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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

　子どもの頃、父からもらうのが楽しみ
だった「お年玉缶」。
　普段から空き缶に小銭を貯めていた父は
私たちに、1年間分の小銭が入ったその缶
を毎年お年玉としてくれていた。
　「いくら入ってるかなぁ？」と、兄たちと
一緒に数えるのが楽しみだった私。
　そんな懐かしい思い出を息子にも…と、
昨年のお正月から1年間、ちょこちょこと
貯めていた貯金箱（お年玉缶）を、息子に
あげました。
　息子は早速、「よしっ、数えよう！」。私
もいくら入ってるのか、まったく見当つか
なかったのでドキドキ…。
　「3000 円位かな」という予想をはるかに
超え、なんと1万287円も！「塵も積もれ
ば山となる」。何事もコツコツコツコツ…が
大事。今年もコツコツ生きていこう。

初！お年玉缶

（石坂香／川崎市）

一杯のお味噌汁

（下沢えみ／荒尾市）

　年末に次女が無事生まれ、2か月になり
ます。今回は念願の立ち会い出産でした。
助産師さんとパパ、お姉ちゃんが揃ったと
ころを見計らったかのように、ゆったりと、
そのシチュエーションを楽しんで彼女は出
てきてくれました。
　はじめて娘を抱いたとき、「なんて小さい
んだろう。なんてきれいなんだろう」と思
いました。必死にお乳にしがみつく彼女に、
生きていくことのたくましさを感じました。
　帰省できず、ここ熊本で家族ひとつになっ
て乗り越えようと臨んだお産。しかし、産
前産後、思うように動かない自分の体、魔
の2歳児を発揮するお姉ちゃんのこと、自
分のやりたいお仕事のことなど、いろいろ
なハードルがありました。
　それらを1つずつ越えられたのは、家族
はもちろん、地域にいるお母さん仲間や先
輩お母さんたちのあたたかい心遣いと声か
けのおかげでした。
　忘れられないのは、産後すぐに入院中の
病室に届けていただいたお味噌汁です。
　娘たちが引き上げた後、ひとりお碗を一
口いただくと、涙が止めどなくあふれてき
ました。お味噌汁は、やさしさのこもった
しみわたるお味でした。お料理の先生がつ
くったからだけではなく、五臓六腑にしみ
わたるおいしさ。お碗には、体を労りなさ
いね、休めなさいねという、お母さんのメッ
セージが込められているようでした。
　幼い頃からキッチンに立ち、誰に教わっ
たわけでもない自己流を貫いてきた私。そ
れを当たり前とし、でもやり場のない気持
ちを胸に、時に、片意地を張っていたよう
にも思います。そんな私だからこそ、自分
のため、家族のためにつくっていただいた
お食事に心がほどけたのかもしれません。
　好きな人のため、大事な人のために心を
込めて手づくりをすること。そして食べて
もらえること。これ以上の愛の伝達方法は
あるでしょうか。そして、これこそがお母
さんの力を発揮できるところでもあります。
　毎日せっせと食卓にお皿を並べ、「ちゃん
と前見て食べなさい」「こぼさないでね」「好
きなものばっか食べるんだから」…と、い
つもため息まじりのお母さん。
　一杯のお味噌汁に多くを学び、気持ちを
新たにお母さん業をスタートできた新年。
支えてくださる皆様に感謝の気持ちと敬意
をもって、今年はひと
回り器の大きなお母さ
んを、目指していきた
いと思います。

　うちの1歳児、いつの頃からか、キス魔
になっていた。
　最初の頃は、こちらがうるさく「ななちゃ
ん、チューして、チューは？」と催促。
　いつの間にか、夜、ママの上に重なりう
つぶせ。チューチュー、ニコニコ。
　昼、ママの肩に手をやり、チュー。ママ
のほっぺを両手で挟んでチュー。
　くちびるぬるぬるペチャペチャのなな
ちゃんが来ると、ママはくちびる一文字に
して受けているよ。
　お風邪のときも来
るからね（そういや、
お兄ちゃんのくちび
るは、最近乾いてき
たなあ）。

キス魔

（山口麻由／海老名市）

　下着が後ろ前だったり、ポロシャツのボ
タンが一つずれていたり、靴下が裏返しに
なってたり…で、幼稚園の水泳教室の日は、
帰ってくる娘の服装がメタメタ（笑）。
　先生だって、一人ひとり見てはいられな
いもんね。でも、自力で一生懸命着替えた
んだよ！って感じがこれでもかってくらい
伝わってきて、いつも
私は微笑んでしまう。
　家では、「おきがえ
させてー！」って、ま
だまだ甘えん坊のくせ
に。幼稚園だと、お友
だちの前だと、がん
ばっちゃうんだね。

うしろまえ

（厚海有美／横浜市）

　娘が保育園のお友だちの家にお泊りリベ
ンジ！ 1年前にもチャレンジしたのだが、
まさかの涙でお帰りになったことがある。
　先日またその家に遊びに行って、「泊まっ
ていく？」のお誘いに「うん！」と元気よ
く答えた娘。その言葉には「やったるで！」
という意気込みが感じられた。
　じゃあ、よろしく！と娘を預けて帰宅。
夜10時 30分。どうやら寝たようだねと、
こちらもおやすみ～。
　翌朝、帰ってきた娘にお兄ちゃんが聞く。
「暗くて怖いよ～って思った？」「ううん」
と首を振る娘。
　「お母さんが恋しいよ～って思った？」「コ
イシイってどういうこと？」「お母さんに会
いたいよぉ、さびしいよぉって思うこと」「う
ん、思った」。
　そこで、よくぞ涙を見せずにがんばった！
一人で泊まれたことは、小さな成功体験。
娘の自信にもつながることだろう。
　そして、母を恋しく思ってくれてありが
とう。
　それにしても、
こんなことを聞く
お兄ちゃん。さて
はキミも、どこか
で恋しい気持ちを
感じた経験がある
んだね、きっと。

恋しい気持ち

（内田恵利／横浜市）

　「あぁ、もうこんな時間だ。夕ごはんの
準備しなきゃ」…イヤイヤではないけど、
楽しーってわけでもない。そんな気分で
台所に立っていたある日の夕方。
　米をといでいたら、ニコニコしながら
次女がやって来て、「お母さん、そのチャッ
チャッチャッて音、何の音？」って聞い
てきた。
　「お米をといでるんだよ」と答えたら、
「お母さん上手～！  すっごくいい音だね。
チャッチャッチャッて♪　う～ん、ジャッ
ジャッジャッかな？うふふ」と、やっぱ
りニコニコ顔で言った。
　今度は何の音が聞こえてくるのかな～
という感じで、娘はそのあともずっと食
卓椅子に座っていた。
　娘の言葉に、もちろん私の心はルンル
ンルン♪　野菜を切る音も弾む弾む！
　するとまたまた娘が、「お野菜切ってる
の？ トントントンって、すっごく楽しい
音だね。うふふ」と、ニコニコ顔で言った。
　「ニンジンだよ～」と答える私の笑顔を
見届けると娘は、外へ遊びに出ていった。
　あの日以来、お米をとぐたびに娘の笑
顔を思い出し、楽し
くってしょうがない。
　チャッチャッチャッ
～♪ ジャッジャッ
ジャッ～♪今日も私
は、ルンルン気分で
米をとぐ。

ルンルン気分で
米をとぐ
（岡本京子／西宮市）

　休日の日の朝。子どもたちとパパが一緒
に起きて来て…。
　娘が「ママ、おはよ
う」と言い、息子が「マ
マ、おはよう」と言い、
パパも「ママ、おは
よう」と言い、私も「お
はよう」と言う。
　こだまでしょうか…。
はぁ～…幸せ♡

こだまでしょうか

（杉本真美／島田市）

「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/


