H4

H1

ママ・パパ・ばぁば・じぃじ

トツキトウカ
YO KO H A M A 2 0 1 4

①作品（最大１００文字） ②作品を書いた時期（妊娠◯週、生後○ヵ月）
③氏名 ④ペンネーム ⑤年齢 ⑥「ママ・パパ・ばぁば・じぃじ」のいずれか
⑦〒 ⑧住所 ⑨電話番号 ⑩メールアドレス ⑪トツキトウカを知った場所
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横浜市長メッセージ
未来を創る子どもたちは、
家族にとっても、
社会にとっても、
大きな可能性を秘めたかけがえのない存在です。

横 浜 の マ マと パ パ が
かけがえのない “ いのち” に
愛 をこめ て 贈 った 詩 。

横浜市では、
未来を担う子どもを安心して産み、
育てるための環境づくりを進めており、
ぬくもりのある社会の実現に向けて、
市民の皆さんとともに子育て支援の輪を広げています。

新 し い い の ち に 出 会 って 感 じ る
感 動 、喜 び 、不 安 、焦 り 、そ して や さし い 気 持 ち 。
そ ん な 先 輩 マ マ・パ パ の リアル な 気 持 ち が
たくさ ん 詰 ま って い ま す。

その中で大切にしていきたいことは、
子どもの誕生や成長を見守る喜びの分かちあいです。
妊娠の喜び、
出産の感動、
子育ての楽しさや戸惑いを綴ったママ・パパの言葉は、
赤ちゃんへのすてきな贈り物であると同時に、
子どもを産み育てることの夢と希望、
そして命の大切さを社会全体で共有するために貴重な役割を果たしてくれると思います。

〜 多 くの 方 に こ の 想 い が 届 き ま すよう に 〜

横浜のママ・パパが赤ちゃんに贈る愛のメッセージ―この取組が子育て中の方だけでなく、

トツ キトウ カ 横 浜 実 行 委 員 会

すべての市民の皆さまに届き、
子どもたちの健やかな成長を温かく見守る気持ちが
広がっていくことを期待しています。

あなたの想いを次のママ・パパへ
そして大きくなったあなたの子どもへ！
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横浜市長

林 文子

あなたも「今しかないこの瞬間!」を詩にしてみませんか?

新しいママ・パパにあなたの想いをつないでいきましょう!

─トツキトウカYOKOHAMA2015 作品募集！─
応募方法は、裏表紙 or

トツキトウカ

主催 ：トツキトウカ横浜実行委員会
後援 ： 横浜市医師会

共催 ： 横浜市こども青少年局

横浜市産婦人科医会

協賛 ：
特別協力 ：

事務局 ：

神奈川県助産師会
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週●一瑳ママ

ウォーウォー記念日。
妊娠に気づいたとき、
トイレで叫んでいた。

早く会いたくて、
会えるのが待ち遠しくて、
毎日毎日、仕事中ももどかしい。

その声を聞いたお父さんが、
お母さんに言ったの。
「今日は我が家のウォーウォー記念日だね」
あなたの誕生を待ってるね。

どんな笑顔を見せてくれる？
どんな泣き顔を見せてくれる？
どんな声で話すのかな？
どこに散歩に行こうかな？

妊娠5週●小林 直美

ママのおなかに男の子いるよ

全てのはじまりはそのお告げ

予言通り また私のおなかに来てくれた
小さな小さな命

そうそう こんな感じだった
あなたの時も 苦しくて 食べられなくて

そうそう こんな感じだった
ゴニョゴニョ勝手に動くおなか
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あぁ 私はこんなにも愛しくて大切で
かけがえのない宝物を
二つもこの腕に抱ける幸せ者なんだ

妊娠34週●マトリョーシカ

そうそう こんな感じだった
痛みと 最高の幸せ

もうすぐ会えるね
あなたは私の人生で一番の贈り物です

妊娠37週●イクメン見習い

出産時●実咲

今はのんびりと、
おなかの中で動くあなたを見ていられるのが
とっても幸せ

最近涙もろいママとかわいい君。
想う度にあったかい気持ちに包まれる。
会えたら聞かせてあげるね、
君が来てからの話を。

病院からの帰り道

つわりで苦しむ私の手をひいて
﹁ママだいじょぶよ﹂
と
2才のお兄ちゃんが言った

右手には小さなお兄ちゃん
左手はおなかにあてた

幸せいっぱい噛みしめた
新緑がキラキラ光る春の日

妊娠 週●井出 愛
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アナタからの元気サイン
ママも元気100倍

妊娠
37
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でも、
あなたが生まれると

大好きな家族が増えたと
お姉ちゃんはあなたに夢中になったよ。

私を仲良し姉弟のお母さんにしてくれてありがとう。
私の大切な子どもたち。
生後2日●maka

お空にいるきょうだいの分まで
すくすく大きくなってね♡

大事な大事な宝物⁝

パパとママの宝物⁝

パパとママを選んでくれて
ありがとう♡

〝 おぎゃー 〟
あなたの元気な声で
陣痛の痛みも出産の痛みも
あっという間に忘れちゃった

お姉ちゃんは大好きなお母さんがとられちゃうと
不安で泣いていたよ。
出産直後●♡NaO♡

泣き声に目を覚ますと
横に小さく白い丸い顔
ねぼけまなこで抱き上げると
両手にその重みがずしり
こんなに重かったかしら？

生まれてから｢祈る｣毎日

生後1日●106

と思うけど、

バスタオルに包まれた小さな体
腕の中で安心して眠る寝顔
一生懸命ミルクを飲む姿

ゆっくり大きくなってほしいなあとも思うから
複雑!!
生後0ヶ月●かえママ

生後2日●佳珠沙ママ

あなたは大事な宝物
キラキラ輝く宝物

不思議と涙は出なかった
理由は割と単純で
それはそれは大切に
宝石箱の中に
しまわれているみたいだったから

あなたに初めて会えた時
ガラスの箱の中にいた
手足はガリガリ細くって
いろんな管がついていた

早くまとまって寝てくれるといいなあ
早く笑ってほしいなあ
早く話せるようになるといいなあ
早く一緒にお出かけしたいなあ

胸にすがりつきおっぱいを飲む横顔が
月明かりに照らされる
そのなめらかな光のあまりの美しさに
この子は授けられたのだと⁝
ありがとうと⁝
生後0ヶ月●raru

生まれる前は｢願う｣毎日

7
6

P7
P6

あなたが生まれる前

ちょっと前まで
ふにゃふにゃで頼りなかった
細く 小さなからだ
ふと気がつくと
おしりを支える手にずしり

生後2ヶ月●ひーのママ

こんなにも大切なのに、気持ちをわかってあげられない。

大きくなったね
これからどんどん大きくなるね

毎日ふたりで笑いあう。
とても小さな貴方

この重さがいとおしくてたまらない
ぎゅうっと抱っこ
生後2ヶ月●sae

﹁あ! パパ見て! 早く!﹂
可愛い笑顔に思わず叫ぶ︒
寝てるのに起こしちゃってごめんね
だって寝顔が可愛いくて︒

あなたが笑うと、
お母さんも笑顔になる。

あなたの笑顔がみんなを幸せにする︒
こんなに小さいのに幸せにする力は大人以上︒

キミがおなかにやってきて
街に妊婦さんが増えたみたい
キミが生まれてきてからは
赤ちゃんの数が増えたみたい
キミとお散歩はじめたら
優しい笑顔が増えたみたい
ほんとは前から同じなのに
見えてなかった世界があった
ママの見る世界を
キミが優しく変えたんだ
生後3ヶ月●はるてぃんママ

オモチャを初めて握った
そんな 些細なことが
こんなに 嬉しいなんて
あなたが生まれて 初めて 知りました
生後2ヶ月●コパン

生後1ヶ月●西 純花

小さな奇跡にありがとう︒
生後1ヶ月●ゆりママ

新米ママを許してね。

不思議だね。
泣いている貴方を見て お母さんも泣いちゃった。
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お母さんが笑顔になると、
あなたも笑顔になる。
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37週5日で生まれたあなた
カーテンから差し込む光が
新しい朝を連れてくる

腕の中で眠る
少しだけ大きくなった
100日目の小さな君

おめでとう

君を初めて抱いた時から
ずっと続いてる幸せな時間

生まれてくれて
ありがとう

生後3ヶ月●あずさ

早く生まれるには意味があると感じていたよ
やっぱり、意味があったね
あなたという可愛い天使に、早く会うことが出来たのだから
私達をパパとママにしてくれて、
ありがとう
生後6ヶ月●海人ママ

ねえ︑
キミは覚えてる?

ママのおなかにいた時に
毎晩︑
パパが絵本を
読んでくれていたこと

﹁おーい︑読むよー﹂
って
話しかけてもらったこと

覚えてるよね

だってキミはパパが大好き

これからもたくさん読んでもらおうね

生後6ヶ月●かいとくんママ
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おねえちゃんと3人、
てんやわんやなバスタイム。
化粧水もぬれない! って毎日、思う。

おっぱい飲んで ねんねして
抱っこして おんぶして
また明日

生後3ヶ月●姫織のお父さん

童謡にこんなリアリティを
感じられるなんて

仕事の疲れを吹き飛ばしてくれる君の笑顔
これからもよろしくお願いします。

大変だけど︑幸せな日々
また明日

生後7ヶ月●トウママ

生まれた時は何で君が泣いてるのか全くわからなかったけど
今は何で君が泣いてるのかわかるよ。

でも、
そんな今がかけがえないってわかるから。
パパ!
しわしわおばあさんになるかもしれないけど、
これからも、
よろしくね。
生後10ヶ月●しとう りか
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1歳を迎える君へ

ママはパパと結婚した時に
誓いあったんだ

その誓いを君にも伝えたい

そう︑病める時も健やかなる時も⁝

これからも君を愛していきます

1歳のバースデーは
まるで小さな君との結婚式だね

生後 ヶ月●こうたママ
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トツキトウカYOKOHAMAプロジェクトは、
これからも横浜の子育てを応援していきます。
たくさんの企業、
アーティストの方々が、
「トツキトウカ」
を
応援・賛同しています！

妊娠中、
とても素直に読めました。
生まれてはじめて、誰かを本気で思う。
ママってこんな気持ちに
なるんだ〜。
hitomi

キミに初めて逢えた日のことを
決して忘れないと誓うよ

時代は変われど、
子どもを想う親心は
変わらないものですね。

ボクの腕の中で眩しそうにあくびをしたね

親も子どもと一緒に、

2922ｇという重さに
父親の責任と輝く未来を感じたよ

これからも成長
していくのでしょう。

キミのパパに選んでくれてありがとう
これからもよろしくね

Every Little Thing
伊藤 一朗

ママと過ごす
「トツキトウカ」は、
こんなにワクワク・ドキドキに
溢れているんだね。

生後11ヶ月●まあくんパパ

読むと自然に笑顔になれる詩が
いっぱい。パパも必読です!!

4回も入院した
病院で短冊を作り祈った
七夕の夜

手術もした
代わってあげたいと泣いた
晩夏の午後

こんな小さな体で頑張って
涙ばかりの母を
笑顔で慰めてくれたキミ
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誕生から
再び巡ったトツキトウカ
命にもう一度 ありがとう

生後 ヶ月●健ちゃんママ

11

木山 裕策

葉加瀬 太郎さん監修の子守唄CD

『トツキトウカ 〜ママが贈る子守唄〜』
レーベル：ハッツ・アンリミテッド
本体 2,571円＋税
大好評発売中！
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（H26.3現在）
シャープ なな よん きゅうきゅう

☎＃7499

●救急医療情報・相談ダイヤル
①横浜市救急医療情報センター

携帯・PHS・プッシュ回線に対応

※つながらない時は045-227-7499

24時間受付／年中無休

小学生以下の子どもがいる家庭の方、妊娠中の方が
「ハマハグ」
に協
賛しているお店・施設で登録証
（ハマハグカード）
を見せると、子育てを
応援する様々なサービスが受けられます。

病気、ケガなど、症状を聞いて、横浜市内の受診可能な医療機関をご案内します。

②横浜市小児救急電話相談

午後6時〜翌朝9時
受付時間 月〜金曜日
土曜日
午後1時〜翌朝9時
日曜日・祝日・年末年始
（12/29〜1/3） 午前9時〜翌朝9時

夜間・休日の子どもの急な病気などで困ったときに、家庭で
の適切な対応方法や見守り方を看護師がアドバイスします。

※電話がつながりにくい場合は、
かながわ小児救急ダイヤル
（神奈川県）
もご利用ください。
＃8000または722-8000
（午後6時〜午後10時）

＜その他、出産取扱施設や出産予約状況の案内＞

③産科あんしん電話

●神奈川県医師会中毒情報相談室

受付時間：月〜金
（土・日・祝・12/29 〜 1/3除く） 午前9時〜午後5時

☎262-4199 （24時間受付／年中無休）

たばこ、洗剤、化粧品などの化学製品を誤って飲んだり、食べたりしたときに、家庭での適切
な対応方法や見守り方をアドバイスします。

http://hamahug.city.yokohama.lg.jp/

（H26.3現在）

受付時間：月曜〜金曜 午前8時45分〜午後5時（正午〜午後1時は受け付けていない場合があります）

●子ども・家庭支援相談

●区役所

毎日の育児に役立つきっかけがいっぱいのサイ
ト。
パパ向けのおでかけ情報や地域のパパたちの紹
介をはじめ、子育ての豊かさの発信を行っています。

＜主なコンテンツ＞
●地域のパパ講座・イベントの開催予定（毎週更新）
●地域にある親子の居場所
●パパたちの育児スタイル
「パパファイル」
「おでかけ体験記」
●パパの実体験「講座レポート」、
●横浜イクメンスクール紹介

http://hamadaddy.city.yokohama.lg.jp/

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/
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