
住所 ペンネーム 応募作品

青森県
子育てにイラッと来る事があっても生まれた時の無心の微笑み、ノドを鳴らして応えてくれた時の嬉
しさ思い出してくださいね。

青森県
今とっても良いつぶやき方法がいっぱいあるじゃないですか。友達の良いところだけ見て、悪いとこ
ろはそっと胸にしまいましょう。言葉に出したら終わりですから通信手段で楽しく受け流しましょう。

青森県
孫の幼稚園の祖父母参観日に出席した。町のダンス教室を開いている先生が講師でダンスの授
業。上手く出来るか期待していた。見事に裏切られたなんとドンくさい事、少しは他の子よりは上手く
出来るはずと思っていた。でも私の孫が上手なはずがある分がない。でも今度会った時は上手だっ

青森県
二人の孫は男の子毎日のケンカはゲームなの？パンチやキックは痛くないの？ばあちゃん理解でき
ずオロオロで「もう！！やめなさい！！」ばかり、少しぐらいケガしてもいいとは、パパとママ。預かっ
ているじいとばあはそうはいかないよ。

青森県
孫機嫌良い時は「おばあちゃん・おばあちゃん」機嫌の悪いときは「まま・ままおばあちゃんじゃな
い」ってかわいいけれど疲れます。

青森県
子どもの笑顔が見たくて頑張った子育て時代。今は、大人になった息子たちに、家族をもって頑張る
力をもってほしいと願う親の私の今の気持ち

青森県 涙なし笑い途絶えぬわが家族
青森県 強い子に生きてください。願う母
青森県 家族での一言ありがとう。毎日一言ありがとう。感謝の気持ち現れそう。

青森県

今頃子育て反省しています。娘は小4より反抗し、自分が親になりやっとやさしい子に戻り。息子は特
別消極的で苦しさからすぐ逃げる。これからは少しでも役に立つバーバーになりたい！娘よ貴女も
含め孫を特別いっぱい愛します！息子よ貴方の悩みはいつでも聴いてあげるよ。そしていつまでも
見守ってあげます！本当にふつつかな母で「ごめんなさい！」

青森県
孫の寝顔見ていつまでもばあちゃんの側にいてくれるかな？ばあちゃんもいつまでも孫の近くにい
られるかな？いつまでも元気に過ごそうね！

青森県
先日２６才になる息子が仕事でミスをして電話してきた。心配で・・心配で・・。何才になっても母親って
心配の種が無くならないんですね。

青森県
朝早く長男が出かけた。どこに行ったのか気になった、怪我をしてから元の仕事が出来なくなった。さ
ぞ辛かっただろうと思う。でも今は、気を取り戻して家の仕事をしている。良かったなあとつくづくそ

青森県 孫の笑顔は私の心の癒しです。いつまでも笑顔を守ってあげていたいな。
青森県 登校拒否から20年、貴方が笑顔を取り戻し、今は孫の笑顔にほっと安心。よく頑張ったね、わが娘！
青森県 お母さんゴロゴロ、子どもはおもちゃ遊び少しは一緒に遊んであげて！
青森県 人なのよ、あなたも同じ人なのよ。
青森県 偏差値に飛び立てないと迷い鳥。
宮城県仙台市 さー母 「ママ大好き」　抱きついてくる小さなあなたへ　いつもたくさんの愛をありがとう
山形県 ままりん 大好き！と叫ぶ笑顔が栄養ドリンクです

平成２８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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山形県 ミーちゃん 子どものパワー　母も負けずに日本舞踊
山形県 やっぱり２人はママの宝物
山形県 3baby mama 子どもと夫のおいしそうな顔がキッチンに立つママの原動力
山形県 さなぽん 子どもの初めて描いた私の似顔絵を見て涙がポツリ・・・

山形県 さなぽん
児童館に預けた日、泣く我が子を心を鬼にして送り届け、家に帰って自分が号泣・・・。しかしお迎えに
行くと友達と笑って遊んでた。子どもってすごいね！

山形県 子は親の鏡、つくづく思う。自分の態度を改めなければ！
山形県 のんまま おかあさんだいすきの声で一日の疲れがふきとびます
山形県 ままままん 子どもの笑顔は親の笑顔
山形県 昨日できなかった逆上がり、今日できててびっくり！成長したんだね・・・
山形県 さくらんぼママ しかられている子どもを見て我が身を正す
山形県 J 担当とお風呂に入ると泣く息子
山形県 子どもの笑顔は一番　具合悪く静かよりうるさい方が良い！！
山形県 子どもの成長が、夫婦の一番の楽しみ
山形県 イカっては反省し、またイカる
山形県 いつになったらおちつくのかと思うけど、いつまでも続くだろうと思う
山形県 子どもの成長を日々喜ぶ私、私自身の成長も感じる
山形県 パパの誕生日、娘達お祝いの歌でかこむケーキ。家族が一つに

群馬県大泉町 ねっちゅ
おっぱいが大好きな1才半の息子はすぐ「ぺぺ(おっぱい)！」あげないと引っかきます。吸い尽くされ
萎んだ胸は私の勲章です。

群馬県大泉町 ともちゃん あなたの笑顔、あなたの歌、あなたの存在そのものが、みつこばーちゃんにとってお薬であり生き
東京都杉並区 みこバアバ 元気でやさしいＴちゃん、大好きだよ！だけど、「くそババア」なんて、チクチクことばは、悲しいな・・・
東京都 山野柘榴子 すみません　連発する俺　まねる次女
東京都 山野柘榴子 登山道　鳴き声三人　共鳴す
東京都 山野柘榴子 山くらい　笑顔で登りゃ　いいものを

神奈川県海老名市 よけ
(孫のお母さんへ)
叱るワケ　ちゃんと説明　してあげて　それでダメなら　怒っていいよ

神奈川県海老名市 よけ すがるような目で、施設は嫌と主張した母。ごめんね、私だってまだ仕事はやめられないよ。
埼玉県大宮市 岩窟王 気が付けば　孫は成長　爺婆は齢を重ねて　黄昏の空
埼玉県大宮市 岩窟王 老い二人　秋の夜長に　孫話
埼玉県大宮市 岩窟王 いざ介護　パラサイトの子　家を出た
埼玉県大宮市 岩窟王 切れた親　しっぺ返しは　子も切れた
埼玉県大宮市 岩窟王 親想うほど子は風のよう
新潟県新潟市 しげちゃん 親心　子供を産んで　身に染みる
富山県黒部市 らんるる 私が小さかったころから家族は口喧嘩ばかりしていたが、子どもの存在は忘れ去られていた。
石川県 匿名 毎日ガミガミ怒ってばかりなのに、「ママ大好き」と言ってくれる子供達。その言葉に喜び反省する毎
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石川県 かっこ 気性の激しい母、今ベッドで目を開けているだけでも一生で一番穏やかな時を送っている。これで
石川県 かおりん 「おばあちゃん！」　照れ笑いして　「お母さん♡」

石川県鵜飼保育所 りよんママ

プロポーズ
「ママ、けっこんしてください」と、真剣な眼差しの息子。だけど残念、ママは結婚済み。しかも、そのお
相手は最愛のパパ！？…
それを悟った5歳児の肩の落とし方が尋常じゃない。
未来の本番では、お相手の方が可愛く「はい」と頷いて下さいますように。

石川県鵜飼保育所 りよんママ

祝ご入学
フランスの現地校に転校したR君ママから、メールが届く。
「9月1日から小学一年生になりましたよ」
こりゃめでたい！指折り数える息子もランドセルまであと7カ月。

石川県鳳珠市 能登のＹｋ ３月で退職します。周りの方に迷惑をかけながらも支えてもらった４１年間。皆さん本当にありがと
石川県鳳珠市 なおばば わが子のことばかり思う。おいしい食事しているかな？あったかい布団で眠っているかな？婚活も

石川県金沢市 黒マメママ
黒マメ(犬)がつなぐ笑顔の線。先には娘・息子・大事な夫。
いつもいつもありがとう。みんな大好き。

石川県金沢市 やま 家で生活している頃は構いすぎと言っていた息子達も、自活したとたん親への感謝を感じてくれた
石川県金沢市 ほっとちゃん いつも面白くなかった。姑が亡くなったら心が晴れた。ヤッホー
石川県金沢市 おかおか 産んだの私なのに顔、性格、体系、全部だんな似。最強ＤＮＡｉに負けるな、私！！
石川県金沢市 オカン 二人の子育ても一段落。点数は付けられませんがこれからも見守って行きたいと思うこの頃です。
石川県小松市 ＭＫＡＫ 看護師になりたい長女とフイドルになりたい次女が蹴り合いのケンカで母節句。どちらの夢も叶うと
石川県珠洲市 息子よ成人おめでとう。小さい時はいろいろとダメ母ちゃんだったけど素敵にあなたを見ると安心
石川県珠洲市 ムコドリ 土日出勤、残業ばかり。「お母さん今日は居る日？」と息子に聞かれる始末。休日だけでも息子と遊
石川県珠洲市 匿名 上の子に怒っていない時でもお母さんはいつも怒ってると子供に言われ反省する
石川県珠洲市 かこ あなた達の為に、健康でいたいと思う。恥ずかしくない生き方を、したいと思う。平和を、平穏を、願

石川県珠洲市 怒りん坊かーちゃん
「おはよう」「おやすみ」の１日が当たり前の事だけど元気に無事に過ごせる事のありがたみを忘れ
がちになっている

石川県珠洲市 子育てサバイバル 少し欲張りになっていたのかな…元気に産まれてきて欲しいただそれだけが願いだった頃を思い
石川県珠洲市 たこママ 寝顔みて　叱りすぎかな　振り返る
石川県珠洲市 すず どんなに近くにいても気がつかなかった。でもこの子ができた今なら分かるよ。お母さんの大きな
石川県珠洲市 かほりん 5本川で寝るのもだんだん狭くなってきたよ。いつまでみんな一緒に寝れるかな。できるだけ笑顔で
石川県珠洲市 ほっとする　家の灯と　子の笑顔
石川県珠洲市 Nakagawa 子の育ち　親も次第に　育てられ
石川県珠洲市 Nakagawa 姉弟げんか　最後は姉の　我慢のみ
石川県珠洲市 ゆうゆう 子供は親より愛情深い。だってありのままの親を受け入れいつも笑顔をくれるんだから。子供達、あ
石川県七尾市 ABCD なんでオレ　やらんとだめなん　宿題を
石川県七尾市 はるる＆ゆっち 夏休み　学校イヤだな　休んじゃお
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石川県七尾市 ユッキー 休みぐらい　しゅくだいなしが　いいのにな
石川県七尾市 ライオン お父さんと川やうみでサザエやさかなをつって家でりょうりをつくった。たべたらおいしかったよ。
石川県七尾市 かおりんご 夏休み　四十日は　長すぎる！
石川県七尾市 あい２ お手伝いの後の後始末がいつも大変
石川県七尾市 やまざきももか おとうとがいうことをきかなくてこまっています。ほんとうはかわいいところもあります。
石川県七尾市 おりこうりこちゃん いもうとにままをとられてさみしいな
石川県能美市 ２４３姉妹母 「いたいいたい」　三女の口ぐせにドキリする母
石川県能登町 ここ・りかママ 無邪気な笑い声があるだけで家中がパッと明るくなります。いつもありがとう。
石川県能登町 こよりん 「太った」と言いながら肉まんを食べる１６歳の娘
石川県野々市市 「これやる」とくれた学生柔道の優勝の楯。子育てで優勝した気持がして嬉しくて涙がでたよ。
石川県羽咋市 ポニー 心の中では素直に大好きって毎日言ってるのに、目と目を合わせて言ってないね。「大好きだよ」
石川県白山市 Ｒ 息子と娘にくっつかれ寝返りさえもできなくて、のびのび寝たいと思うけど、やっぱりこれが幸せな
福井県大野市 たかこりそ ばあちゃんが　小さい内は可愛いと　「今だけ可愛い○○君」　孫に言って　もう6年
福井県大野市 めがねザウルス 泣きぼくろ　指差す我が子に　苦笑い
福井県大野市 よ・ひ・さママ ごめんね。君たちの顔を見ると、私の辞書は小言が最初になってしまうの。
福井県大野市 子ども達の笑顔が私の元気の源。明日も頑張るぞ！！

福井鯖江市
ベビーカーで遊んだ孫も大きく成長し、今は大学の進学勉強で頑張る姿こそ涙の出るほど嬉しい。
ガンバレ夢実現に向かって！

静岡県牧之原市 母ちゃんと　一日何度呼ばれるか　呼ばれた数は　子供からの
静岡県牧之原市 ＫＩＫＯ じいじ「ちょっと字がうまく見えないなぁ」　孫「そうだね。じいじの目、ちょっと小さいもなね！」
静岡県牧之原市 ＫＩＫＯ 母「鬼の顔ってこわい顔だね。」　息子「お母さんのおこった顔のほうがこわいよ。」　母「・・・・・・・・」
静岡県牧之原市 フェッセル 「シャキン」と耳元でハサミの音が。「かわいくしようと思って～」年中の次男が私の髪を切った音でし
静岡県静岡市 年子ママ あ”ーどうしたら私の本当の気持ちが伝わるのだろう
静岡県静岡市 アイスカイ 初めての子育て、わからないことだらけであなたが泣けば私も泣きたくなる。でも弱い私でもがん
静岡県静岡市 けんちゃんママ いじっぱりで甘え下手の私だったのに、息子には猫なで声になってしまう。初恋かしら。
静岡県静岡市 我が家には可愛い過ぎる天使がいます。しかも、ふたりっ！
静岡県静岡市 らぱこ 早くして、待っててねのコトバ。自分の都合だった。少し余裕のキモチになったら子も私もにっこにこ。
静岡県静岡市 サボテンママ 二十才の君が一才の頃の写真には背筋を伸ばしたじいじ、ばあばがいた。君の未来を作ってくれて
静岡県静岡市 サボテンママ 君の返信メールは「うん」「そう」という超短文。でも初めての母の日の手紙は長文だったね。忘れな
静岡県静岡市 サボテンママ 母の日に私が一番欲しいものはなんでしょう？そう！君からの「いつもありがとう」のメールなんだ
愛知県半田市 ナッツとピュア ママ代わり　娘テキパキ　夕支度
愛知県半田市 ナッツとピュア ママ帰る　お仕事うまく　いったんだ　ニコニコ顔で　おみやげ持って
愛知県 Nばあば ハンサムなじいじとかわいいばあばの絵をありがとう！額に入れて毎日、あなたの笑顔思いうかべ
愛知県 ＢＡＢ 優しいお妃と愛らしい姫様二人とやって来たあなたは、頼もしいパパに。そして、親想いの息子に
愛知県一宮市 ぽちママ 二男15才　反抗期！　母50才　更年期？　そりゃ衝突しても、しょうがないですよね？
愛知県一宮市 ちゃま もう一度、子育てしてみたい♡赤ちゃんを見るたびにそう思っちゃいます。
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愛知県尾張旭市 さとママ 子供たちが独り立ちしてほしいと思うけど、寂しさを感じる親心。
愛知県尾張旭市 いつの日か　うどんじゃなくて　カフェランチ
愛知県尾張旭市 新米ママ 平日に　話すことばは　喃語だけ
愛知県尾張旭市 つないだ手　見つめた瞳　愛らしく　この幸せが　永遠に続けと願う
愛知県尾張旭市 脱いだ服　洗濯カゴへ　ダンクシュート！　6年男子バスケ部
愛知県尾張旭市 隣の芝生は青い イクメンの　よそのダンナが　良く見える
愛知県尾張旭市 赤子抱く　息子の背中　たのもしく
愛知県尾張旭市 ナベヲ 今日から私の休養日と朝から座ったままの妻　俺も欲しいよ休養日
岐阜県加茂郡 なはな 二度とない子育てだからこの時間この瞬間をも大事にしたい
岐阜県加茂郡 なはな パパ抱っこ言われるうちが幸せと腰の痛みも見せず抱っこす
岐阜県加茂郡 なはな 寝顔しか見られぬ日々の続く日よこの成長よ止まれと祈る
岐阜県加茂郡 なはな 子を抱きてぬくもり知ったあの瞬間思い出せ我叱る時また
三重県志摩市 はるばあば 子は宝　家族の宝　国宝
滋賀連近江八幡市 パトのジャック ばぁちゃんに　肌着を贈る　クリスマス
滋賀連近江八幡市 ラクダのおもい キャメルなら　楽だ軽いと　ジジに買う
奈良県奈良市 明拓 今日は周りの人に優しくしただろうか
奈良県奈良市 明拓 踊ったよ　君が生まれた　その朝は　うれしくて　うれしくて
兵庫県赤穂市 赤穂のピーチ 見ているよ　その一言が　安心へ
兵庫県篠山市 プーちゃん 親になり　しみじみ感じる　親のありがたさ　私は子らに　何を伝えられるだろう
兵庫県高砂市 Ｆママ 昼寝する子どもを見て「大きくなったな」とジョイントマットの数を数える私。
兵庫県たつの市 珠良犬 一度だけ　つけたその傷　一生残る　あなたのがんばりを知ってる人が必ず近くにいます
兵庫県西宮市 横山関治郎 言う事を　たまには聞けよ　息子殿！
兵庫県姫路市 配りや一歩から 孫達は　ゲーム大好き　話そうよ
兵庫県姫路市 配りや一歩から 子と離れ　爺婆と二人　話すこと　孫の成長　子供の苦労
兵庫県姫路市 はひふ 両親共にどうしようもない人間だった私の親。私は絶対にあなた達のような親にはならない。それ
兵庫県姫路市 髙田　美恵子 振り向かず　巣立つ子の背が　がんばれと　さみしがるなと　母に言う
兵庫県姫路市 ジャッキー ”できた母親”になれなくても、この子にとって、大好きな母親であり続けたい。
兵庫県姫路市 ちいまま お母さん抱っこ。6才と9才の娘が言う。大きくなった2人に求められるのはあと数年。今を大事にしな
兵庫県姫路市 子育ては　楽しいばかりじゃ　ないのだよ
兵庫県姫路市 遊ぶおもちゃはどんどん新しく難しくなり、勉強どころではなくなってしまっている。
兵庫県姫路市 リラックマ 母の言葉　マジックにかかる息子と　かからぬ娘
兵庫県姫路市 悟空 兄が欲しい　サンタに願う　長男坊
兵庫県姫路市 ぶーちゃん お父さん　娘の顔より　スマホ見る
兵庫県姫路市 ココア 子供より　子供の父親　手がかかる
兵庫県姫路市 旦那より　頼りにしている　イクメン息子
兵庫県姫路市 ママ インドアな　だんなを動かす　ポケモンＧＯ
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兵庫県姫路市 ふわりん 「お手伝い楽しいね～」と言いながら、汚したり散らかしたりする娘。いつか上手になってね
兵庫県姫路市 子を育て　母の偉大さ　身に染みる
兵庫県姫路市 まやまや 娘の手のひらを主人といちにのジャンプで持ち上げる。「大きくなったけど重いよね(笑)」
兵庫県姫路市 食べるの大スキ❤ 食欲は　あればあるだけ　食べていい？
兵庫県姫路市 ナカ 下の子は　いつまでたっても　赤ん坊
兵庫県姫路市 さおりん グズグズグズと　いつまでつづくか　このグズグズ
兵庫県姫路市 みーまま 抱きしめて　親も子どもも　リラックス
兵庫県姫路市 娘の何気ない一言ではっと気付かされた時、成長したんだなぁと嬉しく思う。
兵庫県姫路市 なな 「ママ、なんか怒ってる？」よりも「ママ、今日なんか良いことあった？」と言われる毎日を過ごした
兵庫県姫路市 ひめまま 疲れても　子どもの笑顔で　フルパワー
兵庫県姫路市 ３児の母 育児はまさに修行だなぁ
兵庫県姫路市 ともめぐ 弁当日、３０分早く起きたのに、子どもも起きて結局バタバタ
兵庫県姫路市 「ごめんね」が言えなくて、代わりにギュッとしてくれる２歳の息子。かわいくて許してしまう。

兵庫県神戸市
ヒトは子育てを覚え地球上で繁栄した。私は宇宙人を育てて成長した。そして子育ては子に受け継
がれ伝統となる。

大阪府松原市 抱き締めて 抱き締められて 孫曾孫
大阪府松原市 初孫の　むきたて卵の　オムツ替え
大阪府松原市 介護する 母の笑顔に 雨宿り
大阪府松原市 菊愛でる 母の笑顔が 花になる
大阪府松原市 菊愛でる 母の姿が 凛とする
大阪府松原市 紅葉狩り する手も同じ 紅葉かな
大阪府松原市 只今の 笑顔の瞳 紅葉の手
大阪府松原市 ありがとう  きみが生まれて くれたこと
岡山県倉敷市 マツ 親になり　夜型人間　朝型に
岡山県倉敷市 ぷっちょ こんどこそ　『いつか』をやめて　断捨離だ！　リビングを見て　毎日決意！
岡山県倉敷市 3人目が産まれ、2人の姉が弟をかわいがってくれる姿がほほえましい
岡山県倉敷市 匿名希望 私のお腹に手をあてて「痛いの痛いの飛んでいけー！」と3歳の娘。痛いの飛んでったよ。ありがと
岡山県倉敷市 なかなか言葉がでず不安だったが3歳を前にしゃべりだしたことがとてもうれしかった
岡山県倉敷市 まつした ねがおはかわいい
岡山県倉敷市 みやこ 娘3人　大変なこともあるけれど、笑顔を見ると幸せになれます。
岡山県倉敷市 KUNISAN 毎日大変ながらも楽しんで子育てしています
岡山県倉敷市 大変だけど夫も協力してくれるので助かります

岡山県倉敷市 ひろは
人見知りの娘がなかなか人にあいさつができなく、そっぽを向いてしまい、今それが悩みです。時
間が経てばしてくれるのかな？

岡山県倉敷市 ぶんた 3才のお兄ちゃんが産まれてから、おむつをしてくれたりとてもお世話をしてくれてとても嬉しいで
岡山県倉敷市 愛 子育て
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岡山県倉敷市 れおはな 心の余裕があるときは優しい口調で言えるけどついつい怒ってしまう。
岡山県倉敷市 3才になった娘、プリキュアにはまって、毎日おどってなりきってます。
岡山県倉敷市 子供がお手伝いしてくれた時、大きくなったなぁと感動
岡山県倉敷市 生まれてびっくり　ミニ父ちゃん
岡山県倉敷市 きなこ 毎日おこってばかり　でも毎晩寝る前「ママ大好き。」と言ってくれる。「ママも大好きよ。」
岡山県倉敷市 朝のあいさつ「おはよう」から戦いのスタート「おやすみ」がゴールです。

岡山県倉敷市
子育てをしていると1日のうちに怒ったりイライラしたり喜ばせてくれたりと色々な感情にさせてくれ
ます。そんな存在は娘だけです。子育ては大変だけどやりがいがあります。

岡山県倉敷市 のんきさん いくつになっても　頭のあがらぬ母のパワー　いつまでも元気でいてくれるありがたさ
岡山県倉敷市 わしゅう リオ五輪　感動いっぱい　ありがとう
岡山県倉敷市 もっと見て！　あるよ『我が子』の　良いところ

岡山県倉敷市 シーズー愛
つぶやきを　犬に聞かれ　照れ笑い
愛犬に　エサをねだられ　夫の尻たたく

岡山県倉敷市 テレビみて　明日は我が身と　タカハタママ
岡山県倉敷市 児童館でボランティアしていて、お母さんにムッとしても、子どものやさしい笑顔にまけて次もがん
岡山県倉敷市 自立して一人暮らし始めた娘は、毎日我が家の冷蔵庫がコンビニと言って持ち帰っています。お財
岡山県倉敷市 夫婦二人のゆったりとした生活をしています。小さな出来事にも喜びを感じられる様五感をとぎす
岡山県倉敷市 ランチタイムに　ほおばるおにぎり　うれしそう　母の愛情いっぱいつめこむ
岡山県倉敷市 ちわ母 いつも全力で　いつもわんぱくで　いつも笑顔のあなた達に　救われてる
岡山県倉敷市 はるママ そういえば　お腹のなかから　暴れん坊
岡山県倉敷市 孫達が生まれて、寝相アートをして楽しい写真を撮ってます。姉妹お揃いで、はいポーズ。
岡山県倉敷市 県外に住む息子。メールをしても返事なし。親の心配子は知らず。
岡山県総社市 「ありがとう」　そのひとことが　家族の和
広島県呉市 けんさん もらったおかしをくれたり、いっしょにあそんでくれたりしてくれるおねいちゃんがやさしいです。
広島県呉市 まゆみ 家族全員でそろって食べる食卓は、おいしい食べ物と、楽しい笑顔であふれてる。毎日が幸せ、家
広島県呉市 しんいち 子育ては腹も立つけど楽しいな　子供達腹も立つけどかわいいな
広島県呉市 りさっぺ お母さん　いつも大変　大じょうぶ
広島県呉市 前修 あそんでよ　父に言うても　いやという　父はうれしいが　すなおになれない
広島県呉市 愛華 お母さん　ごはんはいつも　おいしくね
広島県呉市 ともこ 母さん　これからも　ニコニコしていてね
広島県呉市 えりこ ありがとう　この一言で　がんばれる！
広島県呉市 よしみつ かあさんの　おかげでいつも　げんきなり
広島県呉市 涼香 学校は　なかまをたすけ　楽しいな
広島県呉市 しんた カチンときても　ぐっとガマン　広い心で！
広島県呉市 宮子 子育ては　親を育てる　長い道
広島県広島市 後になってあんなに怒らなくてもよかった…と思う。ごめんね。
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広島県広島市 ゆっくり かくれんぼ一緒に遊ぼうとせがまれ、来てうれし帰ってうれしの今日この頃
広島県広島市 三人の孫に囲まれて、これから先戦争のなき平和な世の中が続きますよう願うばかりのばばです。
広島県広島市 ちっちゃな手　ぎゅっと握って　今日もしあわせ
広島県広島市 冷蔵庫　パタパタパタパタ　夏休み
広島県広島市 channao ずっとお母さんと一緒に居たい、と三人の子それぞれが言ってくれている。正直なところ、とっても
広島県広島市 白蓮 子育て　すでに終了組。あとは、我人生！たのしく日々を過ごすのみ。
広島県広島市 ミミ つらいとき　泣けばいいんだ　だいじょうぶ
広島県広島市 ミチ 夏休み　定員ふえて　てんてこまい
広島県広島市 匿名 忙しすぎる毎日だけど、あの頃が一番楽しかったと思う日がくるんだろうな・・・今この瞬間に感
広島県広島市 みきてぃ 真赤激　優勝願う　カープ女子
広島県広島市 鯛あら煮 もう何年　小言家政婦　ボランティア

山口県周南市
１０年後の還暦、下の子１７歳、孫１３歳。いつまでも元気でいたい。いつ楽になる？それでも子どもの
笑顔で幸せ気分。、

山口県周南市 「ねぇねぇあのね・・・」子どもの声をもっとたくさん聞きたいけれど、いつも「忙しい」のママでゴメン
山口県周南市 Ｎ・Ａ 「ただいま」「おかえり」今日も無事に帰ってきてくれて、ありがとう。
山口県周南市 Ｎ・Ａ 「ありがとう」「ごめんなさい」友だちと仲良くなれる魔法のことば、素直に言えるようになったね。
山口県周南市 Ｙ・Ｋ 手のかかる息子に「有名になったら海外旅行に連れて行ってやる」と言われたが、先のことより今安
山口県周南市 Ｙ・Ｋ いつか自分の店を持つ夢を膨らませている娘「母さんの好きなケーキを作ってあげるね」今でも十
山口県周南市 Ｙ・Ｋ 中学生の娘に初めて「ギューってして！」と言われた時、長女だから一人で頑張っていたんだと母と
山口県周南市 きよら お母さん　お仕事してくれて　ありがとう
山口県周南市 かなめ お母さん　いつもお料理してくれて　ありがとう
北九州市 ひなちゃんのおばば ポケモンゴー、ゴーはゴーでも将来の夢に向かってゴー
北九州市 ひなちゃんのおばば 高校2年の孫、将来は保育士。姉妹がいないので小さな子ども達に囲まれたいと、夢に向かって
北九州市 ひなちゃんのおばば 子どもの泣き声、ふりむくと、若いママがしっかり抱きしめて、子どもにダメな事をダメと言ってい
北九州市 幼稚園から帰り毎日、踊ってみせるお遊戯会の踊り。本番が楽しみです。がんばってね！！
北九州市 ＳＥＲＡ 義母92才脳梗塞で倒れて4カ月早く家に帰りたいとリハビリ一生懸命、頑張れ！
北九州市 美江 もう70才とまだ70才、年月の流れの速さが気になる今日このごろ。
北九州市 美江 もっと子ども達を守ろう。今後の日本はどうなるのだろう！！
北九州市 孝ちゃん 一泊で親子でゴルフ、夜は楽しい昔話でついつい酒もいける。ああ、あと何回親父とゴルフに行ける
北九州市 スミレ いたましい子どもの災難、どうにか食い止められないかと胸がいたみます。
北九州市 スミレ 逢う度に　知恵つく孫に　期待ふくらむ

北九州市 ゆきうさぎ
「住民同士の挨拶はしない」ルールを決めたマンションがあるとか。理解に苦しむ。まず挨拶が大事
と思う私は古い？

北九州市 はんちゃん だた今、家族の増殖中。うれしいやら忙しいやら、年ととるのも忘れそう！
北九州市 明るい女性 皿倉山もようやく、色とりどりに染まっています。一方街中ではカラフルなイルミネーション美しい季
北九州市 えみりちゃんのばあば 嫁さんは、何も言わないけど、孫娘がばあばの玉子焼き、いつも取りあいっこで食べるんよとエツ、
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北九州市 竜虎 来年の干支作りで粘土をこねる子ども達を見ながら将来どんなに変わっていくのか思い描き、教え
北九州市 ば～ばちゃん 親子げんか　その度に知る　子の成長
北九州市 あなた達に会えてありがとう　しあわせな老後でした。あばあちゃんより
北九州市 仕事があるから生きとれるんや。なかったら死ぬ。おかげで長生き！90歳の言葉の力に生き方を
北九州市 mihishikokoYu 遠くで暮らす息子達家族　一年に数度逢う楽しみに　皆健康であれと願う日々

北九州市 くう
孫5人、元気で明るく育っています。ラグビー3人頑張って。骨折もしたけど続けてます！！応援する
のが楽しみです。

北九州市 かわいい笑顔。その笑顔がいつまでも続きますように！
北九州市 遠く離れた初孫の顔を見せたいとスカイプをつけてくれてありがとう。毎回楽しみにしていますよ。
北九州市 健康で思いやりがあっていい子なんだけど、もうちょっと勉強してくれないかなぁ・・・
北九州市 仕事から帰って家事に追われていると、ママ大変やけお手伝いするねと言ってもらえて涙が出まし
北九州市 「ママ、だっこ」ええ－、またーと思うけど、抱っこできるのも今だけなんだろうなぁ。
北九州市 さわこ 子育ては　みとめてほめて　子ども　ただいまに　心もようが　あらわれる
北九州市 子の成長　そのときそのときを　楽しみたい
北九州市 子どもが小さい頃から音楽、美術など一緒に鑑賞して家族で話し合うと良い思い出が出来る。
北九州市 孫も大きくなれば会いにこない。ジジーババーのなやみ
北九州市 ばぁば もっと顔が見たいな。スマホばっかり見ていないで、こっちむいてほしいな。
北九州市 シゲ いつの間にか、追い越された身長。大きくなったとつくづく思う。
北九州市 けいママ けんかできるのも兄弟の特権だね・・・と思うことにした。
北九州市 こう 久々に実家に帰って食べる母の料理にほっとする。
北九州市 カープ大好きさん 与えられたどんな仕事でも、自分のやり方でこなしていく。それが「自分らしい生き方」だと思いま
北九州市 かなえ 一人暮らしを始めても、帰る場所があること。あたたかい笑顔で迎えてくれる家族に感謝。いつも、
北九州市 かなえ 悩んだ時、辛い時に、相談にのってくれる優しい兄。いつも陰ながら支えてくれて、ありがとう。
北九州市 こう 子ども達の笑顔が僕のエネルギー
北九州市 久美子 アハハ。来年の事を言うと鬼が笑う。笑って下さい。初孫が２月に誕生します。うれしくて。一緒に笑っ
北九州市 匿名 久々の夫と子どもの帰省に、主婦業の大変さを思い出す。
北九州市 とある大学生 離れてこそ頼りになるのはやはり親
北九州市 ばぁ～ば 小さな孫　大きくなるまで　元気でいたいな
北九州市 じゃすみん 子育てが終わった後に介護かな・・・？
北九州市 ちー 「ありがとう」言って気持ちが柔らかくなる。
北九州市 マロンちゃん 家族の笑顔が一番！元気、やる気が涌いてきます。
北九州市 たかちゃんさん 自分の時間がほしいけど、「ママがいい。」とくっついてくる我が子が愛おしい。

北九州市
75才になった夫。小学生のお手紙配達で手紙を手渡しされ「今の子どもははっきりものを言うなぁ」
と感心し、にんまり笑っていた。

北九州市 右手首の腱鞘炎になって主人が色々と手伝ってくれるようになりました。
北九州市 反抗期も成長だと分かってはいるけれど、ついつい怒らずにはいられない・・・。

9 / 13 ページ



北九州市 大学の授業は週一日。昼まで寝て午後バイト。4月からの社会人生活大丈夫？
北九州市 ばあばは膝の痛みを堪えて一生懸命孫の世話。大きくなって思いだしてネ。
北九州市 素直に受け取ろう　人様からの誉め言葉

北九州市
4才の男児と2カ月遅い同じ4才の女児（兄妹ではない）の孫。見ていると2カ月遅い女児の方がはる
かにお姉さんだ。

北九州市
93才の義母。点滴と鼻からの栄養補給だけで入院4カ月を経過。認知症の為、会話も不可能になっ
たが、毎日声かけし義母の生きる力を見ている。

北九州市
長女が小学2年まで不登校気味になったが、3年生の時の担任の先生のおかげで乗り切れた。現在
長女は小学校の先生。

北九州市 親は我子のマイナス面が目につき、人様は我子のプラス面を見てほめてくれる
北九州市 三年生と一年生の女児の孫よ　じいじの前での裸はやめて
北九州市 匿名 何度の忠告も聞かず糖尿病になった夫が、「あーあ十年前に戻りたい」と言う。後悔先に立たず。
北九州市 タケちゃん ママからの　孫をみてに　小躍りす　十才の孫の話に　じいじ出る　命日間近か
北九州市 まごかえり　じいじとホット　ティータイム
北九州市 ねこ2匹 大丈夫　なぜか届かぬ　親の声
北九州市 いつもより　ゆるりとしたかお　どようび日和り
北九州市 あだっち みまもろう　ういの子どもも　よその子も
北九州市 お年寄り　信号ない場所　なぜ渡る
熊本県熊本市 おっぱいで　感じるぬくもり　愛おしさ
熊本県熊本市 パパ帰宅　子守りが増えて　ホッとする
熊本県熊本市 よしみ 子どもの言動で　かえりみられる　自分自身
熊本県熊本市 えみ ほっとする　こどもの寝顔　見るたびに
熊本県熊本市 よしこ ”コラー”と怒る私を抱きしめてくる息子に何も言えなくなる私
熊本県熊本市 なみ いいことも　悪いことも　兄の真似
熊本県熊本市 えつこ 「ごはんイヤ、おふろもイヤだし、トイレもイヤ。好きなことだけしてたいの。」母ちゃんもだよー！
熊本県熊本市 えりこ 遊ぼっか　その一言で　後まわしになる　家事全部
熊本県熊本市 かずみ 出来るよねと　子からつねづね　はげまされ
熊本県熊本市 さあや 叱る前に子どもの好奇心を大切にして見守る心の余裕がほしいな。
熊本県熊本市 えりな 子どもはママのこと全肯定してくれる存在。それくらい子どものことも全肯定してあげないとだよ
熊本県熊本市 ようこ ママがＨＡＰＰＹだと子どもも幸せ
熊本県熊本市 たかこ 子どもには　いつも笑顔で　いたいよね
熊本県熊本市 ともえ 主人も子どもも褒めて伸ばそう。そしたらみんなニコニコ笑顔。
熊本県熊本市 なみこ 叱っても　こどもの笑顔で　許しちゃう
熊本県熊本市 ともこ 下の子を怒った後に、上の子から「あんまりイライラしたらダメだよ」と言われた。そうだね。ゴメン。
熊本県熊本市 清水児童館母ク 親のまね？　すっかり上手になった　熊本弁
熊本県熊本市 清水児童館母ク 汚れたズボンは今日も沢山遊んだ証！　明日も沢山汚そうね!!
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熊本県熊本市 清水児童館母ク
やさしくしてよ　きこえたよ　振り返るとパパだった
たまにはやさしくしてあげよう　ひごろの自分に　反省中

熊本県熊本市 清水児童館母ク もう帰る！もう帰る！　そればっかり言うけど来たばかり
熊本県熊本市 清水児童館母ク ２歳の娘イヤイヤ期　イライラするけど今だけ　今が一番かわいい時　こう思えるようになった３
熊本県熊本市 ３兄弟のママ 来春には　末の息子が幼稚園　手元から離れていき　寂しく涙する
熊本県熊本市 清水　ヒフミ 今が一番可愛い♡　そう言い続けて３年目
熊本県熊本市 清水　ヒフミ 可愛いと言われ慣れてるその笑顔
熊本県熊本市 こじはる まだまだ甘えたい盛りの長女。分かっちゃいるけど下の子を優先しちゃうこともしばしば‥。せつな

熊本県熊本市 ゆったんまま
難病を発症して長期の入院を乗り越えたわが息子。あなたの笑顔が元気の源です。今日も元気に
「いってらっしゃーい!!」

熊本県熊本市 夜ごはん　みんなで食べると　おいしいな
熊本県熊本市 おかあさんの　笑った顔が　大好きだ
熊本県熊本市 自然は優しく怖い　まるでお母さん　教えてくれてる気がする
熊本県熊本市 匿名 優しくて、いつもニコニコ元気なかあさん♡これが私の目標！思い通りにはいきませんが、これを見
熊本県熊本市 久々の結婚式出席。子どもが産まれて親目線で感動・・・！
熊本県熊本市 お兄ちゃん、早くおやつ食べてしまわないと下の子に狙われるよー
熊本県熊本市 急いでる時、床にうんちが落ちてそうじしてると違う所におしっこ。汚いと思ったら踏んづけてた～
熊本県熊本市 2人いるとどうしても上の子ばかりを怒ってしまう
熊本県熊本市 子どもが喜んでくれると激しくひっかえしだっこで頭をごっつん。
熊本県熊本市 らぶまま 反抗期　憎たらしいけど　愛おしい
熊本県熊本市 「ママ、ギューしよう」おこったり、けんかしても甘えてきてくれる。いつまでギューってしてもらえるか
熊本県熊本市 お母さん泣くも笑うも今だけよ。
熊本県熊本市 3人目　欲しいと言ったら　パパ”いらない”
熊本県熊本市 あと○年・・・逆算して子育てを楽しもう。
熊本県熊本市 あー1人の時間が欲しい～～！！！
熊本県熊本市 下の子を怒ったら「お姉ちゃんは怒ってないよ。よしよし。」となぐさめてる。その姿を見て大反省。
熊本県熊本市 子育て世帯の周囲の人たちの見守り、気配りが必要。
熊本県熊本市 孤立しないような地域づくりをすすめる社会に

熊本県熊本市
子どもが出来て初めて子どもに手をあげる人の気持ちが少し分かると思いました。しかし、手をあ
げるまでにはいきません。それは話を聞いてくれる人がいたり、息抜きをさせてくれる場所がある
からだと思います。私みたいに誰も知らない人がいるところに嫁いできても積極的に外に出れば

熊本県熊本市 それが出来ない人には周りがサポートするしかありません。ご近所付き合いも大切にしたいと思い

熊本県熊本市
児童虐待のニュースを見るたびに信じられないと思う反面、他人事ではないなと思う。今周りへの
関心が薄れている中、難しい事だが周囲の大人の子ども達をも守る目というのが児童虐待を防ぐ

熊本県熊本市
育児ノイローゼの延長線にあったり子どもがジャマと感じて始まったり、始まりは色々だと思います。
理由は何でも周りが気づき、子どもと親を助ける事が大事と思います。
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熊本県熊本市
親だって人間だから、イライラしたり、ついカッとなってしまうこともある。でも子どもは自分より弱い
存在で成長の途中にある。子どもの言動を受けとめる余裕や時には自分自身を振り返る冷静さも
大切だと思う。そういう心のゆとりを持つためには、一人で抱え込まず周囲の人に頼ることも必要。

熊本県熊本市 子の笑顔　疲れた私の　栄養源

熊本県熊本市
子どもたちを見守るすべての人たちの温かい目と優しい心が大切だと思います。そうすれば子ど
ももママもパパもＨａｐｐｙになれます。子ども達はすべての人にとっての宝物です。

熊本県熊本市 成長が　嬉しくさびしい　末っ子ちゃん
熊本県熊本市 しっかりものの　女の子　でも寝顔は　いつでも幼な顔
熊本県熊本市 出がかかる　それも今だけ　いとしい時間
熊本県熊本市 いつもニコニコ　いやされる笑顔に　幸せいっぱい
熊本県熊本市 おかあさんが笑うの久しぶり見たー。ははっ　反省。

熊本県熊本市 さーちゃんママ
泣いたり怒ったり忙しい娘。笑ったり泣いたり怒ったり忙しいあなた。いつもいつも元気をありがとう。
大好きな娘さんへ。

大分県由布市 恵良　正美 日々の育児に疲れ　悩み苦しみ立ち止り　それでも毎日前進できるのは　何もかも忘れさせてく
宮崎県宮崎市 アカエタカ 背も伸びて　こころも伸びて　子は自立

鹿児島県南さつま市田一ちゃん
「朝刊見てくれた？」と孫から電話が来る。何かしらと思えば嬉しいニュースだった。賞を取り新聞に
のった事を祖母に喜んでもらいたかったらしい。孫はかわいいね。いくつになっても。

鹿児島県南さつま市スーさん 今年は大きなひまわりをあちこちで見ました。屋根より高くゆらゆらゆらぐ姿は素晴らしいです。
鹿児島県南さつま市ひかりさん 柔道はつらいけれども誰よりも強くなって、未来のためにがんばるぞ。
鹿児島県南さつま市さくらさん お母さんは、ちょっとうるさい時もある。でも、とっても優しい時もある。だから言うね。いつもありが
鹿児島県南さつま市ときはるさん サッカーは、友ときずなでむすばれて、相手にたいするありがとうのパス。
鹿児島県南さつま市まおさん 私はかわいいかわいいいとこが大好きです。一緒に遊ぶのがとても楽しいです。もっともっと遊びた
鹿児島県南さつま市とうまくん いつもおしごと、せんたくものしたりしてありがとう。もっともっとがんばってください。
鹿児島県南さつま市るいくん いつもごはんやせんたくをしてくれて、とてもありがとう。
鹿児島県南さつま市りりちゃん がっこうがすきです。たのしいからです。なかまは、２だけですけどたのしいです。
鹿児島県南さつま市そうまくん いつもやさしくしてくれる家族そのぶんは大人になってからつぐないます。
鹿児島県南さつま市りんちゃん おともだちがいっぱいいてよかったです。ともだちがいるとたのしいです。
鹿児島県南さつま市そうまくん わたしの弟は、とってもかわいい。だから、とっても大すき。
鹿児島県南さつま市りこちゃん いもうとは、ちょっとやかましいけどいっぱいあそんでくれるからもっといっしょにあそびたい。はやく
鹿児島県南さつま市ひなちゃん いつもいもうととあそびます。よくなくけどたのしいです。もっとあそびたいです。はやくおおきくなあ
鹿児島県南さつま市けいま おばあちゃん大すき。おばあちゃんは、おこらないから大すき。
鹿児島県南さつま市りあらさん ピアノは、むずかしいけど、とっても楽しいです。たくさん練習して、上手になって、ほめられたいで
鹿児島県南さつま市いつき ママの、たまごかけごはんは、おいしい。もっとたべたいな。
鹿児島県南さつま市ゆうとくん いっしょに練習してくれる友達がいる。楽しいな。
鹿児島県南さつま市そうや おとうとが、いっしょにあそんでくれる。たのしい。かわいい。
鹿児島県南さつま市よう太 みんなでいっしょに、ソフトの練習楽しいな。スポーツ少年団は、たのしいな。
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鹿児島県南さつま市ナオばあちゃん 孫ができて年をとったと実感するこの頃。でも自分だけではなく周りも皆、年を取りそれなりの器に
鹿児島県南さつま市さつまおごじょ 夢の中　今も生きし夫　我にエールくれ
鹿児島県南さつま市りらっくま いつもありがとうの言葉で頑張れる。
鹿児島県南さつま市りらっくま 仕事でミスしても、子どもの笑顔を見ると元気になれる。
鹿児島県南さつま市あっくんのmama 息子の笑顔で元気100倍！！！
鹿児島県南さつま市さっちゃん 毎日見る、子どもの色々な顔。今日はどんな顔をするのかな？日々の成長を楽しみにしています。
鹿児島県南さつま市もも 走っても走ってもやせません。子どもの声　優しく呼んで　先生と
鹿児島県南さつま市森田Ｍ子 生きているといろいろな事があるけど「生かされていること」に感謝して、今日も笑顔で頑張る
鹿児島県南さつま市ケイちゃん ひ孫産まれて、命名の墨の香がこもる冬の部屋です。
鹿児島県南さつま市ケイちゃん 近くに住む孫の口笛が聞こえてやさしい気持ちになります。
鹿児島県南さつま市ケイちゃん 長女の嫁ぎ先はみかん畑の多いところです。冬になるとみかんを沢山いただきますので、この句が
鹿児島県南さつま市ケイちゃん 野菜や花の種子袋を振ってみると、ほんとうに命の音が聞こえる気持ちがします。

らんるる 相手にも　自分にもある　できぬこと
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