
こんにちは！いちかです。 

わたしは“出産マネーアドバイザー”として活動し 
ほぼ毎日妊婦さん、ママさんとやりとりしています。 

そして妊娠後にもらえるお金の手続きなどを 
サポートさせていただいています。 

そんなわけで普段は 
お金の話ばかりしているわたしですが 
２００人以上の妊婦さんと関わり 

自分自身も妊娠・出産を経験して 
個人的にどうしても伝えたいことがあり 
このレポートを書きます。 



わたしは、社会保険労務士事務所に 
１０年以上勤務し、２００人以上の 
妊婦さん・ママさんと関わってきました。 

そして実際にママさんたちが手にされたお金は 
ざっと見積もって総額２億円を 
いつの間にか超えていました。 

妊娠後の制度や手続きを熟知しておかげで 
自分自身の産休・育休中は 
こんな生活を送ることができたんです。 

主人と初めての育児に奮闘しながらも 
家族全員笑顔で穏やかな毎日。 

子どもの初めてを一緒に大喜び。 

時間を気にせずのんびりお散歩。 



電車やお花を子どもの気がすむまで一緒に眺め 
子どもと好きな場所にお出かけ。 
 

家事に疲れたら外食して息抜き。 

陽だまりで一緒にお昼寝。 

たまには家族旅行で非日常を楽しんでリラックス。 

会いたいときに友人に会い、 
お互いの子どもたちを遊ばせながら談話。 



育児中も自分を高めることに 
躊躇なく自由にお金が使える状態。 

笑顔で主人を送り出し、出迎える気持ちの余裕。 

ちなみに残念ながら 
わたしは玉の輿に乗ったわけではありません。 

主人は穏やかで子煩悩な優しい人ですが 
極平凡な会社員です。 

しかし産休・育休中は 
妻であるわたしの給料がないにも関わらず 
過度な節約もしていません。 

それなのになぜそんな余裕がある生活が 
送れたのかというと 

“妊娠後の手厚い制度を利用したから”です。 



わたしは妊娠後の制度を利用することによって 
産休に入って子が１歳になるまでに 
約２５０万円というお金を手にしました。 

ちなみにその制度は、わたしだけが特別に 
利用できるものではありません。 

金額の違いはあれど条件に該当さえすれば、 
一定期間誰でも利用できるものです。 

知っている人は知っている制度だし 
社会の常識だという人もいますが 

知らない人からしたらかなり驚かれます。 

手続きさえしておけば 
働かずに育児に専念していても 
口座にお金が振り込まれるからです。 



制度を理解さえしていれば 
職場に極端に気を使う必要もありません。 

タイミングを逃してもらえるはずのお金を 
貰い損ねてしまうこともありません。 

振り込まれる時期も大体予想がついているので、 
計画的にお金の使い道を考えることができます。 

特に出産直後はあれこれ手続きが多いですが 
焦ることも不安も全くありません。 

子どもを迎え入れる準備や 
育児に専念することができたんです。 
 



派手で贅沢な暮らしに憧れを 
感じることはありませんでしたが 

生まれてきてくれた我が子とともに 
家族でほのぼの過ごす毎日が理想でした。 

わたしは制度をフルに利用することで 
思い描いていた理想の生活を 
手に入れることができたのです。 

ただ制度のありがたみを知ったと同時に 
世間の実態も知りました。 

役所でも母親教室でも、妊娠後もらえるお金について 
丁寧に教えてくれる人は誰もいないということです。 

ママ友たちからは雑誌やインターネットを使って 
必死に情報収集したと聞きました。 



こちらがお金を支払う必要があるときは 
しつこいほどに請求されるのに 

もらえるお金のことは誰も教えてくれない 
世知辛い世の中だと改めて感じました。 

そこでふと考え始めたんです。 

制度の対象となる人限定にはなってしまうけれど 
今まで仕事を通して得た経験や培った知識で 

これからママになる人の力に 
なることができるかもしれない。 

そんな風に思い始め、周りの人に相談すると 
別のことをした方がいいと 
アドバイスをいただくこともありました。 

妊娠・出産時期なんて女性のごく一部で 
人生の中でもかなり限られた期間だからです。 



せっかくやるならもっと幅広い人を 
相手にできる仕事の方がいいと 
確かにわたしもそう思いました。 

それでもわたしは妊娠後のお金のサポートを 
しなければならないという使命感にかられました。 

それは度重なるきっかけがあったからです。 

 

わたしは出産後、育児が少し落ち着いてから 
主人と保育園の見学に行くようになりました。 



そこで部屋の隅っこで三角座りをしながら 
膝に顔を埋めている男の子がふと目に入ったんです。 

わたしはその男の子に釘付けになり 
胸が締め付けられました。 

なぜなら過去の自分と 
重なって見えてしまったからです。 

もう三十年以上も前のことですが 
わたしと弟は保育園に預けられてから 
毎日お迎えが一番最後でした。 

母の迎えを待っている間、部屋に先生はおらず 
いつも弟と２人っきり。 

時折様子を見にきてくれていたそうですが 
ほぼ記憶にありません。 



“わたしは弟を守らねばならない。” 

その責任感だけでなんとか平静を 
保とうとしていました。 

それでも時折、泣いていたことが何度かあります。 

毎日確実に母が迎えに来てくれるにも関わらず 
本当に迎えに来てくれるかどうか 
不安でたまらなくなる瞬間があったからです。 

そんなときは部屋の隅っこで三角座りをして 
弟に見えないように背中を向けて 
膝に顔を埋めて泣いていました。 



わたしと主人が保育園の見学に行ったのは、土曜日。 

少人数ゆえ年齢が入り混じった子どもたちが 
１部屋に集められていました。 

元気そうに遊んでいる子もいたし 
一人で黙々とブロックをしている子もいました。 

まだ遊び方もわからず、お布団で寝返りを 
がんばっている赤ちゃんもいました。 

そんな中、膝に顔を埋めていた男の子。 

膝に顔を埋めていたのは 
ただ眠かっただけかもしれない。 

お腹が痛かったのかもしれない。 

幼き頃のわたしと同じ理由で 
顔を埋めていたわけではないかもしれないけれど 



過去の経験を思い起こして 
胸が締め付けられたのです。 

そして間も無くして私はインターネットを通じて 
妊娠後にもらえるお金に関する相談の受付を 
スタートしました。 

全世界の寂しい思いをする子ども達を救うなんて 
そんな大それたことができるとは思っていません。 

子どもを保育園に預けることが 
可哀想だと思っているわけでもありません。 

今では共働きも当たり前の時代で、 
夜遅くまで保育園に子どもを預けることが 
普通の世の中。 



生きていくため。 
子どものため。 
気分転換のため。 
将来のため。 
キャリアのため。 
より豊かに生活するため。 

お母さんが働くにはそれぞれの理由があります。 
どれも間違っているとは思っていません。 

ただ実際に見てきました。 

制度をよくわかっていなかったために 
職場復帰を早めることになってしまった人や 

もらえるはずのお金をもらい損ねてしまって 
生活が苦しくなってしまった人たちです。 



そんな想定外が起こると一気に心の余裕はなくなって 
子どもにまで被害が及ぶこともあります。 

わたしが力になれるのは 
本当に限られた人たちかもしれません。 

それでも今まで培った知識や経験をお伝えすることで 
穏やかな気持ちで子どもと過ごせるようお手伝いが 
できるかもしれないと思ったんです。 

すると相談を受付し始めてから間も無くして 
想像もしていなかったことが 
次々と起こり始めました。 
 



会社がやっていない手続きに気づいてアドバイスし、 
１００万円以上受け取られた人。 

申請を少し工夫するだけで 
本来もらう予定よりも３万円以上多くなった人。 

会社がダメだと言った産休・育休を 
利用できるようになり、 
１６０万円以上受け取る権利を得た人。 

気づいていない制度についてお伝えし、 
約２０万円のお金を受け取られた人。 

会社が諦めてくれといった１５０万円の権利を 
取り戻した人。 

そして感謝のメッセージを数多くいただきました。 



ご相談を受けて気づいたことは 
使える制度があるのに気づいていない人が 
あまりにも多いということ。 

そして会社も役所も誰も教えてくれない 
ということでした。 

お金の話ばかりしていると 
がめつく聞こえる人もいるかもしませんが 

もらえるお金の話をこれだけするには 
理由があります。 

お金は心の余裕を与えてくれる 
１つの手段だとわたしは思っているからです。 

特に産前産後の期間は心の余裕が必須。 

初めてづくしの妊娠・出産・育児は 
ただでさえ心の余裕がなくなりがちです。 



それは当然のことで・・・ 

自分では何もできない子の命を 
全力で守らなければならないからです。 

ほんの一瞬目を離しただけで 
大変なことが起こるかもしれない。 

そんな緊張感を抱えつつ、十分な睡眠も 
とれないままに手探りで大切な命を育んでいく。 

自分も実際に経験してみて、妊娠・出産・育児が 
尊いながらも大変なことだと 
身にしみてわかりました。 

だからこそ！ 



利用できる制度・もらえるお金を 
最大限もらって安心して育児に専念できる環境。 

給料が出ないからといって 
過度な節約生活を送らなくても良いこと。 

もらえるお金の金額や振込み予想をお伝えして、 
お金の使い道の計画を立てられること。 

人によってはもらえるお金は 
ささやかな金額かもしれないけれど 

それでもほんの少しでもゆとりが手に入るなら 
力になれればいいと思っています。 

さて、このレポートではそんな妙な使命感を 
背負ったわたしの生き様と 

私と関わった妊婦さんがどうなったのか 



なるべくありのままにお伝えできる範囲で 
書きつづっていきます。 

子どもと過ごせる時間は想像以上に短いです。 

そして後悔してもやり直しはできません。 

家事や育児の合間に読んでいただいて 
少しでも何かを感じてもらえたら嬉しいです。 

それでは、はじまりはじまり～ 



 

時は遡り、１９８０年の夏に長女として 
私は誕生した。 

父は恐ろしく真面目だけど温厚な性格で、 
母は心配性でお節介。 

ズボラな一面も多々あるけど、気さくで何があっても 
味方になってくれる人だ。 

そして後に弟が生まれてからは 
わたしは“お姉ちゃん”として生きてきた。 



おねえちゃんだからしっかりしなくちゃ！ 
オネエチャンだから泣いちゃいけない！ 
お姉ちゃんだから我慢しなくちゃいけない！ 

どこでそうなったのかお姉ちゃん意識が高い 
甘えるのが苦手な可愛げのない子にすくすく育った。 
 

我が家は地方では珍しい核家族の共働き家庭。 

私は４歳、弟は２歳で保育園に預けられた。 

当時、オムツ着用では保育園で 
預かってもらえなかった為 

弟は異例中の異例。 



かなり厳しいトイレ訓練をして 
なんとか預かってもらえるよう 
保育園にお願いしたと母から聞いた。 

どんな訓練をしたのか知らないけれど 
母は今でも弟に対して 
可哀想なことをしたという罪悪感があるそうだ。 

厳しく言いすぎてウン○が 
出なくなってしまったこともあるらしい。 

一方わたしは４歳まで母の側にいられて幸せだったし 
保育園ではお友達も沢山できて楽しんでいた。 

ただ保育園に預けられてから 
お迎えの時間だけはたまらなく憂鬱だった。 

なぜならお迎えがいつも一番最後だったからだ。 

次から次へとお母さんが笑顔で迎えにやってくる。 



人の気配がする度に 
期待して振り返ってもそこに母の姿はない。 

そして全員いなくなると 
わたしと弟だけが職員室近くの別室に連れて行かれ 
そこで母の迎えを待っていた。 

大人になってから知ったことだが 
当時、保育園は１６時半までの 
預かり時間だったにも関わらず 

頼み込んで１７時まで預かってもらっていたそうだ。 

そんなこととはつゆ知らず 
毎日ほんのわずかな期待を胸にわたしは 
母を求めて振り返り続けた。 

しばらくすると、どれだけ振り返っても 
そこに母がいないことを学習したわたしは 
次に部屋の時計とにらめっこを始めた。 



時計の見方なんてわかっていない。 

ただ長い針が一番上に近づいてくると 
母がやってくることに気付いたからだ。 

弟は無邪気にわたしの後ろを追いかけて 
なんでもわたしの真似をした。 

時計とにらめっこしながらも 
そんな弟を守らねばならなかった。 

母と約束していたからだ。 

でもお姉ちゃんだって誰かに頼りたい。 

甘えたい。 

寂しい。 



無性にそんな気持ちが溢れるときがあった。 

そんなとき、母が 
「遅くなってごめんね」 

と笑顔で迎えに来てくれると 
安堵しおもちゃを放り投げて全力で母に駆け寄った。 

そんな毎日の繰り返しだった。 
 

ある日、母の迎えがいつもより遅い日があった。 

「お母さんは本当に迎えにきてくれるだろうか？」 

「自分たちが残っているせいで 
　先生たちが帰れないのではないか？」 



大きな不安がよぎり、そしてふと思い立った。 

「そうだ！歩いて家に帰ろう！」 

そして事件は勃発。 
その名も“保育園脱走事件”。 

お母さんはお仕事頑張ってるし、 
先に家に帰ってビックリさせよう！ 

これで先生たちもお迎えを待たずに早く帰れるし、 
これがベストな方法だ！って 
幼心にそう思ったことを今でも覚えている。 

先生の目を盗んで保育園を 
出て行くことなど容易いことだった。 

コソコソとおもちゃを片付けて帰り支度を始め 
弟の小さな肩に黄色のカバンをかけて靴を履かせ、 
黙って保育園を後にした。 



お姉ちゃんが弟を守って絶対に家に連れて帰る！ 
と意気込み、いつもより強めに弟の手を握って 
鼻息荒く勇んで歩いていた。 

ところが保育園の敷地をちょっと出たところで 
先生に見つかってしまい、 
あえなく連れ戻されてしまったのだ。 

脱走は見事に失敗してしまったが、 
母はちゃんと迎えにきてくれた。 

そして母に飛びついて言い放った。 

「なんでうちだけこんなに遅いの？」 

脱走計画が失敗したせいか 
あまりにも母のお迎えが遅くて 
不安でたまらなかったせいか 



感情が溢れて大粒の涙を流しながら母に訴えた。 

母はわたしを抱きしめながら 

「ごめんね」 

としか言わなかった。 

それ以来、わたしはお迎えが遅くて 
泣いたことはなかった。 

脱走したり、涙を流したりすることは 
母を困らせることだと幼いなりに理解したのだ。 
 



小学生になったわたしは鍵っ子に昇格。 

当時、学童保育なんてものはなく 
小学１年生からたった１人でお留守番デビューだ。 

鍵を受け取ったときは、一人前と認められた気がして 
なんとなく嬉しかったことを覚えている。 

ものすごく大切なものだと聞かされたので 
落としてしまわないようにランドセルで 
唯一チャックの閉まるポケットに鍵を忍ばせた。 

小学校からお友達と帰るとき 
わたしの家は住宅の密集地から少し離れていたため 

お友達の家を経由して最後にわたしの家だ。 



お友達の家の前でバイバイすると、みんな 

「ただいまー」 
と元気よく玄関を開けて入って行く。 

すると 

「おかえりー」 
というお母さんの声が聞こえた。 

その様子を横目に自宅の玄関まで到着すると、 
まずわたしは大きな赤いランドセルを 

「よっこらしょ」 
と玄関前におろした。 

そしていそいそとランドセルを開けて鍵を取り出し、 
ガチャガチャと鍵を開けて自宅に入った。 

昔の鍵だったからか、幼かったせいかわからないが 



とにかく鍵をかけることもあけることも苦手だった。 

鍵を開けられず、なかなか家の中に入れないことも
度々あった。 

寒くて凍えそうなとき。 

猛烈にトイレに行きたいとき。 

土砂降りの雨が降っているとき。 

そんな時は悲惨だった。 

土砂降りで玄関前が濡れていても、ランドセルを 
玄関前におろさないと鍵を取り出せない。 

そもそも自分自身もビショ濡れだ。 



そんな状態でもランドセルから鍵を取り出さないと 
家の中に入れないことがツラかった。 

玄関で泣いたことも何度もある。 

それでも中から鍵を開けてくれる人は 
誰もいなかった。 
 

だからといって、わたしが仕事ばかりしている両親を 
恨んでいるかというと決してそうではない。 

平日一緒にいられない分、 
休日はほぼ子どものために時間を 
費やしてくれていた。 



当時、父は朝早く出勤し、 
夜も遅くまで働いていたため 
平日は顔を見ることもほとんどなかった。 

それだけ忙しかったら、 
休日くらいゆっくり寝ていたいときもあっただろう。 

でも父がゴロゴロしている記憶などない。 

両親ともに休日はいつも遊んでもらったし、 
平日よりも品数が多く 
丁寧に作られた母の料理が食卓に並んだ。 

愛情をかけて大切に育ててもらった確信がある。 

わたしは両親のことが今も大好きだし、 
心から尊敬している。 

それは今だからこそそう思えるが、 
中学生になると恐ろしいほどの反抗期がやってきた。 



あんなに仲が良かった父と話したくない。 

顔も見たくない。視界に入れたくない。 

とにかく父のことが大嫌いになった。 

そんな尖りに尖っていた思春期真っ盛りの 
子どもたちと父の仲介をしていたのが母だったが 

わたしが高校１年生のときに突然入院した。 

軽い検査入院程度で、 
１週間もすれば帰ってくると思っていたが 
母の入院は長期に及んだ。 

当時、父・母・弟とわたしの４人家族。 

家事の役割は、わたしにのしかかった。 



父も手伝ってはくれたが、 
ほとんど家事をしたことがない父は 
あまり役に立たなかった。 

そしてまたここで 

“お姉ちゃんだから！” 

という謎の責任感が発動し 
弟には負担をかけないようにしようと思った。 

しかし高校１年生で、勉強・家事・部活動となると 
なかなかハードだった。 

部活動の練習といっても 
そこそこな練習量があるバスケ部である。 

毎日朝７時から朝練があり、 
放課後は日没まで練習していた。 

もうそれだけでクタクタだった。 



母がいたときは家に帰ると 
ご飯を食べて必要最低限の宿題だけやって 
すぐに寝ていた。 

いや何もせずに爆睡していたこともよくあった。 

でも母がいなくなったらそうはいかない。 

家に帰ったらまず食事の準備をして 
食事が終わったらお皿を洗い 
それから洗濯や翌朝のゴミ出しの準備などをした。 

崩れ落ちるように毎日眠ったが、睡眠不足が続いた。 
 



父に泣き言を言いたかったが 
反抗期はまだ続いていた。 

最低限の会話しかしなかった。 

そして父は仕事後母の顔を見に病院に行って 
夜遅くに帰ってくる。 

ゆっくり話せる時間もなかった。 

最初は母が戻ってくるまで頑張ろうとは思ったものの 
いつ戻ってくるのかもわからず 

母がどういう状況なのかもよくわからないまま。 

わたしも慣れない家事で少しずつ苛立ち始め、 
家の中はめちゃくちゃになり始めた。 

平穏だった日々が激変した。 
当たり前の生活がどれだけ幸せなことか知った。 



気付けば、母は入退院を繰り返し既に半年以上経過。 

我慢に我慢が重なっていった。 

そしてある日。 
わたしはバスケの練習中に大怪我を負った。 

右膝の靭帯断裂。 

手術をしなければバスケは続けられないと 
医師に診断された。 

レギュラー目前だった。 

どうして？ 
どうして私だけこんな目に遭わないといけないの？ 



ユニフォームが配布されたとき 
手にとって喜んでいる仲間を見て 
悔しさがこみ上げた。 

それは私が着るはずだったのに！ 

わたしの方が上手いのに！ 

お母さんさえ病気にならなければ・・・ 

そして毎日泣いた。 

でも諦めたくなかった。 

わたしは手術をしたいと父にお願いし 
高校２年生の夏休みに入院し、 
手術をすることになった。 



入院直前。 

父と２人だけで母のお見舞いに行った帰り道の車中。 

いつもは口数少ない父が意を決したように 
運転しながらポツリと話し始めた。 

「実は・・お母さんの余命はあと３ヶ月なんや」 

父が何を言っているのかわからなかった。 

現在の母の状況を説明し続けてくれていたが、 
何も覚えていない。 



前からおかしいとは思っていた。 

母は入院してから外見が 
どんどん変化していたからだ。 

顔がむくみ、髪の毛が抜けていった。 

それでも治る病気だと思っていた。 

でも治らないかもしれない。 

母に会えるのは残りたった３ヶ月かもしれない。 

頭の中がグルグルして不思議と涙は出なかった。 

もしかしたら前々から 
そんな予感がしていたのかもしれない。 



それにしても不思議なのは 
母は入院してからもめちゃくちゃ明るいことだった。 

余命３ヶ月の人間とは到底思えなかった。 

すると父が 

「お母さんは自分の余命が残りわずかだということを
知らない。」 
　 
と言った。 

母の性格上知らない方がいいと思ったから 
先生にも口止めをお願いしたそうだ。 
　 

そしてわたしも知らないフリをして欲しい 
と父は言った。 

酷なことをするなと思った。 



弟にも話していないし、話す気はないという父。 

「どうしてわたしだけ？」 

「万が一のとき、お前は絶対に怒ると思ったから・・」 

父に何も言い返せなかった。 

理解できたことは 
母の容体はそれだけ良くないということだけだった。 
 



そしてわたしの右膝の手術当日。 
母は一時退院をして付き添ってくれた。 

全身麻酔から目が覚めると 
ぼんやりとした視界の中で母の存在が感じられた。 

わたしの右足を中心に沢山の管が 
刺さっていることを感じ、不安が襲い掛かったが 
母の存在が心強かった。 

そして麻酔が切れて痛みに苦しみ始めると 
病で弱っている体でありながら 

わたしの左手を力強く握っていてくれた。 

「お母さん、もう帰っていいよ。」 

とわたしが言うと 



「こんなときくらい側にいさせて。 
　お母さんが代われるものなら代わってあげたい。」 

そう言ってまた力強く手を握ってくれた。 

目から涙が流れた。 

この温かい手が残り３ヶ月かもしれないということを 
思い出したからだ。 

決して母の前で涙を見せてはいけなかった。 

でも今なら痛みのせいにして涙を流しても許されると
思ったのだ。 

この手を離したくなかった。 

わたしにはまだ母が必要だ。 



手術後２～３日経過して 
母はまた治療のため病院に戻って行った。 

寂しさがこみ上げたが、母も病と戦っているのだ。 

わたしも怪我からの復帰を目指して 
入院中懸命にリハビリに励んだ。 

ただ昼間はリハビリで体を動かし 
忘れることができたが、 

夜に早々と病室の電気が消されると 
嫌でも母の顔が思い出された。 

病室は相部屋だったため、布団を頭からかぶって 
誰にも聞こえないように泣いていた。 

どうやっても母を救う方法が思いつかなかった。 



ただただ自分の無力さを思い知るだけだった。 

そんな入院生活が１ヶ月続いた。 

そして入院中ずっと考えて決めたことがあった。 

・母の前で涙や不安な様子は決して見せない。 
・いつも通り笑顔で母と接する。 
・わたしも全力でがんばる。 
・できる限り会いに行く。 

こんなこと。 

本当はお見舞いに行くたびに泣いて 
母に抱きつきたかったが 

いつも通りを心がけてひたすら明るい会話に努めた。 



そして自らのリハビリも休むことなく取り組んだし 
松葉杖をつきながらも部活を休むこともなかった。 

練習に参加できないわたしはできる範囲で筋トレをし 
空いている時間は後輩指導にまわった。 

自由に動き回って部活に専念できるみんなを 
羨む気持ちもあったが 

部活を休むと母のことを考えてしまう。 

部活はいい気分転換にもなったのだ。 
 



そんな状況を数ヶ月を経て 
わたしはついに怪我から復帰を果たした。 

チームメイトは自分のことのように喜んでくれた。 

スタメンにまではなれなかったが、 
試合に出たときは涙を流してくれる人もいた。 

殴る蹴るの暴力が日常茶飯事で 
恐ろしく怖かった先生からも 

「よくがんばった」 

と声をかけてもらった。 

その一言で報われた気がした。 

その間も母の闘病は続いていた。 

余命宣告を受けた３ヶ月は経過。 



ホッとしたが予断を許さない状況だった。 

抗がん剤投与の繰り返しで 
母の体力は消耗していたからだ。 

そんな中、わたしは父から医療費の関係で 
進学を諦めて欲しいと言われた。 

母の治療を優先させたい。 

少しでも可能性があるのなら諦めたくない 
ということだった。 

とはいえ、わたしは進学校で 
今更就職なんて選択肢はなく 

無理を言って短大に進学させてもらった。 

このときにお金の大切さを痛烈に思い知った。 



何不自由ない生活をさせてもらっていたのは 
両親が共に働いていてくれたからこそ。 

お金が全てではないけれど 
お金は人生の選択肢を広げてくれるものだと 
身をもって知ったのだ。 

そして母が突然入院して一年半経過した頃。 

奇跡は起こった。 

母は病に打ち勝ったのだ。 

「やっとみんながいる家にずっといられて 
　美味しいご飯が食べられる！」 

と母はお気楽なことを言っていた。 



ただ５年は再発の危険があると医師に釘を刺され 
大喜びまではできなかった。 

わたしは希望していた短大に無事合格したが 
自宅から片道２時間半かかった。 

普通だったら下宿一択だろうが、 
そんな選択肢は最初からなかった。 

通学一択だ。 

理由は１つ。 
母の側にいたかったからだ。 

みんながサークルやらなんやらと学生生活を 
楽しんでいる間も、わたしはバイトに明け暮れた。 

自分のことくらい自分でなんとかしよう 
と思ったからだ。 



そしてあっという間に就職活動の時期がやってきた。 

夢・目標・やりたいこと・好きなこと。 
そんなもの何もなかった。 

母の病はいつ再発するかわからない。 

だからできるだけ母の側にいられて 
両親が安心できるような大企業に勤められたら 
正直どこでも良かった。 

幸いわたしは働くということにワクワクしていた。 

それは幼い頃からずっと両親を見てきたからだ。 

朝早くから遅くまで働いていた父。 

家でも仕事をしつつ、休日でも必要とあれば 
出勤して対応していた両親。 



そんな状況でも愚痴１つ聞いた記憶がない。 

わたしは幼い頃、両親それぞれの会社に連れて行かれ 
お絵かきしながら仕事が終わるまで 
待っていることが度々あった。 

その間、会社にいる人から 
ジュースやお菓子をもらって 

会社ってなんていいところなんだ！と 
感激したことを覚えている。 

単純なヤツだ。 

また、家にいるときと雰囲気が違う両親それぞれの 
仕事ぶりを目の当たりにして 

誇らしい気持ちになった。 



何をしているのかまではよくわからなかったけれど、 
仕事や人と向き合って誠実に対応し 

責任を持って最後まで仕事を 
成し遂げている様子を感じた。 

自分もあんな風に早く働きたいと思った。 

そんな姿勢が伝わったのかどうかわからないが 
超氷河期だったにも関わらず 

わたしは誰もが知る業界第２位の金融機関に 
就職が決まった。 
 



そして社会の荒波に揉まれているうちに 
５年の月日が経過。 

母は医師から病院卒業のお達しを受けた。 

長かった治療はようやく終わりを告げたのだ。 

ホッと胸をなでおろし、 
緊張から解放された気がした。 

いつ父が母に告げたのか知らないが 
母は自分が余命宣告を受けたことを知っていた。 

わたしはどうしても気になったことを聞いてみた。 

「何かおかしいと思わなかったの？」 



いくら鈍感な母でも１年半入退院を繰り返していたら 
本当は自分の病の重さに 
気づいていたのではないかと思ったのだ。 

おかしいとは思っても調べる手段がなかったらしい。 

当時はインターネットが普及しておらず、 
携帯さえも持っていなかった。 

ただ同じ病室で同じ病名だと聞かされていた人が 
何人も亡くなっていくとさすがに母も勘づき始めた。 

不安でたまらない時もあったそうだ。 

本当のことを話してくれと 
父に懇願したこともあるらしい。 



でも父は大丈夫だと言い張った。 

そして母は父の言うことをまっすぐに信じた。 

「お父さんが大丈夫って言うなら大丈夫なんや。」 

父の力は偉大だと思った。 
と同時に夫婦の絆を感じた。 

父は母が入院してからお見舞いを欠かした日は 
１日もなかったからだ。 

母は何度も毎日来なくていいと言っていたそうだが 
父は仕事でどれだけ遅くなろうとも 
母の顔を見に行っていた。 



父の勤務先から病院に向かう場合 
家とは正反対の方向にあり、往復１時間半はかかる。 

それを毎日だ。 

相当体はキツかったと思う。 

わたしまで入院してしまったときは、 
それぞれの病院に毎日お見舞いに来てくれていた。 

それでも父から泣き言１つ聞いたことはないが 
母の病が完治した後に 
ようやく母に本音を漏らしたそうだ。 

本当は体も精神的にもキツかったこと。 

余命を知らない母が 
あまりにも明るく病院で出迎えてくれたから 
父の方が母に癒されていたこと。 



この話を聞いて、お互いを思いやり信じあえる 
両親のような夫婦になりたいと思った。 
 

家族と平穏な暮らしが戻ったものの 
わたしは社会の荒波に揉まれながら、２度転職。 

そして人と関わりながらも専門的なことを学ぶために 
社会保険労務士事務所に入社した。 

入社して間も無くして、 
母から会社に電話がかかってきた。 



「お母さんからお電話です。」 

と電話にでた人に言われ 

なぜ携帯にかけないんだとイライラしながら 
わたしは会社の電話に出た。 

「もしもし何？！」 

「もしもし。携帯に電話しても出ないと思ったから 
　会社に電話したんやけど、落ち着いて聞いてね。 

　・・・・おばあちゃんが交通事故で亡くなったの。」 

「・・・・えっ？」 

「おばあちゃんが交通事故で亡くなったの。 
　今日お通夜で明日がお葬式やから、会社休むように 
　段取りして帰ってきてくれる？」 



「・・・・・・」 

「詳しくは帰ってきてから話すから。大丈夫？」 
　とにかく早めに帰らせてもらって。」 

電話を切ってから自分の心臓の音が聞こえていた。 

わたしは会社で一人静かに 
パニック状態になっていた。 

トイレに駆け込み、自分が落ち着くのを待った。 

それから状況を上司に説明し、 
急ぎの仕事を終わらせた。 

それでもなかなか帰ろうとしなかった。 

帰りたくなかった。 

タチの悪い母の冗談だと思いたかった。 



わたしがデスクで放心状態になっているところ 
上司が早く帰るように促してくれた。 

まだ現実が全く受け入れられないまま 
重い足を引きずりながらわたしは帰路についた。 

そして一旦自宅に帰宅して 
近所に住む叔父の家に向かった。 

６人家族の叔父の家なのに、 
家の中には多くの人影が見えた。 

何かの間違いであって欲しいと 
この時点でもずっと心の中で願っていたが 

出迎えてくれた母の顔を見ると 
やはり真実なのだと思わされた。 

祖母のもとに連れて行かれ 
顔にかけられた白い布を外してもらうと 



町内の美人コンテストで優勝するほど 
端正な顔立ちだった祖母の顔が 
傷だらけになっていた。 

どれほどの時間だろうか。 

わたしは祖母の顔を見つめ続けた。 

しかしどれだけ見つめ続けても 
祖母は目を開けることもなく、動くこともなかった。 

「あんなに元気やったのに、なんで？どうして？」 

祖母が亡くなる数週間前 

わたしは祖母と紅葉を観るために 
２人で出かけていた。 



 

なかなかタイミングが合わなかったのだが、 
ついに念願の祖母とのデートが実現したのだ。 

２つの紅葉スポットを巡り、 
ランチを食べて帰ってきた。 

祖母は車の助手席に乗る経験がなかったようで 
シートベルトの締め方もよくわからず、 
首に巻きつけていた。 

「お、おばあちゃん、何してんの！笑」 



楽しい時間はあっという間に過ぎ 
祖母は恐縮しながらも喜んでくれて 

おかげで長生きできそうだと話してくれていた。 

その矢先の出来事だったのだ。 

わたしは大勢の人が見守る中で泣き崩れた。 

「なんで？どうして？」 

それしか言葉が出てこなかった。 

母は隣でずっと背中をさすっていてくれた。 

わたしが祖母孝行したいのは理由があった。 



母が入院しているとき、誰にも胸の内を話せず 
ストレスが溜まってやり場のない気持ちを 
ぶつけたのは祖母だったからだ。 

母の入院が長引いて家事の手伝いにきてくれたのだが 
祖母の作ってくれる食事やお弁当に文句を言って 
祖母を困らせていたのだ。 

「こんな茶色いお弁当いらん！」 

作ってもらえるだけありがたいというのに 
祖母の煮物などで埋め尽くされたお弁当に 
腹を立てた。 

お母さんに作ってもらった友人たちの 
色とりどりのお弁当がただ羨ましかっただけなのに。 

ただ寂しかっただけなのに、 
わたしは祖母に八つ当たりしたのだ。 



祖母はいつも 
「こんなものしか作れなくてごめんね。」 
と謝った。 

母が無事退院して、病気が完治しても 
わたしは祖母に謝罪することはなかった。 

でもずっと心にモヤモヤが残っていた。 

社会人になって収入が増え、 
自分の車を持つようになると 

祖母に行ってみたいところ・やってみたいことを 
たずねるようになった。 

わたしにできることなら、 
祖母の夢を叶えたいと思ったのだ。 

いや罪悪感を手放したかっただけかもしれない。 



しかし欲のない祖母からは何も出てこないため 
祖母が喜んでくれそうなことを 
考え始めるようになった。 

その第一弾が、紅葉を観にいくことだった。 

「また来月一緒に出かけよう！」 

そう言って約束していたのだ。 

それがたった１回で終わってしまった。 

どれだけワガママや泣き言を言っても 
いつも穏やかな優しい笑顔で包んでくれた。 

わたしが祖母から数えきれない温もりをもらったのに 
何も返すことはできなかった。 

まだまだ生きていて欲しかった。 



それなのに・・・・・ 

わたしは祖母が他界した夜、 
祖母に向けて過去の謝罪と感謝の気持ちを 
ひたすら書き綴った。 

手紙は１０枚を超えた。 

涙が何度もこぼれ落ち、 
手紙はシワシワになっていた。 

お葬式当日。祖母との最後のお別れ。 
わたしは祖母の棺に分厚過ぎる手紙をそっと入れた。 

そして祖母が大好きだった祖父と 
天国で再会できることだけを願った。 



母の闘病を側で見守り、 
人の命とはこれほどに力強いものだと知った。 

そして何の前触れもなく突然に祖母が旅立ち 
命の儚さも知った。 

永遠に続くような錯覚を起こしている家族との時間は 
想像以上に短いことを気づかされたのだ。 

祖母の他界から、“いのち”とか”家族”とか 
そんなことを頭の片隅で考えるようになっていた。 

そんなときに現在の“出産マネーアドバイザー”誕生の 
最大のきっかけとなる妊婦さんと 
運命的な出逢いを果たす。 



 

真夏のある日。 

冷房は入っていたが、 
少し汗ばむほどの暑い日だった。 

若い妊婦と部屋の中で２人っきり。 

机を挟んで目の前に座る妊婦の涙が止まらず 
すすり泣く声だけが部屋中に響き渡っていた。 



長机と椅子以外何もない殺風景な部屋の真ん中で 
わたしは動揺を隠しきれずにいた。 

当時、私は三十代前半・独身。 

やらかしてしまったと内心アタフタしていた。 

妊婦は心身共にデリケートだと友人から聞いていた。 

緊張をほぐすつもりで雑談を交えたが、 
あとはややこしい妊娠後の制度が相手に伝わるように 
確認しながら説明を進めていったつもりだった。 

頭の中で会話の内容をどれだけ振り返っても 
号泣する理由にたどり着けなかった。 

私の配慮が足りなかったのか。 



初対面の人に号泣された経験は初めてで 
どうしたらいいかわからず 

私はスーツのポケットからタオル地の 
パンダ柄のハンカチをおずおずと 
差し出すくらいしかできなかった。 

すると妊婦は、涙でボロボロの顔を上げ 

「ありがとうございます・・」 

と少しだけ微笑んでくれた。 

それから妊婦は深呼吸しながら少しずつ 
自分の状況を語り始めた。 

会社の業績悪化により 
ご主人の給料が下がってしまったこと。 



稼ぐために働く時間を増やそうとしている直後の 
想定外の妊娠だったこと。 

それぞれの実家からの資金援助も育児のサポートも 
難しいこと。 

妊娠・出産のために会社を休んでいる間は 
収入は完全になくなってしまうと思っていたこと。 

働けない間のお金のことが毎日不安だったこと。 

ハンカチで時折涙をぬぐいながら 
懸命に話す様子を目の前にして 
私も涙が溢れそうになるのを何とかこらえた。 

刻々と大きくなるお腹。 



命の重さを日々感じながら葛藤していたことが 
伝わってきたからだ。 

授かった大切な命。 

産みたい。 

でも本当に大丈夫だろうか。 

やっていけるだろうか。 

そんな不安な状況と戦いながら 
迎えたわたしとの面談だったそうだ。 

わたしはそんな状況とは全く知らず 
お気楽にやってきたのだが 

知らず知らずに出産の後押しをしていたらしい。 



「わたし、産みます。」 

そう言って涙を拭い、 
まっすぐにこちらを見つめる妊婦は 
覚悟を決めた表情だった。 

私は黙って頷くことしかできなかった。 

それからこの妊婦さんとのやりとりは 
出産後職場に復帰されるまで続いた。 
 



産休に入ったこと。 

無事出産したこと。 

育児は大変だけど楽しんでいること。 

入れる保育園がないこと。 

保育園が見つかったこと。 

時折、丁寧な近況報告がメールや手紙で届き 
産休・育休中もやりとりは続いた。 

メールに添付されている赤ちゃんの写真を見ると 
頬がゆるんで幸せをおすそ分けしてもらった気分に
なった。 



そして出産されてから１年半が経過。 

職場復帰直前の手紙にはこんなことが書かれていた。 

“こんな穏やかな日常を過ごせたのは 
いちかさんのおかげです。 

こうしていちかさんとやりとりが 
終わってしまうのは寂しいですが、 
これから職場復帰してがんばります！” 

わたしも寂しい気持ちになったが 
職場復帰を全力で応援する気持ちを 
手紙にしたためた。 

そしてある日。 

いつも通り会社に訪問していると 
全力で駆け寄ってくる人がいた。 



あの妊婦さんだった。 

「お世話になって本当にありがとうございました！」 

と深々とお辞儀された。 

ご主人が転職されたこと。 

上司には内緒にしているけど、 
２人目も考えていることを笑顔でコソッと 
話してくれた。 

詳しくは聞かなかったが、 
一時は産むか産まないかの瀬戸際まで 
追い込まれていた様子だった。 

あれだけ号泣していた妊婦さんが、無事母となり 
お子さんと充実した日々を過ごされ 



晴れ晴れとした様子で職場に戻ってこられた。 

母の闘病、祖母の事故を通して 
”いのち”と”家族”とどれだけ向き合っても 
特に”いのち”に関しては無力さしか感じなかった。 

それだけ命とは重く尊いもの。 

それがただの会社員であるわたしが 
小さな命がこの世に生まれ出る後押しを 
ほんの少しでもできたこと。 

生まれてすぐのかけがえのない期間をお子さんと 
ゆっくり過ごせるお手伝いができたこと。 

またイキイキ働いておられる様子を見て 
胸がいっぱいになったことを今でも覚えている。 



それから時を経て、わたしも結婚し母となった。 

母になるというのは簡単なことだと思っていたが 
実際はそうではなかった。 

結婚したのは３５歳。 

すぐにでも子どもが欲しかったが、 
なかなか授からなかったのだ。 

あれだけ避妊と騒がれているんだから 
その気になればすぐに妊娠できると思っていたが 
わたしの場合、難しかった。 

ニュースで芸能人が 
「結婚して１ヶ月で授かった」とか聞くと 
超人のように思えた。 



年齢のせい？ 
睡眠不足？ 
いやホルモンのバランス？ 

自分に足りないのは何か考えながら 
気休め程度にサプリを飲んだりしていた。 

毎日バタバタ生活していて 
基礎体温すらつけたことはなく 

妊活しているなんて 
偉そうに言える状態ではなかった。 

通院もしていない。 

仕事も忙しいし通院する時間がない・・ 
できる限り自然に任せたい 

というのは言い訳で 



本当は病院に行くのがなんとなく怖かったのだ。 

そんなときに赤ちゃんはママを 
選んでやってくるという話を聞いた。 

実際に赤ちゃんがいる人からすれば感動的な話だが 
望んでいてもきてくれない人からすれば 
ただ残酷な話だった。 

わたしは誰にも選ばれないのか・・ 

そんな気持ちになった。 

そして結婚してから約１年後。 

突然「ううっ」という吐き気を 
電車に乗っている最中に催した。 



も、もしかして・・・ 

ドラマでよく見るヤツ！！！ 

その日のうちに 
主人に妊娠検査薬を買いに走ってもらった。 

検査結果は 

“陽性” 

主人は結果を見るなり泣いていた。 
実に涙もろい。そして素直。 



わたしはにわかに信じられず 
嬉しい気持ちをグッとこらえた。 

ちゃんと確認してから真の喜びを味わおう！ 

翌日、病院に向かった。 

先生から 
「間違いなく妊娠してますよ。」 

と伝えられたとき、妊娠を望んでいたにも関わらず 
複雑な感情になったことを覚えている。 

「ほんまに妊娠してた。お腹に赤ちゃんがいる。」 

と一瞬放心状態となり、 

「もう自分だけの体じゃない。 
　でも一体何をしたら・・」 



お腹に命が宿った感動と嬉しい気持ち 

母としての責任の重さ 

不安やプレッシャーが急激に押し寄せた。 

帰宅後、主人がよくわからないながらも 
白黒のエコー画像を眺めて 

「可愛いなあ。」 

とボソッと呟いた。 

顔の認識・・いや人の認識すら不可能な状態の 
エコー画像を目を細めて眺める主人を見て 
涙が出てきた。 

この段階でここまで親バカな主人となら 
何とかなりそうだ。 



そんな風に思いながらも何かある度に 
ひたすらネット検索をする毎日だった。 

十月十日。 

お母さんのお腹の中で赤ちゃんを育む大切な期間だが 
思い描いていた理想とはかけ離れたものだった。 

妊娠の発覚と同時に 
人生初の悪阻というものまで急展開にやってきた。 

味覚が急激に変化し、食いしん坊のわたしが 
何を食べても美味しいと感じなくなっていた。 

世の中には水も飲めず入院してしまう妊婦さんもいる
と聞いた。 



わたしはそこまで重症ではなかったが 
船酔いがずっと続いているようなこの感じ。 

みんなこんなことを乗り越えて出産しているのか。 

世の中のお母さん方に尊敬の眼差しを 
向けるようになった。 

何よりツライのは通勤だった。 

自宅から会社まで約１時間。 

徒歩→電車→徒歩。 

電車に乗っている時間は４５分程度。 
各停に乗ってしまうと１時間はかかる。 

幸い始発の駅なので、朝は確実に座れたが 
帰りは時間帯によって満員電車になることもあった。 



そして辛かったのは電車の匂いだった。 

特におじさん臭。 

隣に座ってくる人がおじさんではなく 
どうかお姉さんであることを毎日願った。 

あと昼食時間。 

会社に食堂なんてものがないため 
各自のデスクで昼食を取るのだが 

今まで気にならなかった匂いが気になり始めた。 

中でも、ラーメンが大好物なぽっちゃり王子が 
職場にいて 

「これめっちゃ美味しいんですよ！」 

とすすめてくる。 



今回はニンニクたっぷりのタイプだった。 

「こいつは嫌がらせかーー！」 

と心の中で叫びながら、 
死んだ目で王子を睨みつけていた。 

何かを察してそれ以来すすめて来ることはなかったが 
それでもぽっちゃり王子は毎日ラーメンを 
食べ続ける。 

でもわたしにはそれを止める権利はない。 

様々な匂いが入り混じるこの昼食時の空間は 
地獄かと思った。 

トイレに駆け込むことも度々あった。 



もうずっとトイレに居たかった。 

トイレが唯一心安げる場所だった。 

何にもやる気が出ない。 

体がダルい。 

眠い。 

ただ会社にいるだけで何にも仕事が進んでいない。 
そんなことも度々あった。 

妊娠発覚からまだ１ヶ月も経過していない。 

産休に入るまでまだ半年以上ある。 

でも仕事は待ってはくれない。 

わたしはやっていけるのだろうか？ 



不安と戦う毎日だった。 
 

ある日、電車に乗っていると 
何となく嫌な予感がするおじさんが乗り込んできた。 

こっちに来ないで！と心の中で願い続けたが 
隣に勢いよく座られて強烈な匂いが漂うと 

終わった・・・ 

チーンと響く鐘の音が聞こえた気がした。 



強烈な気持ち悪さが込み上がってきたわたしは 
電車を降りた。 

会社には体調不良ということで連絡し、ごまかした。 

フラフラしながら会社に行くと 
このタイミングで上司からまた新たな会社の 
担当に任命された。 

かなり負担のかかる仕事だった。 

無理して引き受けたとしても、逆にお客様に 
迷惑をかけることが目に見えていた。 

「すみません。 
　現状の仕事が立て込んでいるので・・。」 

と軽く断ってみたもダメだった。 



その話し合いの最中も容赦なく吐き気に襲われ 
ハンカチで口元を押さえながらも 
なんとかその場を乗り切ろうとしていた。 

わたしだけじゃない。 

世の中の妊婦さんはみんな我慢したり 
頑張ってるんだから！ 

母になるってそういうことだ！ 

そんな風に自分に言い聞かせ 
ひたすら耐えようと思っていた。 

万が一のことも考えて安定期に入ってから 
会社に報告することが普通だと思っていたし 

「実は妊娠しまして・・」 
と控えめに報告するイメージを持っていた 



が！！！！ 

現実はそんなに甘くなかった。 

この気持ち悪さからいつ解放されるのか 
明確なゴールが全く見えないまま 

次々と仕事が増えていく。 

もうあかん。 

もう無理や。 

「妊娠しました！助けてください！！」 

イメージとは正反対の報告となってしまった。 



上司とわたしと関わりが濃い一部の人だけに 
妊娠報告という名の心の叫びを発してしまった。 

上司は手のひらを返したかのように態度を変えた。 

まだまだ仕事を振る気満々だったようだが 
別の人に振る決断をしてくれた。 

早めに報告しなければ非常にマズイ状態だった。 

わたしの仕事をサポートしてくれる人たちは 
全面協力すると言ってくれた。 

お姉ちゃんとして生きてきたわたしは 
誰かに頼ることも甘えることも苦手だった。 

弱音を吐いたこともほとんどない。 



大変な仕事も大抵１人でこなした。 

わたしの仕事に付き合わせることで 
迷惑をかけたくなかったからだ。 

職場の一人が打ち明けてくれた。 

「今までなかなか仕事を任せてもらえず 
　信頼されていないのかと思っていました。 
　だから頼ってもらえて嬉しいです。」 

信頼していないつもりはなかったが 

振り返ると心の中では 
自分でやった方が早いという気持ちが確かにあった。 

わたしはどれだけ重い荷物でも 
一人で運ぼうとするタイプだ。 



末っ子の甘え上手な同僚がいた。 

「お願いしまーす」と可愛く男性に 
頼んでいる様子をみると 

羨ましく思えることもあったが 
わたしはそれができなかった。 

でも妊娠したらそうはいかない。 

重たい物を持つと 
赤ちゃんの命の危険が待っているのだ。 

わたしは妊娠してから 

「人に甘える」・「頼る」・「信頼する」 

この修行をすることになった。 



そして世界は優しさで溢れていることを 
知ることになる。 

しかし根っからの仕事大好き人間。 

悪阻が落ち着き始めてからは 
妊娠する前と同様に朝から晩まで働いた。 

終電で帰ってくると 
駅から自宅まで徒歩５分の道のりなのに 
駅で主人が待っていた。 

なんとか仕事をもう少し早く終わらせられないのか 
主人は何度も聞いてきた。 

通常業務＋引き継ぎ業務＋新入社員教育 



なるべく通常業務はサポートしてもらっているものの 
通常よりも仕事が増えている今、 
なかなか厳しかった。 

ある日、朝８時から始まる会議に間に合うか 
ギリギリになることがあった。 

わたしの引き継ぎの話など大切なことを 
伝えなければいけない場だった。 

６時５４分発の電車に乗らなければ間に合わない。 

マズイ・・非常にマズイ。 

でもダッシュはできず 
ひたすら小走りしていたところ 

足がもつれて転倒してしまった。 



とっさにお腹をかばって 
横向けの変な姿勢で倒れたため 
カバンは吹っ飛び、お弁当の中身は散らばった。 

地面に倒れたまましばらく身動きがとれなかった。 

お腹の赤ちゃんが無事かそれだけが心配で 
倒れたまま赤ちゃんを確認するように 
お腹をさすっていると胎動を感じた。 

が、ふと我に返った。 

急がなくちゃ！！！ 

吹っ飛んだカバンの中身を拾い集め、 
足をひきづりながらも電車に駆け込んだ。 



なんとか電車に間に合って椅子に腰掛け 
落ち着いたとき身体中が痛み出した。 

よく見たら肘や膝から血が出ていた。 

「何をやってるんだ、わたしは。」 

赤ちゃんの命以上に大切な仕事などない。 

かけがえのないものだとわかっている。 

でも自分に任されたからには、責任を持って 
誠実に最後まで仕事を成し遂げたかった。 

それが両親の背中から学んだことだからだ。 

でも今はダメだ。 
仕事以上に大切な役割がわたしにはある。 



電車の中で、お腹をさすりながら涙が溢れた。 

「こんなお母さんで本当にごめんね。」 

電車から降りると 
わたしは病院に電話をして状況を説明した。 

赤ちゃんが元気に動いているなら 
次の健診のときでいいですよと言われたが 

最低限の仕事をこなし、病院に向かった。 

心配で仕事にならなかったからだ。 

赤ちゃんは無事だった。 

そして普段の健診のときはあまり動かないのに 
今回ばかりは元気に動いて見せてくれた。 



まるで 

大丈夫だよ。 

元気だよ。 

心配しないで。 

そんな風に伝えてくれているように感じた。 

ホッとし過ぎて力が抜け、わたしは主人に 
かかえられるように自宅に連れて帰ってもらった。 

この一件以来、仕事を極力セーブし 
引き継ぎだけに全力を注いだ。 

妊娠してからまだまだだと思っていた産休は 
気がつけばあっという間にやってきた。 



産休直前、担当しているお客様全員に 
挨拶にまわったが、お腹を撫でながら 
温かいお言葉をかけてくださる方ばかりで 
涙をこらえるのに必死だった。 

本当にお客様に恵まれていて 
今まで仕事を頑張ってきてよかったと思った。 

無事産休に入ると、やりきった達成感と 
出産まで何しよう・・ワクワクでいっぱいだった。 

が、想像以上に体が重くて 
なかなか思うように動けない。 

そしてこのタイミングでわたしは医師から 
自宅で絶対安静を命じられた。 

全く出産準備ができていなかったわたしは焦った。 



今、生まれたらヤバイ。 
ヤバ過ぎる・・・。 

いやいやいや！！ 

ここは気持ちを切り替えて、 
世のママさんたちがやっているように 

胎教に良い音楽でもかけながら 
リラックスして編み物でもやってみるか！ 

なんて思ってみたが、無理だった。 

仕事の引き継ぎで力を出し切ってしまったのか 
思い描いていたマタニティライフは何処へやら・・ 

産休に入ってしばらくはただの屍状態だった。 

１週間も屍をやっていると 
バリバリ仕事をしていた頃がもう懐かしく思えた。 



今では何の気力も湧かず、誰の役にも立てない。 

何にもせずただじっと家にいるのに 
家事すらろくにできず、 

仕事から慌ただしく帰ってきた主人が 
ご飯の準備から何もかもしてくれていた。 

ありがたさを感じると同時に 
こんな生産性のない自分が嫌になった。 

救われたのは、この自宅での引きこもり生活が 
１週間と少しで解除されたことだった。 

十分な充電期間を経て力がみなぎり、 
主人の協力を得てわたしはやりたかったことを 
全部こなしてその時を迎えた。 



７時間の陣痛に耐え、赤ちゃんは誕生した。 

出産後、感動の涙を流すものだと思っていたが 
不思議と涙が出なかった。 

とにかく赤ちゃんが無事生まれてきてくれたことで 
感動よりもホッとした気持ちの方が強かった。 

あと 
「お腹の中に本当に赤ちゃんがいたんだ」 
そんな風に冷静な自分もいてビックリした。 



分娩台の上で処置してもらっていると 
産院に駆けつけた両親が分娩室に入ってきた。 

そして母の姿を目にした瞬間、 
わたしは急に感情的になり号泣してしまった。 

とっさに口から出た言葉は 
「お母さん、生んでくれてありがとう。」 
だった。 

こんなこと普段なら恥ずかしくて言えないのに 
不思議だった。 

この言葉を直接母に言えて本当によかったと思った。 

そして我が子の温もりを初めて感じたとき 
妊娠中に感じていた不安が全部吹き飛んで 

「この子を守るためにわたしにできることをやろう」 



そんな母としての自覚がハッキリと芽生えた。 

三十年以上生きていれば、 
出産した友人は数多くいるし 
そもそも妊婦さんとお話する機会は人より多かった。 

だから妊娠・出産が「大変だ」ってことは知っていた。 

わかっていると思っていた。 

でも実際に自分が経験してみて 
初めてわかったことが数多くある。 

「大変」は 
そんなに単純な話ではないということだ。 

新たな命を授かりお腹の中で育んで 
世に生まれてくるということは 
“奇跡”でしかないのだ。 



わたしは妊娠してから自分の生き方を 
考えるようになった。 

そして過去のいくつものきっかけが重なった今 
妊婦さんやママさんの力になるために 
活動をしている。 

幼いとき、少しでも母と一緒にいたいという想いが
あったから。 

大切な人との時間は有限であることを知ったから。 

数々の妊婦さんから感謝の言葉を受け取ったから。 

お金は選択肢を広げ心の余裕を 
与えてくれるものだとわかったから。 

産前産後のリアルを知ったから。 



わたしの力が必要だと言ってくださる人がいるから。 

少しでも不安を抱えた人が 
安心できるよう力になりたいと思っている。 

とはいえ、子どもと一緒に過ごせるとしても 
制度で限られた期間だけだろう。 

そんな風に思う人もいるかもしれない。 

ただ確実に言えることがある。 

子どもの３歳まではとても大切な時期ということだ。 



ユニセフが毎年発行している「世界子供白書」 
２００１年版には 

“子どもが３歳になるまでに脳の発達がほぼ完了する” 
と書かれている。 

暮らしの中で経験する全てが脳内活動に変換され 
わずか３６ヶ月の間に子どもは能力を伸ばし 

成人としての価値観や社会的な行動の基礎が 
築かれるそうだ。 

経験や対話が、栄養・健康・きれいな水と 
同じくらい絶大な影響力を持っている。 

しかも長期的な影響力だ。 

それだけ“３歳まで”は特別だということ。 



繰り返しになるが、だからといって 
保育園に入れることを反対するわけではない。 

お母さんが働くにはそれぞれの理由が 
あることもわかっているし 
どれも間違っているとは思っていない。 

ただ実際に見てきた。 

制度をよくわかっていなかったために 
職場復帰を早めることになってしまった人や 

もらえるはずのお金をもらい損ねてしまって 
生活が苦しくなってしまった人たちを。 

中には制度のことで揉めて 
裁判まで起こして人もいると聞いた。 

知っているか知らないか。 



たったそれだけの違いだけれど 

知っているから得をして 
知らないから損をしているという人を 
ここでは語りつくせないほどに見てきた。 

そして損をしたことに後で気付いた大抵のお母さんは 
自分を責め続ける。 

中でも大きな落とし穴に落ちてしまうと 
穏やかな生活が一変し、心の余裕がなくなって 
子どもにまで被害が及んでしまうことも本当にある。 

 



アメリカでこんな実験が行われた。 

“感情は伝染するのか？” 

この実験では１歳児を育児中のママを 
グループ分けして行われたもの。 

一旦赤ちゃんから離れたママに対して 
グループ毎にストレスの強さを変えて与える。 

そしてママが赤ちゃんと再会した時に 
どんな変化が赤ちゃんに起きるのかを観察された。 

結果、最もストレスを感じたグループのママが 
赤ちゃんを抱っこしたした瞬間から 

赤ちゃんの心拍数が上がり、ママよりも 
強くストレスを受けているサインが出たそうだ。 



しかも赤ちゃんのストレスのサインは長時間続く・・・ 

よって、ママのストレスは赤ちゃんにも伝わるし 
長時間ストレスにさらされることで 
赤ちゃんの脳の発達にまで影響を与える可能性が 
わかったのだ。 

実際にわたしもこんなことを経験した。 

夜中、生後２ヶ月の娘が何をしても泣き止まない。 

寝不足が続いていたわたしは 
明らかにイライラしていた。 

なんで泣くんだろう？ 

何がダメなんだろう？ 



ネットで検索してはその方法を片っ端から試したが 
それでも泣き止まない。 

イライラはつのるばかりで 
一旦娘を布団の上に置くと、 

更に一層大きな声で泣き出した。 

わたしが泣きたいよ・・ 

そう思っているときに別室で寝ていた主人が 
ふと起きてきて娘を抱っこした瞬間 

ピタリと泣き止んだ。 

その時に主人の様子を見ると 
変な寝癖をつけながらもニコニコしながら 
娘をあやしていた。 



泣き止んだことでホッとしながらも 
わたしは母親失格だと自分を責めていると 

「休んでくる？」 

と主人が言ってくれた。 

わたしはその言葉に甘え、主人に娘を預け 
別室で寝ることにした。 

２時間ほど睡眠をとって戻ると 
主人と娘は同じような顔をしてぐっすり寝ていた。 

その様子を見て思わず微笑んだ。 

その時にイライラは 
赤ちゃんにも伝わることを痛感した。 
 



あともう１つ。 
出産直後にわたしが痛烈に思い知ったことがある。 

もっと早く専門家に頼れば良かったということだ。 

わたしはなかなか母乳が出なかった。 

助産師さんに言われた通りにやっていたが、 
ほとんど出ない。 

ネットで調べていると 



何やら母乳マッサージというものをすると 
噴水のように出たと書いてあった。 

このやり方で正しいのかわからなかったが 
自分流でコネコネやってみた。 

でも噴水のように母乳は出ない。 

そこでわたしは出産した産院でお願いしたが 
母乳マッサージを拒否された。 

「母乳マッサージは必要とされる人にだけに 
行います！」 
と気の強い助産師さんに叱られるように言われた。 

そこでわたしは片っ端から調べ始めた。 

そして自宅から１時間かかる母乳マッサージ専門の 
助産院に行って 



マッサージをしてもらうと 

ピュ～～～～～～ 

出た！ 

本当に噴水のように！！ 

自分にあっているかもわからないネットの情報を 
頼りに素人が自己流で数ヶ月かけてやっていたことが 
専門家に頼ると一発で解決できたのだ。 

これでわたしも眠い目をこすりながら 
ミルクを作って哺乳瓶を洗う毎日から 
解放されるのか！ 

そんな風に思ったが、もう手遅れだった。 



母乳を作るホルモンは出産直後が最高。 
そこから徐々に低下していく。 

出産して数ヶ月経過した今では 
母乳量をこれ以上増やすことはかなり厳しいと 
言われた。 

お金をもったいぶらずにもっと早く行っていたら・・ 

後悔してももう出産直後のホルモンは取り返せない。 

お金を払ってでも専門家にお願いした方が 
どれだけ有意義な時間が過ごせるか身をもって 
知ったのだ。 

まさか自分が・・って思っている人ほど 
予期せぬ落とし穴に落ちてしまうこともある。 



そして一度落ちてしまったら最後 
取り返しがつかないことも本当にあるということだ。 

妊娠・出産・育児は未知なことばかり。 
日々迷うし、葛藤する。 

ちなみにわたしは超がつく不器用で 
母親教室で人形相手にオムツの交換の練習をしたとき 

「マジでこいつヤバイ妊婦だぞ」 
と明らかに心配された。 

今思い返してもアレはヤバイ。 

アレだけシワがよったオムツを見たことがない。 
どれだけ漏れるかわからない。 

それでも出産後、毎日何枚も替えていたら 
さすがのわたしも上達した。 



現在２歳１ヶ月まで娘が成長してくれた今も 
まだまだ手探りが続いているが 

娘とともに一歩一歩前に進んでいっている状態だ。 

少し前の自分と比ベると随分たくましくなったし 
自分自身が誇らしい。 

そんな不器用なわたしが出産を経て、育児中の今 
妊婦さんやママさんの気持ちに 
共感できることが増えた。 
 

サポートさせていただいた方からこんな写真を送って
いただくと本気で泣きそうになるし 



応援の気持ちが溢れる。 

出産という大仕事が終わったと同時に 
目まぐるしい育児がスタートするのだ。 

そして考える。 

どうしたらなるべく楽に手続きできるだろう？ 

Aさんはこのお金がもらえる可能性があるかも！ 

Bさんの会社はこうだから 
こっちのやり方のほうがいいかな？ 

お金が早く欲しいって言ってたCさんはこのやり方が 
あっているかもしれない・・ 



そんな風に考えながら、お話するようにしている。 

妊娠後、女性の担う役割は半端ない。 

そして妊娠・出産・育児に正解なんてものはないが 
誰しもが初めてのことにぶつかり悩み考える。 

もしかしたら人生の中で 
一番メンタルがやられる時かもしれない。 

でもそんな時には思い出してほしい。 

この時間は永遠ではないことを。 

わたしは尊敬するママさんに 
目まぐるしい毎日の間は気づきにくいけれど 

子どもが母を求めてくれる間は 
特別な宝物のような時間だと教えてもらった。 



過ぎ去ってからその現実に気づいて 
後悔する人がほとんど。 

ただ子どもたちが力いっぱい使って 
撒き散らしてくれている思い出を忘れないよう 
全身で受け止めるにも心の余裕が必要だ。 

お金が全てというわけではないけれど 
お金は心の余裕を与えてくれる。 

だからこそわたしは自分の経験や培った知識全てを 
生かして、職場復帰後の手続きが全て終了するまで 
寄り添ってお力になりたい。 

もう二度と戻ってこない大切な人との愛おしい時間を 
後悔して欲しくないから。 



 

ここまで長々とお付き合いくださり 
本当にありがとうございます。 

ツイッターの妊婦さんの投稿を見かけるたびに 
どうしてこんなにもお節介な自分が顔を出すのか 
このレポートを書きながら自分自身と向き合うことで 
ようやく気付いたこともありました。 

このレポートを読んでくださった方が 
後悔することなくお子さんと豊かな時間を 
過ごしていただくきっかけになれば嬉しいです。 



それでは！ 
最後まで読んでくれたあなたに心から感謝します。 

いちか 


