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日は、仲良く運良く奇跡的

息子の航平とその妹の春

思え、この日のこの一瞬で人生

とがこの人生のなかで奇跡と

となりました。母となれるこ

３時５分 火曜日 私は母

北京オリンピック
母 にな れ た 日
最終予選 …
２００８年 ５月
… 昭和 年１月３日 午後

に北京オリンピック最終予

じたのでした。夫と２人で

全ての幸せを頂いた、そう感

選へと突き進むことができ
ました。
親にとっては、ここまで

スポーツクラブ内村

周子

りなどどこに吹っ飛んだの

だろう。夫も母も笑ってい

ました。母とお買い物に行

き、赤ちゃんのことなど話

し、楽しいひとときでし

た。そのとき私は初めて
﹃私の薬は母だったんだ
﹄
…と気付いたのです。
あれから 年、私は母と
なり、妻・体操・クラシック

なる。もしそうなれば、こ

の切符を手に入れることに

り、北京オリンピック出場

棒をよっぽどミスしない限

ここまでの結果で、この鉄

しか言いようがありません

驚きでありまさしく奇跡と

迎える 早
…いものです。思い

結婚して 年、今年銀婚式を

ように と
…願いを込めて 。
…

と楽しく、太平洋を航る鳥の

航平の最終種目 鉄
…棒 … てくれ、この世界を伸び伸び

でした。

良い思い出しか残ってないの

起こせば子育て真っ最中って

付けました。ずっと元気でい

を と
…誓い、名前を航平と名

そして﹃悔いのない子育て﹄

なか、ナースの笑顔が小悪

らず水さえ飲めない状況の

えるナース。私はご飯も入

拠ですよ！﹂ニコニコと応

た。﹁赤ちゃんが元気な証

苦痛な日々が続き始めまし

ことだ。私の予定にはない

われたのです。なんという

中、私は大変なつわりに襲

例をあげてみると、この子

ではないかと思います。一つ

たら、今の航平はなかったの

点を置いて育てていたとし

し私達夫婦がここだけに重

要だと思います。しかし、も

ことに重点を置くことは必

どもの才能を見抜くという

と触れ合っていくなかで、子

バレエの指導者でもありま

れは大変なことになるので

です。嫌だったこともあった

魔に見えるほどでした。

ン！﹂とステレオボードの

が１歳のときのこと﹁ド〜

す。指導者は日々子ども達

は 母
…である私はそう思う

私は消去することが得意なの

であろう。人ごとのようだが

﹁内村さん、入院しま

と同時に興奮・焦り・不安

上から落ちた音でした。そ

です。子育ては私がして欲し

心で跳び降りた、と分かっ

れは落ちたのではなく好奇

しょうか﹂

らぬほどこみ上げてきたの

お医者様の言葉になぜか

たのは、航平が﹁ハイ、ポー

ホッとした私。﹁赤ちゃん
が育たなかったらどうしよ

ジュ﹂と嬉しそうに立ち上

だ！な〜んて子どもに戻れた

う﹂と思っていたのです。

がったからでした。

いことをしてあげればいいん
ような、そんな浮き浮き感が

点滴のお陰か状態は良く

でした。

ありました。小さいころ欲し

なったものの、退院すると

りしたのと同時にすぐさま

﹁きゃ〜！﹂私はびっく

よう！一緒に公園へ行って遊

やはりまた同じ状態がやっ

かったオモチャも買ってあげ
具で遊び、たくさんだっこし

よ﹂遠い諫早の実家から、

﹁稲荷寿司作ってきたわ

返し行なっていました。

度も何度も同じ行動をくり

航平は飽きることもなく何

す。それからと言うもの、

お布団を敷き詰めたので

母が私の好物を一杯抱えて

小さいころお人形で遊んでい

てあげよう！オムツ替えも、 て来たのです。

様子を見に来てくれまし

たから上手いもんだ！
私は小さいころから憧れ

も食いらげたのです。つわ

その稲荷寿司をなんと 個

この何度も何度も飽きず

継続する力

ていた職業にやっとつけたよ

思い起こせば妊娠期間

いっぱいです。北京オリン

る応援を頂き感謝の意で

様方には日ごろより多大な

つかの間ゴール

を過ごしたのも

越し快適な生活

新園舎へ引っ

げたい気持ちはありましたが

デンウィーク前

す。息子の航平は、皆様の

し衛生的にも良くないので休日

テラスにたくさんの落し物を残

ピック予選のときに私が抱

お陰できっと頑張れるで

に全面ネット張りを行ないまし

いた興奮・不安・焦りはも

に行う と
…いう行動は、ま

しょう。私はその影にかく

めました。その様子を見せてあ

ず本人がそのことに集中し

れる妹の春日のことも常に

た。しかし賢いつばめはネット

に、つばめが白壁に巣作りを始

ている、そして好き、とい

のつなぎ目から簡単に入り込

はや皆様のご声援のお陰で

うこと。そうでなければ楽

見守っていなければなら

み、あざ笑うかのように、こち

吹っ飛んでしまったようで

しくないしやり続けること

ず、まだまだまだ母親業は

みその才能が芽生える時期

は、子どもが何かに取り組

いけないと思っていること

こともあるでしょう。

﹁忙しいんだから﹂と思う

よ！﹂と言いたくもなるし

いります。﹁ほら、行く

つとして親の辛抱と努力も

うに応援よろしくね﹂

﹁うん、ママもいつものよ

頑張ってね！﹂

﹁パパと来るよ！春ちゃん

く一緒でした。

めていました。４年前と全

終予選NHK杯の出場を決

にロンドンオリンピック最

娘も今回また、兄と一緒

﹁ママ、NHK杯来る？﹂

スから園庭にダイビングする

くだけで必死です。
一斉にテラ

ならカエルを踏まないように歩

はテラスに一歩踏み出そうもの

くらいの多さです。早番の職員

しょうが、言葉で表現できない

くらいなら子ども達も嬉しいで

カエルが入り込みました。少し

た▼田植え前になると、今度は

から自然との戦いが始まりまし

らを見て鳴いています。この日

﹁今﹂の状態をきちんと受

かもしれない、だとしたら

しくやってくれるだろう。ふ

ないが、まっ、いつも通り楽

航平からはなんの連絡も

めました▼夏には芝のなかにヨ

だらけなので仕方ないとあきら

る特権です。園舎周りが田んぼ

私が常に努力しなければ

はそうそう来るものではな

﹁勿論！﹂

け入れ、良い環境を作って

︵選手育成︶で大切にして

しかし私が一番子育て

た。﹁いつもは夫の名前で来

私の名前が書いてありまし

た。送ってくれたんだ 表
…の
宛名書きは 内村周子様と

かはNHK杯のチケットでし

石鹸で洗ってもその臭いは取れ

いヤスデが出現。虫に触ると、

たころ、今度は大変異臭がひど

心しました▼春の気配を感じ

足で遊んでいる子どもの足裏を

て、地蜂の大群が押し寄せ、裸

トウ虫が大発生。それを目がけ

とテーブルを見ると封筒が

いることは、子どもが安心

んて私はなんと単純なので

るのに﹂これくらいで喜ぶな

航
…平からでした。封筒のな

出来る居場所を作ってあげ

ます。私がつわりだったとき

もには一番の薬だと思ってい

させてやること。それが子ど

て貴方が必要なのだと感じ

に守られていること、そし

心が安らかであること、常

し、ずっと元気であり続け

て下さる皆様に心から感謝

る我が子を応援し、応援し

い。好きなことを頑張り続け

は私、これからも単純でい

しょう い
…や、いいのだ。私

赤ちゃんがいっぱい生まれた

も見ていた子ども達は﹁先生、

気のいる作業ですが、側でいつ

かありませんでした。すごく根

ずつ割り箸でつかみ捕る方法し

は私でありたい！

︵ ︶

会いが私達の心を大きく成長

されました。いろんな虫との出

ね﹂とその感性の違いには驚か

の母のように …

北京オリンピックから４

年の歳月が流れました。皆

そう 子
…どもの最高の薬

よう！

ず、私達が考えた方法は一匹

直撃。幸い大事には至らず一安

ること、これに尽きます。

子 ど も に とって の
最 高の薬

やることなのです。

様子は早番の先生だけが見れ

い、今かもしれない、明日

やり続けさせることの一

現在進行系です。

長崎純心女子高等学校卒業後現在の
長崎県立大学卒業
その後 体操教室で幼児体育の指導
にあたる。
１９９２年に夫 和久氏と共
にスポーツクラブ内村を開設。
２歳か
ら大人までの体操を指導。クラシック
バレエ教師（Shuバレエスタジオ）も
行っている。
現在 スポーツクラブ内村・Shuバレ
エスタジオで幼小から大人の方まで
の指導に携わっている。
北京オリンピック個人総合銀メダル・
世界選手権ロンドン・ロッテルダム・東
京・個人総合金メダル三連覇となった
内村航平を１９８９年に、
１９９１年には
その妹 春日（はるひ）を出産。
２児の
母でもある。

は不可能だと思うのです。

☆☆☆プロフィール☆☆☆

内村

そして心配とがどうにもな

予選を通過してきたことが ﹃自分達の理想の家庭﹄を、

松岡修造さん ご見学に来られました とても喜んでくださり感動
して下さいました
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今もその真っ最中なのです。
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続きは、お買い求めいただきご購読下さい。
お問い合わせは、保育所(園)または長崎県保育協会までお願い致します。

■ つれづれ
園長先生等のリレー式コラムです。保育に対する思いや考えなどを文章にしています。

■ 保育のひろば
● 地域との交流
各保育園の近隣の交流状況など画像を添えて紹介します。
● ランチタイム
給食やおやつ、食育等の取り組みを情報提供致します。
● 保育園めぐり
県下の保育園を地区別に順番で紹介しています。

■ すこやかなそだち
保育の専門家が、プロの視点で子育てに関する様々なテーマに基づいて書き下ろす
連載コーナーです。

■ 読者のひろば
子育ての思いやエピソードなど地区別の保護者に書いていただくコーナーです。

■ であい
保育士に保育に対する質問を投げかけそれに答えるコーナーです。

■ ＺＯＯ夢イン

家族のお出かけスポット情報

編集部一押しの地元のお出かけ情報です。家族向きのお出かけに参考になります。

■ つぶやき
■ わんぱく写真館
子ども達の日頃の保育園における活発な活動の写真を掲載しています。

■ え？！絵本
子ども向けのおすすめ絵本です。わかりやすく解説しています。

