プレママからばぁば世代まで
立川での子育てを応援する情報誌
２０１９年度
８月発行

＜特集＞

立川ママたちの

妊娠・出産
体験談

病院選び
里帰り出産
パパの立ち合い
などなど…

ネットにはたくさんの情報があふれているけれど、妊娠、悪阻、陣痛、出産の生の声
は少ない。また、立川ママたちの声だけを集めてみたい。そう思って立川ママたちに
アンケートをお願いしました。世代を越えて、立川ママたちと妊娠出産を共有し、こ
れからママになる方々、二人目、三人目、四人目、五人目…のお子さんを持とうと考
えている方々の参考になるとうれしいです。

立川ママたちの

特集

妊娠・出産

Ｑ１ 妊娠がわかった時の想いは？

３０代ママ

体験談

２２人のママ、全員が第一子
男の子12人、女の子6人
不明4人

不安も勿論あっ
たが私たちの元
に来てくれた事
に感謝した

やっとできた子
だから嬉しくて
たまらなかった

くるりん子育てひろばに遊びに来ていた3１人のママたちに聞いてみた！

Ｑ１ 妊娠がわかった時の想いは？

２０代ママ
7人のママ、全員が第一子
男の子4人、女の子3人

嬉しかったが無
事に大きくなっ
てくれるか心配
もあった

自分の年齢的に
も子育てに自信
がなかった

嬉しい気持ちと
不安な気持ち

夫婦共実家が遠く
にあり頼れるとこ
ろがないことが
不安だった

同棲を始めた矢先に
妊娠がわかって驚い
たが嬉しかった

未婚だったため驚
きもあったが喜び
の方が大きかった

総合病院・・３人

・近くて綺麗・妊娠糖尿病で血糖管理
等必要であった・小児科で診てくれる
ので安心・予期せぬ妊娠だったため病
気の心配があった・家、職場から近
かった・口コミの良さ・家から近く、
妊娠中のリスクがあった

Ｑ３ つわり時期どうだった？
食べられるとき
に食べられるも
のを食べた

お米以外は食べ
られたがほとん
ど嘔吐した

痛かった・・・
今までに感じたことの無い痛みで死ぬかと思った
腰が砕けそう
体を叩かれてる
終わりが見えない恐怖と未知の痛みで、
気絶しそうだった
地獄 ひたすら苦しかった
今までなったことがないくらい頑固な便秘

嬉しいけど順調
に育ってくれる
か心配になった
母親になるという
事が何だか他人事
のようだった

やっと命を授か
りとても嬉し
かった

信じられな
かった

待ち望んでいた
ので嬉しかった

嬉しくて泣いた

「自分が母親に
なる」という事
が奇跡のように
感じた

嬉しくて幸せな
気持ちで
いっぱい

総合病院・・14人

クリニック・・２人

・主人のすすめたクリ
ニックを選んだ・完全
個室で入院中の母子の
ケアが沢山あって安心
だった・食事が美味し
いと口コミがあった

期間は妊娠1カ月～6か月までさまざま。
なかには生まれるまでずっとという人も！

びっくり

クリニック・・8人

・値段と近さ・知人のすすめ・ホーム
ページがしっかりしていた。評判が良
かった・自宅からの近さ・自分の体
調・薬を飲んでいるので小児科が入っ
ている方が良かった・実家に近い・安
心感、何かあった時のサポートがある
ところに決めた・NICUがあった

Ｑ３ つわり時期どうだった？

・自宅の近く・口コミ・
知り合いの紹介・健診等
でかかりつけだった・仕
事帰りに通いやすい場所
だった・実家から近い

期間は妊娠2カ月～5か月までが一番多い。
初期と後期に少しや、ほぼ最後までという人も。

食べられたものはさっぱり派とこってり派に分かれる結果に。
納豆以外は食
べられた

さっぱりした
もの

食べられたもの・・・フルーツゼリー、炭酸水（レモン汁入り）、冷麺、うどん、マックのポテト、
牛乳、ゆかりの冷たいおにぎり

Ｑ４ 陣痛をひと言で言うと？

嬉しいと不安
半々

Ｑ２ 出産病院はどう選んだ？

Ｑ２ 出産病院はどう選んだ？
無回答２人

どのタイミングで
会社や家族に報告
しようか考えた

20代ママは7人
みんな自然分娩

意外と・・・？！
すごい痛かったけどもう忘れた
腰の重みで痛かったが思っていたよりは、
辛くなかった
耐えられる痛み
会陰縫合の方が何倍も痛い（麻酔なしだった）
気絶する痛み（気絶した）

グレープフルーツ
みかん
パイナップル
りんご
りんごジュース

グレープフルーツジュース
トマト
ゼリー
ポン酢
梅しば

Ｑ４ 陣痛をひと言で言うと？
痛みの表現さまざま！

マックのポテト
カップラーメン
甘いもの
お菓子
３０代ママは
18人が自然分娩、
4人が帝王切開

一か月便秘で出したいのに出すな
と言われひたすら鼻で息をさせら
忘れられない
れる感じ
人生最大の痛み
もう一人産むのを考えてしまう
生理痛の最大の痛み
腰が砕ける
味わった事の無い痛み
お尻から重いボウリングの球が
腰をずっとハンマーで叩かれ
出てきそうな感じ
ている痛み
記憶が飛ぶ程の痛み
吐きそう
人間が我慢できるギリギリの痛み お尻をトラックで轢かれている
ような激しい痛み
ウルトラマンのレーザー光線が
肛門に拳を勢いよく突っ込まれた感じ
お尻に当たってると思った

スナック菓子
米
お寿司
パン
ゆかりのおにぎり

意外と・・・？！
とても痛かったけど
忘れてしまった
思ったほど痛くなかった
♦引っ張って広げられた感じ
緊急帝王切開だったので
あっという間だった。
術後の痛みの方が酷く、
のこぎりでお腹を切られ
ているような感じ

Ｑ１ 妊娠がわかった時の想いは？

４０代ママ
２人のママ、２人とも女の子
第一子１人、第二子１人

まさか、すごく
嬉しかった

Ｑ２ 出産病院はどう選んだ？

・他の病気を一緒に治せる
・出産にリスクがあったため
クリニックでは産めないので
総合病院で
・良さそうなところをネットで調べた

４０代ママは２人とも
総合病院

Ｑ３ つわり時期

Ｑ４ 陣痛をひと言で言うと？

どうだった？

担当の先生に現場が荒れ
てると言われるほど「い
たーい！！」と大騒ぎ
帝王切開で薬が切れた
時の痛みがすさまじい。
トイレに行くのも辛かった

食べられたもの・・・甘いもの
期間
・・・あまりなかった
この質問は

全世代

現金
食事に行く
プレゼント
手紙
言葉
花
ケーキ

親へのお礼はみんな
どうしてるの？

パパ

自宅に実親
と義母が
交互に
・・１人

里帰りしな
かった
・・１０人

実家・・13人

自宅に実親
が・・５人
義実家・・２人

Ｑ１ ママの妊娠が分かった時の思いは？

７人のパパ、みんな第一子
２０代４人、３０代３人

純粋に嬉しかった

びっくりして嬉し
かった

嬉しさと共に、
ちゃんとした父親
になれるか不安な
気持ちもあった

Ｑ２ 立ち会い出産の感想は？
ずっと心配していた
感動した
妻が嬉しそうにしていた
ママお疲れ様。２人ともよく頑張った
新たな家族の始まりに全員揃っていられたことに
幸せを感じた
♦何もできず邪魔者扱いされた

Ｑ４ 好きな育児は？

４０代ママは
自然分娩が１人
帝王切開が１人

Que. 里帰りはした？

まとめてみました

父親になることに不
安もあるけどとても
嬉しかったみたい

嬉しかった

子どもが欲しかっ
たので嬉しかった

びっくり！嬉しい
が父としての心配
も・・・

Ｑ３ 初めて我が子を抱っこした
時の感想は？
小さくて落とさないようにするのに精一杯だった
可愛い。良い匂いがした
意外と冷静に「抱っこできた！」と感じた
すごく小さくて宇宙人みたい

お風呂・一緒に遊ぶ・
寝かしつけ・話しかける・
哺乳瓶洗い

毎日の抱っこやお風呂、夜中の授乳など、よく言
われますが子育ては本当に体力勝負です！でも、
夜、気持ちよさそうに眠る子どもの寝顔を見ると、
今日の大変だったことが全部吹き飛んで明日もが
んばろうと思えてしまいます☆そして実際にがん
ばれてしまいます。これは子育てをするまで知らな
かった感覚でした。
子どもはもともと好き
でしたが、生まれて
みると想像以上にわ
が子は本当にかわ
いいです！！

出産は今まで経験した事のない痛みで、その時
はもう二度と経験したくないと思っても今では
その痛みを忘れてしまい、こんなに可愛い我が
子に会えるなら、また出産したいと思えてしまい
ます。新生児の頃は、毎日睡眠不足で身体はふ
らふらでしたが、それ以上に娘の可愛い寝顔に
癒され気づいたらあっという間に月日が過ぎて
ました。今では、娘も一歳になり、できる事が増
え、しっかりと自分の意志を主張できるように
なってきました。目は離せませんが、意思疎通
もとれるようになってきて、より可愛さが増して
いく日々です。子供の成長は本当に一瞬です。
大変な事もたくさんあったけど、それ以上に嬉し
い、楽しいことの方が多く、子供を授かったから
こそ味わえる幸せを感じることができました。こ
れからも、今しかない娘との時間を大切に過ご
していきたいと思います。
ともこ

とあるばあばに聞きました。
「里帰り出産＆ばあばの本音」
娘が里帰り出産で自宅に戻ってきた。１か月の滞在。
かわいい娘と、かわいい孫の世話はいとわないし、なんでもやってあげたい気持ちは本当です。
しかし、ばあば（お母さん）にもわかってもらいたいことがある。
娘よ、お母さんはあなたを育てた時のお母さんではありません。
お母さんは体力気力記憶力共に低下しています。
娘よ、産後のあなたはイライラして、お母さんに不平不満を遠慮なく投げかける。産後のホルモン
バランスの乱れや産後疲れでイライラしてしまうのはわかっている。
でも、もしもイライラからお母さんに辛くあたってしまったら「ごめんね」の一言がほしい。
でも娘よ、愛しくかけがえのない命を生んでくれてありがとう。
お母さんを「ばあば」にしてくれてありがとう。
ばぁばにとって幸せでありがたく、そしてちょっぴり疲れるのが里帰り出産なのです。

のぞみ

ばぁばは「ありがとう」の
言葉があると頑張れます！

ほほえみメンバー
体験談
メンバー４人も１児のママ
妊娠・出産の本音載せます！

私は予期せぬタイミングで妊娠しました。
妊娠がわかった時は嬉しさと同時に母親
になれるのかと不安な気持ちもありまし
た。妊娠中には大事には至らなかったも
のの切迫早産と診断され、仕事を休まな
ければならない期間があり、生活の制限
をストレスに感じることもありました。
子どもが生まれた今はそのような不安
やストレスも忘れ、天使のような笑顔に
癒されて毎日を過ごしています。母親と
しての成長はこれからだと思いますが、
愛しい我が子と一緒に母親として成長し
ていけたら良いなと思っています。
しおり

これから子育てするママへ
～応援メッセージ～
やっときた陣痛
それなのに？！

出産予定日の１週間前、私は大き
くなったお腹の影響で腰が痛く座っ
ているのも寝ているのも辛い状態でもう限界でした。そ
の頃、夜寝ていると陣痛らしきものが！アプリで間隔を
測ってみると１０分間隔くらい。でもまだ耐えられる
なぁと思いながらも隣で寝ている旦那を起こし、一応病
院へ連絡すると、入院バッグを持って来てくださいと。
急いで準備し、病院へ。子宮口の大きさを診てもらうと、
なんとまだ２センチ。そしてだんだんと痛みがなくなっ
ていき、「微弱陣痛ですね」・・・なにそれ？陣痛が遠
のき、弱まってしまったのでこのままだと子宮は開いて
いかないとのことで、いったん帰って様子をみることに。
と、同じことが２日後にも起こるのでした。その次の日、
「早く出ておいで～」とお腹に話しかけながらお家で過
ごしていたら、ついに本格的な陣痛が！この痛みは今ま
でとは違うと思い、病院へ。そして８時間後娘が誕生し
ました。
まりあ
←写真左
生後間もなくの娘の手。
←写真右
陣痛中。この時は確か、
微弱陣痛で帰らされた時。

パパ

ばぁば

立川市

イライラすることもある
と思うけど、その瞬間も
今しかないと思って、楽
しんで育児していこう！

完璧を求めず、２人で
出来る事を頑張りま
しょう！

楽しい事ばかりではない
けれど、色々な意味でお
もしろい！人生を豊かに
してくれます。
自身の体も大切に！

子育てに百点満点はない
のです。お子様と息を合
せて楽しむことを大切に
毎日を過ごして下さい！

子育ては実りがたくさん。
自然体が一番。1人で頑
張らないで、困ったら
相談しよう！

楽しみ、幸せを実感させ
てもらえる。子供も親も
育つことのできる世の中
でありますように。

毎日毎日大変だけど精
いっぱい協力しながら
少しずつ成長する姿を
見守っていこう！

これからイヤイヤ期が始
まり大変かもしれないけ
ど、元気が一番！
疲れた時はばぁばに預け
て夫婦で遊びに
いってらっしゃい！
子育ては24時間で本当に
大変ですが、一日一日成
長する姿に幸せを感じる
ことが出来る素敵な時間
です。そんな時間を大切
に過ごして下さい。

赤ちゃん連れママのための映画上映会のお知らせ

シネマのたまてばこ★2019

ママだって映画をみたい！
■日時：10月30日(水) 午前
■場所：立川シネマシティ
シネマ・ワン2F
対象：１歳半位までの赤ちゃんと保護者様
上映作品：未定

赤ちゃん連れでも

あんしん！

映画をみながら授乳OK
（おむつ替えスぺースも有）

立ち見OK

サポートスタッフ有

昨年度も大好評の映画上映会です。
お誘い合わせの上、ぜひおこしください♪

※詳細は変わることがあります。詳しくは「広報たちかわ（9/月25日号)」をご確認ください。

妊娠出産アンケートを終えて
20代～70代までの立川ママたちにとっての妊娠出産は、年代の差はあってもその喜びや感動はもちろん、つわ
りや陣痛の苦しみも同じであることがわかりました。妊娠や出産をママたち同士で共有しパパやばあば、行政や
地域の方々と共に地域資源を生かしながら、楽しく子育てをしていきましょう！

アンケートにご協力してくださった方々、本当にありがとうございました。
１年間よろしく
お願いします！

メンバー紹介
一児の娘を持つママとして、毎日子
育てに奮闘しています！ほほえみ
編集や、ひろばでの遊びを通して、
多くの赤ちゃんに触れ合う機会が
増え、私自身が癒されています。少
しでも皆さまのお役に立てる情報
を発信していけたらと思います。

育休・産休中ママです。わたし自身
も子育てをしながら、読者の皆さん
と一緒に、立川での子育てを楽しん
でいきたいです。地域の情報をたく
さん発信していきます！

のぞみ

ともこ
１月生まれの男の子を育てています。
同じくらいの月齢の子を持つママと
仲良くなる機会が欲しいと、ほほえ
みの編集委員になりました。子育て
ひろばではプーさんのメリーで遊ん
でいることが多いです。

しおり

まりあ

一児の娘をもつ新米ママです！毎日
家事と子育てでいっぱいいっぱいで
すが、ほほえみの集まりで息抜きし
ています。少しでもママさん達の役
に立てるように頑張ります！
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