娘の言葉の数が急激に増えた。とてもびっくりして嬉しかった。
熊本県熊本市 シンデレラ ２歳息子の身長体重が平均より大きい。病院でわざわざ生年月日を確認されるほど。これからも元気に育ってほし
熊本県熊本市 オーロラ ３歳の姉。１歳の弟の食事の世話や自分の身の回りの事ができるようになってきた。
熊本県熊本市 ベル ママ自身が人見知りだが児童館で出会った人達のおかげで色んな事に興味を持てるようになった。
熊本県熊本市 アリエル 朝の忙しい時間に５歳の姉を叱っていた時、３歳の弟に「ママ怒りすぎだよ」とたしなめられた。

熊本県熊本市 みゅう
たのしいな　いつもみんなで　あさごはん
おかあさん　いつもえがおで　うれしいな
おとうさん　いつもおしごと　ありがとう

熊本県熊本市 みんなで守ろう　子どもの命　奇跡の誕生
熊本県熊本市 強い気持ちでたちきろう　繰り返される　児童虐待
熊本県熊本市 見守ろう　その子のペース　それも個性
熊本県熊本市 ほらできた　パチパチみんなの笑顔咲く
熊本県熊本市 なによりも　いちばん先に　君のこと
熊本県熊本市 何気ない　あなたの笑顔　暖かい
熊本県熊本市 いつでもね　親の笑顔を　見ているよ
熊本県熊本市 小さな手　握りしめると　元気でる
熊本県熊本市 暖かい　紅葉みたいな　小さな手
熊本県熊本市 イライラも　笑顔ひとつで　癒される
熊本県熊本市 大好きよ　その一言で　強まる絆
熊本県熊本市 落ち込んで　笑顔見ると　頑張れる
熊本県熊本市 その笑顔　守るためなら　頑張れる
熊本県熊本市 怒っても　ニコニコかけて　付いてくる
熊本県熊本市 私が小さなあなたより　大人げなかったと　反省させられる
熊本県熊本市 ごめんねとありがとうの繰り返しの毎日
熊本県熊本市 信じて付いてきてくれる　小さなあなたにはこんな私しかいないのにね
熊本県熊本市 必ず守って行くからね　末長くよろしくね
熊本県熊本市 守ろうよ　社会でつなぐ　子どもの命
熊本県熊本市 知らせよう　あなたの勇気が　未来を変える
熊本県熊本市 一日の　終わりを知らせる　天使の寝顔
熊本県熊本市 怪獣ときどき天使　笑顔ひとつで天使の大勝利
熊本県熊本市 子どもから ママ　いつも一緒に遊んでくれてありがとう　大スキ
熊本県熊本市 楽しいな　芋掘りあとのみんなで食べる芋の味
熊本県熊本市 お芋掘り　おいしくて楽しかった
熊本県熊本市 どんなに怒っても最後にハグして仲直り
熊本県熊本市 昨日はね言えなかったね、ありがとう
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熊本県熊本市 その笑顔　ママとパパの　宝物
熊本県熊本市 お芋掘り　初めてのどろんこ　初めての焼きいる
熊本県熊本市 思春期を　楽しく乗り切る　母の智恵
熊本県熊本市 家族みんなを笑顔にする主役です
熊本県熊本市 わがままも　可愛く思える　３歳児
熊本県熊本市 楽しくて楽しくておいしいお芋掘りのあとのく焼き芋とだご汁ありがとう
熊本県熊本市 ４歳の息子 怒られてもママのことが大好きだよ
熊本県熊本市 ２児のママ 叱りすぎ　寝顔を見ながら　罪悪感
熊本県熊本市 ただいまと同時にゲームに駆け寄りて、手洗いうがいと鬼がほえる
熊本県熊本市 寝る場所の　母の隣の　争奪戦
熊本県熊本市 寝息聞きさっきはごめんと反省する
熊本県熊本市 からあげは　自分の分まで　回ってこず
熊本県熊本市 朝支度　時間と戦争　本人テレビ
熊本県熊本市 誕生会　子どもの成長　自分にメダル
熊本県熊本市 日曜日、とうちゃん一緒に遊んでよ
熊本県熊本市 朝ごはん　シリアルばかりで　大丈夫？
熊本県熊本市 ふろそうじ　たまにはボクが　してあげる
熊本県熊本市 息子さん　雷落とす前に片付けて
熊本県熊本市 ４人目　泣いても少しは放っておく
熊本県熊本市 何食べたい？　聞くけど冷蔵庫の中身次第
熊本県熊本市 宿題はいつ始めるの？　これ何回目？
熊本県熊本市 ３兄弟　みんなちがって　みんないい
熊本県熊本市 ただいまのとうちゃんに３匹くっついて
熊本県熊本市 朝ですよー、二度寝してるの知ってるよ
熊本県熊本市 房アイス兄弟仲良く半分こ、余ったらかあちゃんにもお裾分け
熊本県熊本市 寝静まり晩酌タイムあぁおいしい！

熊本県熊本市
「親の顔が見てみたい」と思ってしまう人にたまに会いますが、その言葉に苦しめられている自分がいます。「自分の
子がどう見られているか」他人の目ばかりが気になり、子どもの為のしつけではなく自分の為のしつけになっている

熊本県熊本市
少し前までは人見知りで悩んだりしましたが、最近はすごい成長で毎日が驚きと感動と(笑)でいっぱいです。これか
らもサポートしていくので自分の人生をドシドシと歩んでもらいたいです。

熊本県熊本市

母親になったことで、子育てをしているというよりももう一度世間との関わり方の基本を一から見直している気がし
ます。（例えば、知らない人にもすれ違う時に挨拶するとか、車が来ていなくても赤信号の時は道路を横断しないと
か）社会の動きなどにも目を向けるようになった。子どもが生まれる前は、自分さえ良ければ世間は関係ないと感じ
ることが多かったが、十年二十年子どもが大人になった時に世の中はどうなっているか？子どもの関わる事件や事
故に関心を持ってみるようになったことは、自分でも変わったなと強く思う。

熊本県幸田

いつも怒ってばかりでごめんなさい。
ママは仕事だけ頑張ってくれたらいいよ。
ママが病気になったら俺、何も出来ない。
寝顔をみると安心する。
お手伝いしてくれてありがとう。

熊本県八代市 しんり 認知症のおばあちゃん。でも、おばあちゃんが私を忘れても、私はおばあちゃんを忘れないよ。
鹿児島県南さつま市 太鼓さん さわやかな　秋風うれし　君と行く
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鹿児島県南さつま市 エイチャン お父さん　肩でも揉もうか？と　そっと手をおく

鹿児島県南さつま市 ケイ子ちゃん

・添い寝して絵本聞かせし孫なりぬ早や父親に時の移ろい
・領収書にジュウス一本添えられて置き薬やは隣へ急ぐ
・近くであれば何か手伝い出来るかも東北豪雨聞くばかりなり（皆様どうぞがんばってください）
・洗い上げし白靴並ぶ孫達の声にぎやかに明日は運動会

鹿児島県南さつま市 エコさん すず虫の　泣き声響く　秋の夜
鹿児島県南さつま市 おとよさん 久しぶり秋の雨降るおしゃべり会

鹿児島県南さつま市 みっちゃん
八十過ぎれば夫婦ともとんちんかんばかり　孫くれば笑顔出る

鹿児島県南さつま市
・独り碁を　打つ夫の背に　秋陽差す
・近くなら役にも立てよ東北の風台風豪雨部屋にみるばかり

鹿児島県南さつま市 イチジク 台風と大雨心いたむ今日この頃
鹿児島県南さつま市 太鼓さん 秋風に　大事な体　労って
鹿児島県南さつま市 太鼓さん 紅させば　ベッピン気分　秋の町
鹿児島県南さつま市 オシャレさん お茶飲みて　おしゃべり会の　笑顔咲く
鹿児島県南さつま市 ノリ子バーバ 命あるかぎり元気でおられます様に
鹿児島県南さつま市 おばあちゃん 年老いてよき友といつまでもおつ合出来事をガンバロウ
鹿児島県南さつま市 シニア 秋みのり　私は幸せ　味くらべ
鹿児島県南さつま市 ヨーちゃん 身体が一番でも今の世はお金がなければ一月も生活していけない私の自己本意の考えでせうか。でも生きていて
鹿児島県南さつま市 オシャレさん オシャレして　初秋歩き　若返り
鹿児島県南さつま市 シニア 夜勤明け　足元照らす　月あかり
鹿児島県南さつま市 クッキングばあば 秋の町　年金まって　ショッピング
鹿児島県南さつま市 ポケット 図書館　気分で通う　秋さがし
鹿児島県南さつま市 トンコさん ごねるのは、お母さんが大好きだからよ
鹿児島県南さつま市 マキちゃん 若いママ　子育ていっぱい悩んで。応援するよ。
鹿児島県南さつま市 母娘けんか心ざわざわ　さえぎる孫娘の笑顔　われにかえり
鹿児島県南さつま市 エコさん スーパーで　値引きシールを　すぐ探す
鹿児島県南さつま市 まるみちゃん ママサロン。母の悩みを聞き、私もあったなぁと懐かしく、グチは聞くよと笑い合う
鹿児島県南さつま市 ケイ子ちゃん 領収証にジュース一本添えられて置き薬屋は隣へ急ぐ
鹿児島県南さつま市 あっちゃん 早や早やと季節知らせるひがん花

鹿児島県南さつま市 二宮ちゃん
・季節（とき）来れば　荒れた庭にも　彼岸花
・彼岸花　何時開くのか　頭出し
・杖片手　曽孫見たさに　運動会

鹿児島県南さつま市 あまいなぁ　まごと作ったスイカ　皆うれし
鹿児島県南さつま市 ケイ子ちゃん 洗い上げし白靴並ぶ　孫達の声にぎやかに　明日は運動会
鹿児島県南さつま市 エコさん 痛むひざ　友の笑顔にいやされる
鹿児島県南さつま市 赤とんぼ 彼岸花　真っ赤に染めた　頬かくし
鹿児島県南さつま市 キャンディ さみしさも　忘れてしまう　おしゃべり会
鹿児島県南さつま市 いもだいすき ふと目につくコスモスの姿におうやさしさよ
鹿児島県南さつま市 キャンディー 久しぶり　みなの笑顔が　心地よい
鹿児島県南さつま市 クッキングばあば ドライブに　君さそいたし　秋の空
鹿児島県南さつま市 シニア 秋太り　体重計　ふるえだす
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鹿児島県南さつま市 リヨちゃん
高らかに小鳥さえずる山里を心豊かに八十路を歩く
うすれ行く記憶に下駄投げて明日の天気占う幼き日

鹿児島県南さつま市 ポケット クルクルと　庭先踊る　秋の風
鹿児島県南さつま市 ケイ子ちゃん 近くであれば何か手伝いできるかも東北豪雨聞くばかりなり（皆様どうぞがんばってください）

鹿児島県南さつま市 光子ちゃん
・ひ孫きてバーバーとひざのうえ
・敬老日川菜川孫のおくりもの

鹿児島県南さつま市 スーチャン ラジオ体操　いつも仲良く　おしゃべり会　秋風に稲の実りや　ゆらゆらと

鹿児島県南さつま市
おしゃべり会　月に二回のおしゃべり会　ニュース集めも忙しく　おいしいお茶を頂いて　元気を充電する所　次回
分迄に　たっぷりと　皆でお互い　貯め合って　又楽しみに逢いましょう

鹿児島県南さつま市 エミタン
健康が一番の宝物！人には使命があるはずだ。朝は六時に目がさめてテレビ体操で体ほぐし、くよくよせずに前向
きに、皆と笑顔で話し合いパワーをあげたりもらったりそして一日が過ぎて行く　最終タクシー来る日迄

鹿児島県南さつま市 エイチャン 日に日にと　増える口ぐせ　「よっこいしょ」
鹿児島県南さつま市 孝ちゃん 子供らに　いつも気にして　畑仕事
鹿児島県南さつま市 んんくん 家族とね　いれる時間は　幸せだ
鹿児島県南さつま市 しーきくん おかあさん　ごはんおいしい　ありがとう
鹿児島県南さつま市 はじめくん おじいちゃんすしをよるきたときりにぎってくれてありがとうございます
鹿児島県南さつま市 しょーくん おかあさんいっしょにあそんでくれてありがとう
鹿児島県南さつま市 ゆーかちゃん おかあさんいつもおにんぎょうであそんでくれてありがとうございます
鹿児島県南さつま市 とーまくん おかあさんぼくをうんでくれてありがとう
鹿児島県南さつま市 けいまちゃん おかあさんいつもごはんつくってくれてありがとう
鹿児島県南さつま市 そうちゃん いつもおいしいごはんをつくってくれてありがとういつもおかしをかってくれてありがとう
鹿児島県南さつま市 あいちゃん おとうさんないしょでおみせにつれていってくれてありがとう
鹿児島県南さつま市 こはちゃん おかあさんいつもわらわせてくれてありがとう
鹿児島県南さつま市 なーお きゅうしょくはみんなでたべると楽しいよ
鹿児島県南さつま市 るいくん おかあさんいつもごはんとかせんたくをたたんでくれてありがとう
鹿児島県南さつま市 ゆうとくん ごはんはね　みんなで食べると　おいしいよ
鹿児島県南さつま市 あいのちゃん おかあさん、まいにちちゃわんをあらってくれてありがとう。わたしのこころがあたたかくなったよ。なんだか、うれし
鹿児島県南さつま市 なゆちゃん おじいちゃん、おばあさんできるだけながいきしてね
鹿児島県南さつま市 さーちゃん たのしいなおじいちゃんととらんぷだ。
鹿児島県南さつま市 よーちゃん おとうとは　ころんでもなかない　男だな
鹿児島県南さつま市 みゆちゃん おとうさんいつもいっしょにねてくれてありがとう。これからもげんきでね。
鹿児島県南さつま市 ひかちゃん 昨日はね、けんかしてでもあしたに仲直り。
鹿児島県南さつま市 そうまくん ごはんはね　みんなで食べれば　おいしいよ
鹿児島県南さつま市 ひかくん 母さんの　笑顔を見ると　ほっとする
鹿児島県南さつま市 まおさん うれしいな　いとこが一人　生まれたよ
鹿児島県南さつま市 いっくん おとうさんいつもおまつりのときいっぱいかってくれてありがとう
鹿児島県南さつま市 いしん ゲームが楽しかった
鹿児島県南さつま市 こはなちゃん あや取りが覚えられた
鹿児島県南さつま市 かずくん たくさんの友だちがいて楽しかった
鹿児島県南さつま市 みゆちゃん 一緒に遊んでくれてありがとう
鹿児島県南さつま市 はじめくん トランプ遊びが楽しかった
鹿児島県南さつま市 ゆうかちゃん 終りということで淋しくなって涙がでた
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鹿児島県南さつま市 ゆうかちゃん 高学年の男の子がやさしいので大好きです
鹿児島県南さつま市 あいの ドミノ遊びが楽しかった
鹿児島県南さつま市 さあや 泣かずに来れた子はそれだけで楽しかった
鹿児島県南さつま市 みゆちゃん りかちゃん人形ごっこを高学年と一緒にして楽しかった
鹿児島県南さつま市 そうちゃん キャプせんそうがたのしい
鹿児島県南さつま市 しんのすけ ママに御子似れる回数が減りますように
鹿児島県南さつま市 りお これからもみんなのアイドル可愛い子に育ってね
鹿児島県南さつま市 みゆちゃん ねこになりたい(笑)
鹿児島県南さつま市 ここな 「ババ」「ママ」「チャチャ」「マンマ」の区別ができるようになりますように
鹿児島県南さつま市 しゅうあ １人でねれるようになりたい
鹿児島県南さつま市 きしん おおきくなりたい
鹿児島県南さつま市 ときあ 大きくなれますように
鹿児島県南さつま市 きりゅう おおきくなったらしょうぼうしになりたいです
鹿児島県南さつま市 ゆたか おにいちゃんになれますように
鹿児島県南さつま市 いぶき ニンニンジャーに会えますように

鹿児島県南さつま市 りくと
まいにちたのしくげんきに　すごせますように
やきゅうせんしゅになれますように

鹿児島県南さつま市 めいか ダンスがうまくなりますように
鹿児島県南さつま市 ときちゃん ニンニンジャーになる
鹿児島県南さつま市 ゆずき キュアトゥィンクルのようにつよく　やさしく　うつくしいおんなのこになれますように
鹿児島県南さつま市 らいあ 字をよめるようになりたい
鹿児島県南さつま市 ほうや ニンニンジャーになりたい
鹿児島県南さつま市 りくと ジバニャンにあえますように
鹿児島県南さつま市 れんじ カメンライダードライブになる！
鹿児島県南さつま市 しゅんたろう ニンニンジャーになりたい
鹿児島県南さつま市 ゆいな くだものが　いっぱいたべたい
鹿児島県南さつま市 れおん 五体満足
鹿児島県南さつま市 そら フローラになりたい
鹿児島県南さつま市 めいき おおきくなったら　しょうぼうしになりたいです
鹿児島県南さつま市 ゆうせい はやくじてんしゃに　のれるようになりますように
鹿児島県南さつま市 あるか プリキュアになりたい
鹿児島県南さつま市 りり かわいくなれますように
鹿児島県南さつま市 ゆうた 喘息とアトピーが早く治りますように
鹿児島県南さつま市 こうせい ニンニンジャーになりたいです
鹿児島県南さつま市 こうた 仮面ライダードライブにあいたい
鹿児島県南さつま市 こうや いおんがちかくになりますように
鹿児島県南さつま市 ちとら ようかいウオッチになりたいです
鹿児島県南さつま市 くみちゃん 海のプリンセスになる
鹿児島県南さつま市 ゆうか プリンセスプリキュアみたいにかわいくて強い女の子になれますように
鹿児島県南さつま市 ひより ぴあののせんせいになりたいです
鹿児島県南さつま市 りんご ほいくしになりたい
鹿児島県南さつま市 りの キュアマーメイドになりたいな
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鹿児島県南さつま市 ののかちゃん けんどうができますよう
鹿児島県南さつま市 みゆ おべんとうやさんになりたい
鹿児島県南さつま市 かいちゃん せがたかくなりますように
鹿児島県南さつま市 とうま やきゅうせんしゅになりたい
鹿児島県南さつま市 かなでくん スターニンジュになりたい
鹿児島県南さつま市 ゆうと あたらしいようかいウォッチのめだるがほしいです

鹿児島県南さつま市 せな
自転車にひとりでのれるようになりたい
自分でおきれるようになりたい

鹿児島県南さつま市 ゆいちゃん モモニンジャーになりたい
鹿児島県南さつま市 ももか あーちゃんみたいな　おねえちゃんになりたいです
鹿児島県南さつま市 ちさき まいにち　げんきいっぱいたのしくあそべますように
鹿児島県南さつま市 ひろと たくさん　おもちゃがほしいです
鹿児島県南さつま市 保育園の夏祭り　お化け屋敷がんばれますように?　　泣かないぞ!!
鹿児島県南さつま市 おひめさまになれますように
鹿児島県南さつま市 かっちゃか ライオンハオーの合体できるロボットか゜ほしいです
鹿児島県南さつま市 おおきくなったらニンニンジャーになれますように
鹿児島県南さつま市 ゆなちゃん たくさんおともだちとあそべますように?

鹿児島県南さつま市
せかいがへいわでありますように！
かっこいいしょうぼうしゃのひとになりたい
けんこうでげんきでありますように!!

鹿児島県南さつま市 こうちゃん パパのように大きくなりたいです
鹿児島県南さつま市 あらちゃん アンパンマンになれますように
鹿児島県南さつま市 あきとちゃん ミッキーマウスになりたいな
鹿児島県南さつま市 りゅうとちゃん みんなとなかよくあそべますように

鹿児島県南さつま市 らいきちゃん
身長のびますように！
野菜たくさん食べますように
お友達と仲良く遊べますように

鹿児島県南さつま市 まひろちゃん たくさんたべておおきくなりたいなぁ?
鹿児島県南さつま市 いちかちゃん お友だちとたくさんあそべますように！
鹿児島県南さつま市 みさとちゃん おうたとおしゃべりが上手になりますように

鹿児島県南さつま市 りのちゃん
こきんちゃんにあいたいな
優しいおんなのこになりますように☆

鹿児島県南さつま市 りゅういちちゃん アンパンマンみたいにやさしくつよい子になりますよえに！
鹿児島県南さつま市 えいたちゃん きかんしゃトーマスになりたいな
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