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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

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

　今日は私が生まれた日。
　母になったからでしょうか、私の母も苦
労して私たちきょうだいを育ててくれたん
だなぁ…としみじみ。み～んなこうやって
手をかけられて育つんですね。
　最近一人で歩き始めた娘。ただ歩くのが
楽しいし、うれしい。好奇心のかたまり。
素晴らしいことです。
　MJ記者として、毎月「お母さん業界新聞」
が届くたび、また今月も発信ができなかっ
た…と反省。なので、今日こそは！と書い
ています。
　藤本裕子編集長の著「はじめての日」に
も書いてありましたが、やっぱり母がペン
を持つことは大事だと感じます。なんでも
ない毎日は、実はうれしいこと、感動した
ことの連続。その中で大切だと思うこと、
多くの人と共有したいこと。やっぱり発信
しなければ伝わらない。
　やりたいことがたくさんあるし、やら
なきゃいけないこともたくさんある。だ
けど、一年一年、一
日一日が自分が選ん
でやってきたことの
積み重ね。
　この一年はやると
決めて動く。学びの
一年にしていきます。
オー！

感謝する日

（伊藤政子／岡崎市）

　「ホッとするなー」。
　仕事と仕事の合間に（訪問介護でお客様
宅間の移動があるため、次の仕事まで少し
多めに時間を取ってある）、いつもは外で
時間潰しをするのだけど、今日は無性に家
に帰りたくなり（子どもみたい）、一旦家
に戻り、急いで食事をし、ホッとお茶など
飲んでいたら、次男が学校から帰ってきた。
　誰もいないと思っているから、自分で玄
関の鍵を開けて入ってきた。
　「おかえりー」と声をかけると、「あれっ、
帰ってきてたの？」とにっこり。コンビニ
で買ってきたアメリカンドッグを頬張りな
がら、冒頭のセリフ。
　「ふふっ」思わず笑いが出る。だって、
このあいだも聞いたよ。
　それは、ここのところ実家との往復で泊
りがけで家を空けることが多く、そんなこ
とが続いたある朝のこと。「起きてきてお
母さんがいると、ホッとする」と次男。
　お父さんだって、お兄ちゃんだっている
のにな。もう、高校生なのにな。だけど、
まだ16歳だもんな。たったの16歳なん
だから、まだまだお母さんがいいのかな。
大学生のお兄ちゃんだって、何かと「お母
さん」「お母さん」とうるさいしな（笑）。
　ん？うちの息
子たち…これっ
て、 マ ザ コ ン
じゃ、ないよね？ 

お母さんがいると

（佐藤るみ／横浜市）

日

／岡

教育相談

（安部摩里／厚木市）

　今日は、わが家の小学生たちの教育相談で
した。
　家ではダラダラ、暇さえあれば喧嘩する
は、片付けないは…の子どもたち。でも学校
では、「責任感を持って行動する。争いを好
まない。整理整頓がきちんとできている」ら
しく、「えっ、どこの子？」って思うほど、「よ
い子」な子どもたち。おまけに勉強もそこそ
こできてるって…。
　勉強をことごとくしてこなかった私たち夫
婦は、自分では経験したことのない「お褒め
の言葉」をいただき、
ものすごくテンション
上がってます！
　でもね、でもね、が
んばりすぎないでね。
ママとパパは、そのま
まの君たちが十分大好
きだよ！ 

夫婦の呼び名

（永田理恵／松江市）

　結婚前のお互いの質問。「なんて呼ばれ
たい？」。そしたら夫も私も「下の名前で」。
それからずっと私は夫を「〇〇くん」と
呼び、夫は私を呼びすてに。
　約束事はまだあるんです。「たとえぼく
がいない場所でも、『うちの旦那が…』っ
て言い方はしないで」と夫。
　以来、10年経った今もずっと守ってい
ます。友人の前では「うちの旦那さんが」
と言うことにして…。
　呼び名って、ホント気をつけたほうが
いいみたいです。
　知り合いの話。2歳のお子さんが、お母
さんを「ママ」と呼び、お父さんを「とっ
と」と呼ぶので、不思議に思っていたあ
る夫婦。「単純に『お父さん』ってことな
のかな？　でも、私のことはママだよね。
なんで？ なぜなの？」と夫婦で話してい
たら、ピン！ときた旦那様からキツイ一
言。「あんたがいつも俺を、『ちょっと！』っ
て呼ぶからでしょうが！」。それを聞いた
奥様は、猛反省したそうです。ま、笑い
話ですけどね。
　愛のある呼び方ってやっぱり素敵です。
ただ、そう約束した私も、年を重ねるに
つれて、さすがに人前で「〇〇くん」も「旦
那さん」も、なんだかおかしく思えてき
た今日この頃。3歳の娘も「〇〇くん」っ
て真似する始末…。
　考えた結果、ずーーっと憧れていた「あ
なた」って呼び名にチェンジです（人前
では「主人が」「うちの人が」に）。
　母が父をそう呼んでいたのですが、私
の先輩も旦那様をそう呼んでいて、ずっ
と憧れの呼び名だったことを思い出し…。
　最初は恥ずかしかったけれど、なかな
かいい感じです。でも次女がさっそく真
似しています。「あな
たー、あなたー」って。
　ま、「ちょっと！」
と呼び合うよりはヨ
シとしよう。

「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/

パンダ日和

（伊藤万里／多摩市）

　国立科学博物館で
開催中の「チョコ
レート展」へ行った
帰り、パンダの看板
が目印のカフェ「上野
グリーンサロン」に行
きました。「パンダメ
ニュー」なるものに、
かねてより目を付けて
いた私。念願のパンダ
メニューとの対面にワクワクドキドキです。 

　お料理は注文を受けてか
らつくるため、待ち時間は
ありますが、熱々のお料理
をいただけます。「オムライ
スdeパンダ」は、熱さで
パンダが溶け出してしまう

のが残念ですが、よ
くできているなあと
感心。お味もまあま
あでした。 

　パンダ料理を満喫した後は、上野動物園
へ向かいました。表門前にある「パンダポ
スト」がかわいかったです。
　パンダ舎には大勢のガー
ドマンが配備され「パンダ
に近い内側通路は立ち止
まっての鑑賞は禁止、ゆっ
くり見たい人は外側の通路
を」という画期的なシステムで、上手に混
雑が緩和されていました。
　写真（下）は雄のリーリーくん。近くで
見ると、愛敬があってとてもかわいかった。
パンダ舎を出ると、記念撮影コーナーやパ
ンダ切手の販売コーナーもありました。
　大幅な改築工事を済ませた上野動物園は、
非常にきれいに、また見やすくなっていま
した。動物たちもなおさら活き活きとして
いたように思います。愛情を持って世話を
されているのでしょうね。

シェアしてたの
にね
（川口由起／大阪市）

　小さいときは、自
分の分から取り分け
てあげてた。
　ちょっと大きく
なってきたら、「大盛
り」を注文し、取り
分けてあげてたのに。
　いつの間にか、長
女ばかりか次女までも、一人でペロリと丼
を平らげるようになった。
　追加の餃子注文も忘れない。無化調（化
学調味料無使用）のお店では、スープまで
飲み干すようになり、母としては、実に感
慨深いものがある。
　「シェアしてたのにね」。

　懐かしい
んだか、懐が
痛いんだか。
不思議な感
覚だぁ～。


