
子育て応援情報誌

こっころ協賛店の紹介
　　お得な情報がたくさん！
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KOTOHITO
“子どもはたくさんの人の中で育つ”地域や家庭とつながりあって子どもたちを見守りながら育て、支えていこうという思いが込められています。

TAKE FREE

KOTOHITOvol.9 の 詳細は県子ども・子育て支援課HPをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしています。 島根　コトヒト 検索



こっころパスポートをお店で提示すると、
いろんなサービスが受けられるよ☆

こっころ協賛店は子育てを応援してくれているお店だよ！

こっころ　島根県

赤ちゃんほっとルーム

検索

検索

こっころ協賛店の情報は、パソコン、携帯から検索してね☆

登録施設はパソコンや携帯から検索できます

※こっころ協賛店のサービス内容は変更になる場合があるためサービス内容を掲載した冊子の発行は行っていません。ご理解をお願いします。

こっころ協賛店は子育て

　乳幼児を連れて外出する家族の利便性を高めるため、おむつ替えや授乳ができるスペース
のあるお店や施設を「赤ちゃんほっとルーム」として登録いただいています。このステッカー
が貼ってある施設では、おむつ替え設備などを自由にご利用いただけます。

和かふえ 葉楽 koto ラムネMILK 堂

日本料理はたの

龍　頭

出雲市今市町 2076
0853-21-8810
10：00～ 18：00
（ラストオーダー 17：30）
火曜

飯石郡飯南町花栗 48 道の駅とんばら内
0854-72-1720
３月～11月 ９：30～17：30
12月～２月 ９：00～17：00
年末年始

大田市大田町大田イ 313-13
0854-82-8677
昼　 11：00～ 14：00
夕方 17：00～ 21：00
不定期

松江市玉湯町玉造 1035
0852-62-1469
平日 11：30～ 13：00、17：30～ 24：00
休日 17：30～ 24：00
不定

お茶を使った和スイーツのお店です。 地元・飯南町のしぼりたて生乳と、旬の果
物や野菜の持ち味を生かした、素朴でやさ
しい手作りアイスクリームです。

昼ランチ11:00から14:00、2,500円 (奉・税別 )松花
堂会席。夕方17:00から 21:00、4,000円 ( 奉・税別 )
から懐石料理をご予算に応じて季節の材料を地産地消を
モットーに提供します。子育てを応援しています。

小さい子供さんには座敷もあります。

全品５％引き
〈対象条件：お子様同伴の方〉

アイス50円引き（ミニサイズ 250円→200
円・レギュラーサイズ 300円→250円）
〈対象条件：中学生以下のお子様分〉

ドリンク（梅酒、ウーロン茶、ジュース）
１本サービス

オール５％引き

ヒマラヤスポーツ
松江店 ホームデコ　松江店

松江市東朝日町 35
0852-59-5077
10：00～ 21：00
なし

松江市西川津町 4170
0120-753-013
9：00～ 18：00
火曜

豊富な品揃えと商品知識が豊富なスタッフだけで
はなく、真心を込めた接客でお客様が満足頂ける
ようにサポートさせて頂きます。皆様のご来店を
スタッフ一同心よりお待ちしております。

中海四市でガーデン・インテリアの雑貨を
販売しています。外構・ガーデンやインテ
リア工事などのご相談も承ります。

店内商品自店販売税込価格よりレジにて３％
オフ ※単品商品割引企画、セット企画との併
用可 ※一部使用除外品、併用不可割引券あり
〈対象条件：こっころパスポートを精算時ご提示〉

店内雑貨 ５％引き



from40
（フロムフォーティー） イオン松江店 たにや

松江市上乃木３丁目 13-20
0852-61-0222
10：00～ 19：00
金曜日

松江市東朝日町 151
0852-32-2121
9：00～ 22：00
年中無休

松江市古志原 6-10-34
0852-24-7577
9：00～ 19：00
日曜日

入園、入学式や七五三、冠婚葬祭などに素敵な一着をお
作りいたします。シングルスーツ35,000円＋税～販売
しております！お仕事や普段に着られるジャケットなど
ライフスタイルに合わせてご提案させていただきます。

イオン松江は、しまね子育て活動を支援し
ています。

オーガニックコットンやアレルギーを起こしに
くい特殊な繊維素材にこだわったベビー＆ジュ
ニア布団などの商品を取り扱っております。ご
来店お待ちしております。

お買上げ合計金額より５％オフ
※特価商品やセール品、キャンペー
ン中の商品は対象外

毎月11日、子供服、ベビー服、育児用品、子
供肌着・靴下、おもちゃ、テレビゲームソフ
ト、紙おむつ、おしりふきなどをレジにて
５％割引き。また「すくすくクラブ」会員様
はすくすくカードをご提示で毎月第２・第
４土曜日、上記商品をレジにて５％割引き

フェイスタオルをプレゼント
〈対象条件：ベビー・ジュニアの寝
具類をお買い上げの方〉

はんのえ

環境アンテナショップ
「さんあ～る出雲」 桃源出雲店 道の駅

奥出雲おろちループ

安来市安来町 854番地 1
0854-22-2226
8：30～ 17：30
日曜日・祝日

出雲市今市町本町 1576-2
0853-21-1991
9：30～ 17：30
土曜・日曜・祝日

出雲市下古志町 656
0853-20-1470
9：00～ 18：30
（1～ 3月は 18：00）
正月、盆

仁多郡奥出雲町八川 2500-294
0854-52-3111
9：00～ 17：00
年中無休（但し冬季変更有）

ビタミン、カテキンの豊富な緑茶で健康と
美肌のサポートをします。大好評、お茶屋
のろーるけーきもぜひどうぞ！

無添加せっけん、アレルギー肌の方にもお
使いいただけます。 出雲の新鮮な旬の農産物・食品に出会える

「地産地消」のお店です。

道の駅奥出雲おろちループ周辺をドライブすると、春は
新緑の中できじの声を聞き、夏は高原の涼風、秋はナナ
カマド、ハゼ、ウルシなどの紅葉が楽しめ、金色に色ずく
カラマツ林が紅や黄色にもえる山々に映えとても幻想的。

全品８％引き
※一部奉仕品除く

しゃぼん玉EM浴用せっけん
20円オフ 500円以上のお買い物につきスタンプ

１個押印、スタンプ10個で50円引き

バニラソフトクリーム30円引き
※２名様まで

フーズマーケットホック
乃木店

balloon&gift chicorico
（バルーンアンドギフト チコリコ）

松江市浜乃木 6-2-6
0852-27-6957
9：00～ 24：00
年中無休

出雲市姫原 3-5-6
ヴィラ・フォーシーズンズⅠ
0853-27-9223
10：00～ 19：00
火曜日

フーズマーケットホックは、新しい「食文化」
を提供するスーパーマーケットとして山陰で
チェーン展開しています。「安心、安全、美と健康」
をテーマに店づくり・商品づくりを行っています。

当店ではキッズスペースを完備しているので、
お子様連れのお母様にもゆっくりとお買い物を
楽しんでいただけます。

カードに５ポイント付加
〈対象条件：パスポートかつホック
カード保持者が買い物をされた場合〉

お子様の誕生日用バルーン10％オフ
〈対象条件：お子様の誕生日（ハーフバース
デーを含む）、店頭でご購入頂いたお客様〉



玉造温泉ゆ～ゆ

松江市玉湯町玉造 255
0852-62-1000
10：00～ 22：00
月曜日（祝日の場合は翌日）

サンフレッチェくにびき
サッカースクール

（公社）日本３Ｂ体操協会
島根東支部 平田自動車教習所

出雲市矢野町 924-1
0853-21-7891
10：00～ 17：00
土・日・祝日

松江市宍道町佐々布553-5 山陰地区本部会館
0852-66-3722
○ 7/30 ジュニアサマーフェスティバル（いきいきプラザ松江）
○親子で遊ぼう！ 3B体操 in 出雲
○子供とママの3B講座（松江市総合体育館）

出雲市国富町 843-3
0853-62-2155
8：30～ 18：00
年末年始、特定の祝日

低学年は身体を動かすことの楽しさを、高
学年は基礎的な個人技術の取得を目指しま
す。まずは無料体験から始めてみよう！

３Ｂ体操独自の用具を使った遊びの中で、子どもたちの
体力を向上させ、仲間と楽しみながら運動能力を高めて
いきます。お近くのイベントにぜひご参加ください。

子育て中の女性職員もおります。
平田自動車教習所は子育て中の女性を応援
します。

約 1300 年前から湧出しているという温泉
は、美肌効果も高いアルカリ性単純温泉で
す。温泉街のほぼ中心に位置する「玉造温
泉ゆ～ゆ」は観光にもとても便利です。

プレゼント進呈
〈対象条件：サッカースクール入会者〉子育て・ジュニア支援事業とし

て行うイベントの参加料半額

記念品を進呈 ※限定解除や講習等を
除く〈対象条件：こっころパスポー
ト記名の入所された方〉

スタンプカード発行。来館、入浴の
たびにスタンプ１個押印。スタンプ
５個で入浴券１枚進呈。

Salon de K margaret
（サロン ド ケイ マーガレット）

FINE HAIR SEVEN
（ファインヘアー セブン）

浜田市朝日町 93-3
0855-22-2531
9：00～ 19：00
不定休

出雲市斐川町美南 1639-4
0853-72-7778
8：30～ 19：00（予約優先制）
毎月曜日、第３日曜日

美顔と健康のサロンです。子育て中のリフ
レッシュにご利用ください。お問い合わせ、
ご予約はメールでも受け付けています。
k.margaret8748@gmail.com

○女性専用個室もご用意していますので、お顔そりやパックなど
リラックスしてできます。もちろん女性スタッフが担当します。
○お子様の好きなDVDをご持参ください。テレビを見ながら
カットします。

エッセンシャルオイルを使用した保湿クリー
ム もしくは 肩こり用のクリームをプレゼン
トします。（内容量10g）〈対象条件：女性〉

〇お子様１名のご利用の場合300円引き　
〇ご家族２名以上でご利用の場合、合計金額より
　500円引き ※大人だけでの割引はいたしません

COCO塾松江校

松江市朝日町498-6 松江駅前第一生命ビル1F
0852-60-0053
火～金曜日 12：00～ 21：00、
土曜日・祝日 10：00～ 19：00
日曜日、月曜日

COCO塾は、土台となる英語の基礎をしっかり習得し、コミュニ
ケーション力を無理なく着実に伸ばせるスクールです。たしかな
対話力でコミュニケーションに自信を。新しい「あなた」に出会っ
てみませんか？あなたとあなたのお子様の想いに応えます。

入会金（32,400 円）無料、受講料５％
オフ〈対象条件：一親等以内のご家族〉

夢ランドしらさぎ 宍道湖公園 湖遊館

安来市古川町 835
0854-28-6300
10：00～ 22：00
水曜（祝日の場合は翌日）

出雲市園町 1660-1
0853-62-5600
10：00～ 19：00
火曜日
※イベント、大会等により変更あり

鷺の湯温泉の豊富な湯泉を利用した健康増
進施設。いろんなお風呂が楽しめる遊びいっ
ぱいの空間を体験してください。 山陰最大のアイススケートアリーナ施設です。

夢ランド入浴料20％引き ご家族様全員団体割引
〈対象条件：アイススケートリン
ク開設時、パスポート所持の家族〉



匹見峡温泉
やすらぎの湯

リフレパーク
きんたの里

益田市匹見町匹見イ 713番地
0856-56-1126
11：00～ 21：00
（受付終了 20：30）
月曜日（祝祭日は営業）

浜田市金城町七条イ 980-1
0855-42-3555
10：00～ 22：00
毎月第３水曜日

ツルツルの美人湯、さっぱりしたラドン湯、本
格漢方薬湯と岩盤浴、周囲を囲む山々の森林
浴が、日頃の疲れやストレスを癒してくれます。

お客様の笑顔を思い描き心をこめてお出ししてい
ます。和風お子様ランチ「こっころランチ」の割引
きに加えてお子様の入浴料割引きも始めました！

入浴料無料〈対象条件：親子同
伴で日帰り入浴の小学生〉

○和風お子様ランチ「こっころランチ」
　￥750→￥600　※4名様まで
○お子様の入浴料割引（小学生）￥250→
￥150　（中高生）￥600→￥500

多伎いちじく温泉 おろち湯ったり館

浜田市立石正美術館 石央文化ホール 島根県立石見海浜公園

島根県立三瓶自然館
サヒメル

出雲市多伎町久村 654
0853-86-2600
10：00～ 21：00（最終受付 20：30)
年中無休（年２回の保守休業あり）

雲南市木次町木次 952-4
0854-42-9181
10：00～ 21：00
水曜日、1月 1日

浜田市三隅町古市場 589
0855-32-4388
9：00～ 17：00
月曜日（祝日の場合は翌日）

浜田市黒川町 4175 番地
0855-22-2100
9：00～ 22：00
12 月 29日～ 1月 3日

浜田市国分町 1644-1
0855-28-2231
8：30～ 17：30
12 月 29日～ 1月 3日

大田市三瓶町多根 1121-8
0854-86-0500
9：30～ 17：00
（4～ 9月の土曜日は 18：00まで）
火曜（火曜が祝日の場合は翌平日）、9/25～29、6・12・
3月の第 1月曜～金曜までの 5日間、12/29 ～ 1/1

源泉掛け流しで、２つの源泉を持つのが「多
伎いちじく温泉」です。ゆっくり休憩でき
る無料の大広間や、便利な売店のほか、館
内にはレストランもございます。

四季を通じて快適に泳ぐ事ができる温泉
プールで全身リフレッシュ。温泉でゆっく
りのんびり、お子様と楽しい時間をお過ご
しください。

親子向けのイベントをたくさん準備しています。楽しい思い出を作って
ください。また、こども向けのコーナーや本も充実しているので、雨や
雪の日でも、おてごろな入館料で1日ゆっくりと過ごすことができます。

ご一緒にご来館の皆様の人数分の『しまね子育て応援スタンプ
カード』スタンプを押印いたします。（入館料対象の人数）スタ
ンプ18個で、ソフトクリーム券を1枚プレゼントいたします。

プール利用者全員の帽子の無料貸し
出し〈対象条件：両親と 18 歳未満
の子ども〉

週末には、コンサートや朗読会などのパフォーマ
ンスや創作教室を開催しています。子供と大人
がいっしょになって楽しめ、気軽に参加できます。

親子で楽しめるような行事を企画、紹介で
きればと思います。ぜひ、御鑑賞ください。

全長5.5km延々と続く白砂のビーチに落ちる夕日と美し
い日本海を眺められるところに、オートキャンプ場、ケビ
ン村などの施設があります。また、海水浴場は、環境省
選定「日本の快水浴場百選」に選ばれた美しい水辺です。

○観覧料通常料金を団体料金に割引（同伴家族全員）
○創作教室の実施（子供～大人対象の事業を多数
実施）及び情報発信（ホームページ、メルマガ、
ミュージアムニュース等）

親子で楽しめる当ホール事業に、親子
ともに入場料の10%割引き。
〈対象条件：保護者同伴〉

料金の10％引き。 ※レンタル料金は含
まない。〈対象条件：有料施設（テニス・
オートキャンプ場・ケビン）の利用者〉

毎月第３日曜日、入場料２割引〈対象条件：
こっころパスポート１枚につき、２名まで〉

ボウル ＪＡＣ
（ボウル ジャック）

浜田市浅井町1508-5
0855-22-1186
平日 9：00 ～ 25：00、日 9：00 ～ 24：00、
金・土・祝前日 9：00～ 27：00

年中無休

ボウリング：子供用補助台有、貸靴15㎝ ～有
レンタカー：チャイルドシート・ジュニアシート有
カラオケ：キッズルーム有
（カラオケのお部屋に空きがある場合のみ、授乳、オムツ
替えにお部屋を提供いたします。）

ボウリング・カラオケ部門　50円引き
レンタカー部門　出発時 200円引き



ほぐれっち堂
フリースクール
こころの宝石箱

特定非営利活動法人
コアラッチ

安来市広瀬町広瀬 1950-1
フリーダムプラス薬局内
0854-32-3000
17：00～ 18：00（要予約）
土日、祝祭日、年末年始

松江市学園 2-23-12
0852-25-6343
10：00～ 17：00
日曜・祭日

益田市須子町 3-1 益田市総合福
祉センター内
090-9704-6616
リ・ユース拠点　EAGA 2F 8:15～ 22:00、市民学習
センター　8:30～17:15、道の駅なごみの里 9:00～
21:00（無休）、田万川温泉 10:00～ 21:00（月曜定休）

子育てをがんばっているママもリラックスしませ
んか？筋肉をほぐし疲労回復・代謝改善 !! 薬剤師
による無料お薬相談も行っています。

フリースクールこころの宝石箱は、松江初の高
校卒業資格が取得できるフリースクールです。
また、小・中学生のお子さんの、不登校相談や、
軽度発達障害児の学習サポートも行っています。

○子供服・子供用品・マタニティ用品のリ・ユース
（再利用）の拠点 ★まだ着れる洋服受付中！★ 
○子育てサロン「E～な」の開催
○エコ絵本読語り・エコバッグ作り・木工教室・森歩き等エコ体験学習の企画運営

施術料（20分）
通常 2,160 円→ 1,500 円

フリースクールの１週間
（最大３回）無料体験　※要予約

講座の参加費の割引 催し参加に際しての優遇 プレ
ゼント等々 ※その都度、チラシやメール等で告知

有限会社 イダネ畳店 桧家住宅松江展示場
今岡工業（株）

松江市比津町 62番地
0852-25-5111
8：00～ 18：30
第 2土曜・日曜・祝日

松江市学園 1-19-2
0852-67-2673
9：00～ 18：00
水曜日

畳のよさを目で見て実際に感じていただけるように、お客様一人一人
のお話を聞き、一緒に考えていくことが大切だと思っています。素朴
な疑問・質問をお話しください。一緒に快適な生活空間をつくります。

桧家住宅は暮らしのアイディアが詰まった展示
場です。楽しむ子育てを応援します。お気軽に
ご来場くださいませ。

【畳替え・お買上２大特典】○新畳・畳表替えなどのリフ
レッシュ代金、い草商品代金を１割引　○粗品『サラン
ラップ』を２本プレゼント
【ご相談・見積り特典】無料　○粗品『サランラップ』を
２本プレゼント※他の割引特典との併用はできません。

桧家オリジナルグッズプレゼント
〈対象条件：親子でご来場のお子様〉

（有）佐藤不動産

松江市中原町 341
0852-31-2100
平日 10：00～ 17：00
土曜 予約制
日・祝日

松江市内の「売る」、「買う」、「貸りる」、「貸す」
不動産の事はすべて当社におまかせ ! ネット、携
帯からも検索できます。お気軽にご相談くださ
い。

仲介手数料 500円引き

（有）湖陵オートサービス

出雲市湖陵町坂津 386-2
0853-43-0112
9：00～ 18：00
火曜日

あなたの街のくるま屋さん。（中国運輸局長認
証工場）車のことなら何でもおまかせ下さい！

○エンジン・オイル交換 20％引き ○車検
入庫（要予約） 3,000円引き ○ダイハツ新
車をご紹介（成約）いただいた方に、5,000
円相当のカタログ・ギフト券をプレゼント。
〈対象条件：電話又は来店によるご予約の方〉

　県では子育てを地域住民、企業、行政など社会全体
で応援する「地域みんなで子育て支援」を推進してお
り、子育て支援に積極的に取り組む団体等を「こっこ
ろ大賞」として表彰しています。

子育て支援グループ部門
• 須山幸子さん

•みんなのあそびば asoviva

こっころ協賛店部門
• イオン松江ショッピング
センター

•有限会社　藤増ストアー

•有限会社　メイコーセン
ター　ベビーランド



イクメン・イクボス

　県では「イクメン」「イクボス」をめざす人が増え、
理解も深まるようなキャッチコピーを募集しました。
　2,150 点の応募の中から優良賞４作品が選ばれ、
その作品を使用したポスターを作成しました。

　島根県は 25～ 44 歳の育児をしている女性の有
業率が 74.8％と全国一、働くママの多い県です。
（全国平均 52.4％）では、島根県のパパはどうで
しょうか？昨年度行った「みんなで考えるわがや
のカタチキャンペーン」イクメンチェックの結果
をちょっとご紹介します。

❶ ゴミ出し ………… 約 65%
　 ちなみにゴミの分別をしているパパは約 30%でした
❷ お風呂の掃除 …… 約 60%
❸ 食器洗い ………… 約 58%

子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性

「イクメン」
部下の仕事と家庭の両立を支援し、

かつ業務効率をあげるなどの工夫をしている上司

「イクボス」

推 進 キャン ペ ー ン

わがやのカタチ
キャンペーン

素敵な宣言、イクメンエピソードをたくさんお寄せい
ただきありがとうございます。

　県では、平成 19年度から仕事と生活の調和を推進し、
子育てにやさしい職場づくりに積極的に取り組んでいる
企業を「しまね子育て応援企業（こっころカンパニー）」
として認定し、そうした企業の拡大を図ってきました。
（認定企業数 268社）（H29．２月末 )
　仕事と家庭の両立支援をより進めるため、「こっころ
カンパニー」認定企業の中から、認定時の審査項目と育
児休業や年次有給休暇の取得率、時間外労働の状況など
の実績を合わせ特に優れている企業を「プレミアムこっ
ころカンパニー」として表彰しました。

表彰企業（こっころカンパニー認定番号順）
株式会社山陰合同銀行（松江市）

株式会社長岡塗装店 （松江市）

公益社団法人益田市医師会（益田市）

ＴＥＲＡＭＯＴＯ社会保険労務士法人（松江市）

株式会社島根富士通（出雲市）

アサヒ工業株式会社（松江市）

株式会社中山工務店（浜田市）

社会福祉法人吾郷会（邑智郡美郷町）

国立大学法人島根大学（松江市）

堀建設株式会社（鹿足郡津和野町）

平成 28年 10月 30日（日）「こっころ 10周年記念フェスタ」
（会場 くにびきメッセ）で表彰式を行いました。



第15回 大賞
　子育てや子ども、家族に関する楽しさ、うれしさや感動などをきらりと光る
ひとことで表した「ことのは」
　今年度第 15回目を迎えた「ことのは大賞」の募集を平成 28年７月１日～９
月 30日で行ったところ、全国から 2,135 点（一般の部：1,467 点、こっころ
の部（18歳以下の方）：668点）の応募がありました。

平成28年12月26日（月）県庁知事室において、
第15回ことのは大賞表彰式を開催しました。

〈第15回ことのは大賞　知事賞・会長賞・団体賞〉

ことのは大賞イラストレーター決定

社会福祉法人慈潤会たちばな保育園・島根県立益田養護学校

「温泉で　ママの片胸　隠すため　壁になりきる　裸の娘」
（愛知県　秋田　陽子さん）

「しわしわの手を２人でにぎる仲良し夫婦。そんな背中に、あこがれる。」
（島根県立松江農林高等学校　勝部　愛梨紗さん）

「息子とお散歩　知らない人が知り合いに　息子が繋ぐ人と人。」
（島根県　岩本　彩さん）

「かぞくしゃしん　どこから見ても　オレにわらいかけてくる」
（江津市立高角小学校　村尾　仲哉さん）

島根県
知事賞

青少年育成
島根県民会議
会長賞

団体賞

　島根県在住または出身者を対象にことのはイラストを公募し、「こっころ 10 周年記念フェ
スタ」で、来場者の方にお気に入り作品に投票してもらいました。最も多くの支持を集め
た伊藤巴さんを「ことのは大賞イラストレーター」に決定しました。
　伊藤巴さんのオリジナルイラストとともにことのは大賞入賞作品をご紹介しています。
http://www.pref.shimane.lg.jp/education/syoushika/syoushika/parntenv/kotonoha/

応募先・問い合わせ先

〒 690-8501 松江市殿町１　島根県子ども・子育て支援課
TEL：0852-22-6475　FAX：0852-22-6124
Mail ⇒ shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp
H  P ⇒ http://www.pref.shimane.lg.jp/kodomo_kosodate/

「こことも」は県の委託を受けてNPO法人おやこ劇場松江センターが運営を行っています

「こことも」みんなでつくる
子育て応援サイト

イベント情報
子育て応援団体や子育てサロン・
サークルの情報
子どもの病気やけが、感染症情報
など、様々なカテゴリーから欲
しい情報にアクセスできます。

みんなでつくる子育て応援サイ
トです。
自分が知っている「イベント情
報」や「おすすめサイト」など
子育てが楽しくなる元気になれ
る情報の投稿もお待ちしてます。

「こことも
」は

「こことも
」は

みんなで一緒に子育てをしていきましょう。『ここからつながろ　こころもつながろ　こことも』http://cocotomo.info/

作者の
思い

作者の
思い

　１月に成人式を迎えた娘の子育てを振り返ったときに、脳裏
にはっきりと映しだされたワンシーンです。
　娘が産まれる前に乳ガンで片胸を失いました。
　家族で旅行するといつも人目を気にしながら温泉に入ってい
ました。
　私を人目から守るために裸の娘がそばに立って「ママ大丈夫
だよ」と言ってくれました。

　交差点で信号待ちをしていた時に、反対側の歩道をおじいさ
んとおばあさんが杖をついて、２人仲良く手をつなぎながら歩
いておられました。
　おじいさんとおばあさんになっても手をつないでいるその光
景は、ぽわんっと心が暖かくなって、こんな夫婦に私もなりた

　幼稚園だった小さな娘の体は私にとってとてつもなく大きな
壁に見えました。
　この出来事を思い出すたびに、親から子への無償の愛よりも、
子から親への無償の愛の方がはるかに強く純粋であることに気
づかされます。
　子どもを愛する幸せとそれ以上に子どもに愛されている幸せ
に気づき、感じながら子育てをする大切さを改めて思いました。

いなと思える光景でした。
　いつまでも仲良く手をつないでいる２人は、とても尊くて、
人が大事にしなければいけない家族を思いやる心をかんじまし
た。

スマート
フォン
にも対応


