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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。出産祝い、

お母様へのプレゼント、自分へのご褒美にどうぞ！

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。

本 「はじめての日
～子育てに夢を～」
著者／藤本裕子 　
発行／第三文明社
価格／ 1365 円（税込）
笑顔で子育てをするためのヒン
トが満載。楽曲「はじめての日」
誕生ストーリー、池川明先生と
の対談「よいお産は社会を変え
る幸せの原動力を併録。

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。

お申込み●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。

新刊

幸せな昼寝

（安田歩 ／神戸市）

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

　息子が3日も幼稚園を休んでいる。熱だ。
私の用事もキャンセルし、日中2人で過ご
している。
　寝かしつけようと一緒に布団に寝っころ
がったら、私が先に寝てしまって、ヒマ
で仕方ない息子がつられて眠る…うぎゃ
あー！ この上ない幸福。
　かわいい寝顔がそばにあって、寝息がか
かる。じろじろ顔を見ても怒らない…なん
て、子どもだけではなかろうか！
　空はまだ明るく、ふつうの人は働く時間。
なのに私は寝ている。子どもを寝かせると
いう理由をつけて堂々と。
　自分のために昼寝…ひっひっひ。こんな
幸せなまま死ねたらいい。死ぬときは昼寝
気分でいきたいものだ。
　大好きな子どもと昼寝。しかも、子ども
をさわりたい放題。これ以上のぜいたくは
思いつかない。世界で一番幸せな人だよ、
あたし…。
　…3 日も昼寝した。
そろそろ幸せすぎて
バチが当たりそうだ。
　息子よ、明日は元
気に幼稚園へ行け！

　最近また、目にすることが多い虐待死の
ニュース。いつも目に留まるのは、「名前」
です。虐待したお母さんと虐待された子と、
両方の名前。凝った名前だったり、季節の
名前だったり、音のかわいい名前だったり
…いい名前がついているなって思います。
　虐待してしまった親の親も、虐待してし
まった親も、その子が生まれたとき、どん
な思いで名前をつけたのでしょう…。
　わが子を見ていて思うんです。子どもっ
て、どんな親でも「親が大好き」と思うよ
うにプログラムされて
生まれてきていると。
だからこそ、守らなけ
ればならない存在…。
　そんなことを思っ
て、つい名前に目が
行ってしまう私です。 

虐待ニュースで
気になる名前

（ヒラー瑞子／ドイツ）

　赤ちゃんにとって「母乳」がいいことは
わかってます。ただこれにとらわれすぎて
心身共に疲れきっているのに、がんばって
しまうのはしんどいかなと。
　「おっぱいいる？　はい、どうぞ」と、無
理なく出せるなら楽しいのですが、「えぇっ、
またおっぱい !?」と思うと、おっぱいだけ
でなく、子どもと接することじたいもしん
どく感じてきます。そんなときは、躊躇な
くミルクに「ヘルプ！」信号を出しましょう。
　ちょっと太目になる？…はい、確かにな
りました。2624グラムで生まれた息子はミ
ルクに恋してからというもの、5690グラム
まで一気に太りました。
　母子手帳の後ろについている成長曲線で
太目度合いをチェックしたら、やや大き目
さんであることが判明し、おっぱい一筋の
男へ回帰。今は、ミルクは朝と風呂上りに
しています。一晩中飲ませたおっぱいの休
憩と、風呂上がりの
牛乳代わりです（笑）。
　「おっぱいいる？　
どうぞ」…気分よく
言えるようになると、
育児もほんの少しゆ
とりが出ました。

おっぱい育児

（佐伯和代／大分市）

　長女が3歳になり、今までにない「お母
さん」を求められている気がします。
　妊娠中は、食事に気をつけ、お腹の中で
赤ちゃんを大きくして出産。生まれてから
は、おっぱいをあげたり、ごはんをつくっ
て食べさせたり。服を着替えさせたり、一
緒に遊んだり、寝かせたり、が私の仕事で
した。
　ところが、3歳になり、一通りのことは
自分でできるようになってくると、今度
は、「人間らしく生きるには！」みたいな
壮大なテーマをつきつけられている気がし
ます。
　私、いい年ですが、世間知らずです。浅
はかで、めんどくさがりで怒りんぼ。長女
と、さほど変わらない気がします。
　子どもに教えられ、一緒にお母さんに
なっていく…でもいいですか？　全然「お
母さん」になれていないのに、こんな私の
ことを必要としてくれますか？「何でもで
きるおばあちゃんのほうがいいのでは？」
なんて、自信をなくす日もあります。
　けれども、ゆっくりでいいのなら、こん
なお母さんでい
いのなら、一緒
によろしくお願
いします。
　娘の寝顔に話
しかける私です。

今までとは
違ったお母さん

（中村泰子／朝倉市）

　次女が生まれてからの長女（3歳）の口癖
は「赤ちゃんにするみたいにして～」。
　「赤ちゃんがえり」なんて言葉であらわし
たら、長女の中に責任があるようで、何だ
か少し抵抗があります。
　赤ちゃんにするみたいに、抱っこをして
じっと見つめたり、やさしくトントンした
り、手や足が痛くないように大切そうに着
替えをさせたり、やさしい声や言い方で話
しかけたり…。それは「赤ちゃん」だけで
なく、3歳の長女にだって必要なこと。
　「赤ちゃんにするみたいにして～」を大切
に、しかも、「どうやってしてほしいの？」
とリクエストも聞きながら、長女にも「赤
ちゃんにする
み た い に す
る」ことを、
私自身が楽し
みたいと思い
ます。

赤ちゃんにする
みたいにして
（上坂紗絵子／高石市）

　長女が6年生ではじめて、リレーの「補
欠選手」になり、親の私たちが一番驚い
ています（笑）。
　2 年生のときから「もうちょっとでリ
レーの選手になれたのになぁ」と、毎年
のように話していた長女。
　よっぽど速いのかと思いきや、運動会
の徒競走ではなんとビリ！「本当にもう
ちょっとだったの !?」と思いつつ、本人
は自信満々で全然あきらめる様子はなく、
時々思い出したかのように、リレーの選
手を目指して「特訓｣ をしていました。
　そんな調子で 6 年生となった今年は、
小学校生活最後の運
動会。
　先日、「補欠選手」
になったと聞いて
びっくり！「あきら
めない」って、「自信
を持つ」って、すご
いなぁ。

あきらめない
長女

（杉本かお里／藤沢市）

私の仕事

（打海可奈子／川口市）

　娘たちは4歳と1歳。「今という瞬間を大
切にしよう。この時期は二度とないんだか
ら…」と、頭ではわかっていても、「子ども
が寝たらあれもしたいこれもしたい」「仕事
の喜びも忘れられない」「夫は飲み会かぁ、
いいなぁ」…正直、思いはいろいろ。
　それはそれで、確かに私の中にあるけれ
ど。「この時期の子どもたちからの『プレゼ
ント』を、もらってるんだな、私」と実感
する瞬間、やっぱり今の私には、「子育て」
以上に大切な「仕事」はないなぁと感じる。
　泥団子を一生懸命につくる長女。いたず
らをするときに見せる次女のニヤリとした
顔。ある朝突然、「コッシー（教育番組のキャ
ラクター）が終わったから、着替えなきゃ！」
と自分から身支度を始める長女。抱っこ中
に突然発せられる次女
の甘えた「マァマァ（マ
マのこと）」の声…。
　これからも、その
時々で変わるだろう

「プレゼント」を楽し
み、私らしい「仕事」
をしていきたいな。

寝
く

最強の
目覚まし時計

（渡邊智子／東京都）

　ご近所に住むママ友たちと、最近の会話。
　「寒くなって朝起きれないね～」「そう
ねー、目覚まし3つかけてるのに、いつの
まにか止めてるし…」「でも、子どもに『マ
マ～』って言われる
と、なぜかガバッと
起きちゃうね～」「同
感、同感！」。
　母にとって子ども
の声は、最強の「目
覚まし時計」です。

「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/


