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　編集部に、「お母さん業界新聞」ならぬ、
号外『お子さん業界新聞バンバンバ版』が
届いた。発行人は、大谷かな穂さん（中３、
写真）。お母さん大学生・大谷聡穂さんの
長女。これがスゴイのなんのって、感性の
まま、「お子さん」の心、グチ、不満、希
望が、紙面のあちこちから飛び出している。
　表紙のトップ記事は「お母さんはスゴ
イ！ でもお子さんだってスゴイんだぜぇ
～」。サブタイトルが「百万子力に宿る神」。
このフレーズだけでも気になる？　
　お母さんたちは年に1回、子どもにテ
ストをする。それは、どれだけお母さん
の都合の良い子に育っているかのテスト
だと。なんとも意味深な内容だ！
　中学生15人に聞いた「お母さんの仕
事とは？」。結果は、「家事」9人、「仕事」
5人、「子育て」1人、「怒る」1人、「見
守る」1人、「ない」1人。ちなみに「ない」
と答えたのは、かな穂さんらしい。
　裏面の「反抗期なう」も、中学３年生
のキモチいっぱいのコラム。「今ドキッ
word ś」コーナーでは、若者言葉を解説。
「イケボ＝イケてるボイス、かっこいい
声」「とりま＝とりあえず、まぁ」「リア充」
「リアル（現実）が充実している」など。
　4コマ漫画「娘もつらいよ」には大爆笑。
編集後記や奥付もしっかりあって、編集
部真っ青の企画編集力。
　さらに憎い演出は、「お子さん業界新
聞」が届いたその日は、お母さんの夢に
乾杯する、7月30日（20周年記念）だっ
たこと。未来を感じて、「毎月つくって
くれる？」と聞くと、「イヤだ！」ときっ
ぱり！  おかげで最高の乾杯ができまし
た。かな穂さん、ありがとう！       （編集部）

誕生日ケーキ

（内田恵利／横浜市）

　保育園でパートとして働いています。夏
休みのお預かりは、人数も多くて大変。フ
ルタイム勤務のお母さんたちを尊敬しなが
ら、今日も行ってきました。
　仮面ライダーやレンジャーものの本を、
ある男の子に読んであげていたら、「どう
して悪もんなん？」「なんでな、悪い人た
ちはそんなこと（魔人に改造したり、ショッ
カーにしたり）するん？」等々聞かれて、
答えに困ってしまいました。
　ある仮面ライダーシリーズでは、元友人
が心まで改造されて敵になってしまったと
いうストーリーで、「なんでお友だちやっ
たのに、悪もんになったん？」。……4歳の
子に、どうやって説明しよう？
　「んーとな、K君の心にも先生の心にも悪
い心と良い心があってな、悪もんは、その
悪い心をもっともっと悪くしちゃうねん」
とか「なんでやろうな～？　ひどいことす
るよな～？」「悪もんは、みんなが泣いた
り悲しかったりするのが好きやねん」とか
答えていましたが、最後は、「ん～、難し
いなぁ。先生、悪もんの心わからんわ」で
逃げてしまいました。
　帰宅しても、悪もんのことをどう説明す
ればよかったのか悶々‥‥。
　「K君はやさしくて、良い心をいっぱい
持ってるから、悪もんに取られんようにし

ような」っ
て言えば
よかった
かな～？

悪もんの心？

（川口由起／大阪市）

まぶしい～

（鈴木明美／久留米市）

　ロンドンオリンピックは、5歳の長男に
とって、はじめての体験。世界にはたくさ
んの国があり、いろいろな人がいて、今ま
でに見たこともないたくさんの競技がある
ことなどを、テレビから学んだと思う。
　表彰式を見て、金・銀・銅の意味を教えた。
「銀もまぶしい～！」「銅もまぶしい～！」
「メダルはなくても、笑顔がまぶしい～！」
と長男が言
い始めた。
　母はあな
たの、その
笑顔がまぶ
しいよ。

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

「お母さん大学サイト」では全国のお母さん記者（MJ記者）が
母としてのつぶやきなどを発信しています .

MJマザージャーナリズムマザージャーナリズム

http://www.okaasan.net/http://www.okaasan.net/

　4人中3人が8月生まれというわが家。
先陣をきったのは娘。今年6歳。誕生日ケー
キの上のろうそくに火をともす。皆がハッ
ピバースデー♪と歌う、その少し離れたと
ころで、なぜか腹筋をする息子。あやしい。
ハッピバースデートゥーユー♪と歌が終わ
るや否や飛んできて、「ふーっ！！」と横
やりを入れた！
　娘は泣き出すわ。私に「なんで消すの！」
と気合いを入れられ、息子も大泣きする始
末。「誰がどう見ても、ここは妹が消す場
面でしょ」と言うと「ぼくの誕生日はふーっ
をやらなかったのに、ずるい！」と言う。
　え？　頭の中を巻き戻してみた。昨年は
震災後、停電や、モノ不足の中だったから、
ショートケーキだけでも買えてよかった
ね。昨年は、ランチブッフェでケーキ美味
しかったね…で円満に終わっていたはず。
先生やお母さんの話はすぐ忘れてしまうの
に、誕生日のふーっのことはしっかり覚え
ているもんだな。
　だけど、心に小さな火種が残っていたの
かな。家族でたったひとり3月生まれの息
子。それだけでも、「なんでぼくだけ3月
なの」と卑屈な気分なのに。妹の誕生日ケー
キのろうそくの炎が、息子の嫉妬心にも火
をつけちゃったんだね～。
　またすぐ私の誕生日がくるので、そのと
きは、思う存分ろうそくを消させてあげよ
う。ならば腹筋を鍛えて、一気に吹き消す
準備をしたまえ。ちゃんと心の炎も消火で
きますように…。

　土曜日、日曜日、幼稚園はお休み。朝
から晩まで争いが絶えない兄と妹。
　「かーしーて」「かーしーて」「かーしー
て」「ママ、ななちゃんが貸してくれな
い」「ママ、ななちゃんが取っちゃう」「マ
マ、ななちゃんが独り占めしてる」「あー
あぁ、いつになったら使えるんだろう」
　兄よ、がんばれ。世の中、無法者もい
るんだよ。
4 歳のお兄
ちゃん、あ
なたはやさ
しい、えら
いのよ。

わからんちんの
1歳の妹
（山口麻由／海老名市）

購読更新について ● 「お母さん業界新聞」の購読は自動更新です。購読を中止する場合は必ずメールか電話でご連絡ください。購読満了の1か月前には「購読満了と更新のお知らせ」を新聞と同送いたします。

お母さんの笑顔のために
CD 「はじめての日」
百万母力プロジェクトテーマソング
　作詩／藤本裕子
作曲／中村守孝
歌／ダ・カーポ
価格／ 1000 円（税込）
母である喜びを綴った藤本の詩が
歌になりCD化。話題を呼んでいる。
毎日が「はじめて」の連続ともい
える子育ての日々。宝物のような
出来事を忘れないでとメッセージ。
ダ・カーポの歌声に癒されます。

お母さお母さ母さんの笑んの笑んの笑顔のた顔のた顔のためにめにめに

お母さん大学購買部 お母さんを笑顔にする本、CD、DVD。友だちや

お母様へのお祝い、プレゼントにおすすめです。

本「百万母力」
「お母さん業界新聞」コラム集

著者／藤本裕子　
発行／論創社　
価格／ 1575 円（税込）
お母さんはスゴイ！と言い続けて
20年。藤本裕子渾身の一冊。あっ
たかいお母さんの心と本気が決め
手。読めば「母力」アップ。毎日
がキラキラと輝き始めます。

CD 「胎話音楽」
お母さんのあたたかい心を感じる音楽

監修／池川 明 　
音楽／神山純一
価格／ 2500 円（税込）
生まれる前にお母さんの胎内で
聴いていた音色で演奏するやさ
しい子守歌。お腹の赤ちゃんと一
緒にリラックスして胎話を楽し
みながら聴いてください。背景
にはお母さんの心臓の音が入っ
ているので、ぐずる赤ちゃんや、
寝付けない大人にも有効です。

DVD「胎内記憶」
2 枚組（特典映像付き）
インタビューによる胎内・中間生の話

企画監修／池川 明 　
発売／トランタンネットワーク新聞社
価格／ 2310 円（税込）
子どもから大人まで胎内記憶の
インタビュー集。子どもは親を
選んで生まれてくるという、衝
撃の事実！「誕生を記憶するこ
どもたち」のチェンバレン博士
のメッセージも入っています。

本「ブンナよ、
木からおりてこい」
著者／水上 勉　
発行／若州一滴文庫　
価格／ 1050 円（税込）
文豪・水上勉が「命」や「生
きる意味」を問う。氏曰く「自
著の中で後世に残る作品はこ
の一冊」。母から子へ伝えて
ほしい、一匹の蛙の物語。

「月刊 お母さん業界新聞」
年間購読料 ／ 3000 円（税・送料込）
母親であることの喜びや、子育て
の素晴らしさを伝える新聞。全国
のお母さん記者400人による等身
大の発信は「お母さんの心」で溢
れています。読むとほんわかして、
人にやさしくなれる。「お母さん
大学」のテキストです。

申込み●お母さん大学  http://www.okaasan.net/
TEL045-444-4030  FAX045-444-4031  info@30ans.com
＊送料は 200 円～。即日発送、プレゼント梱包も承ります。

311 TAKE ACTION PROJECT
竹炭灰万能ミネラル液
洗濯用・台所用洗剤、シャンプー、
玄関の消臭や草花などに活用。
700mℓボトル／ 2100 円（税込）
2000 ｍℓ徳用パック／ 4620 円（税込）
100％天然成分。合成界面活性剤
や有害物質は一切入っていません。
少量で洗浄力と消臭力あり。柔軟
剤なしでふんわり。竹の有効活用
と森林保全、河川浄化等、使用す
ることで、自然環境を良くします。

～

久留

　夏休みは、海へ、山へ。地引網体験では
生きた魚にも触れ、水族館へも行った。山
ではカエルやいろんな虫たちを見つけた。
海や山から帰ってきても、まだ楽しい興奮
は続く。
　いきなり、｢いきものはかせになりたい｣
と言い出した。かと思えば、テレビでオリ
ンピックを見て、今度は体操選手にあこが
れ、｢きんにくムキムキになって金メダル
を取りたい」と言い出した。小学1年生の
娘。夢は尽
きない。
　さ、夏休
みもあと半
分。私も一
緒に楽しむ
ぞっ。

子どもの夢

（長谷栄子／一宮市）

　出産予定日が近づいた頃、長女はよく
「お母ちゃんのお腹の赤ちゃん、出てき
たらみーちゃんの妹！」といろんな人に
話していました。
　そしてあるときふと、お腹の赤ちゃん
のことを「なんかプレゼントみたいなあ」
と一言。私たちから長女へのプレゼント、
はかり知れないどこかから私たちへのプ
レゼント。
　そんな次
女 は、 予
定日より 8
日遅れで、
元気に出て
きてくれま
した。

プレゼントみた
いなぁ
（上坂紗絵子／高石市）

「お子さん業界新聞」創刊!?


