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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

　金曜日。一週間の
終わりです。小学生
の子ども 2人も３歳
の三番目も。そして
私、お母さんも、無
事に過ごした一週
間！ 感謝とおつかれ
さま～の金曜日。
　毎週わが家の金曜日は「女子会」の日。
金曜の朝は、子どもたちが楽しそうにうれ
しそうに「今日は女子会ね」って言う。
　父さんは、夕ごはんには毎日いないので
ごめんねなのですが、子どもたちとちょっ
と、食後のおやつとお茶でのんびりします。
　なーんて言っても、何の用意もできなく
てやっと入れたハーブティーだけとか！ 
リンゴを切っただけとか！の日がほとんど
ですが。気持ちだけはゆっくりと子どもた
ちに向けます。
　わが家では、「美味しいものと、まっ
たりおしゃべりがあれば、女子はいくつ
になっても
元気になれ
る！」という
早期教育を
しています。

早期教育

印東光理／横浜市

　2歳児を昼寝させようと狸寝入りしてい
たら、0歳児が泣き出した。「かなちゃん
泣いてる！」と私に報告するものの、動
じない母親を見かねて、布団をはがして
お世話をしようとする2歳の長女。
　慌てて飛び起きて
かけつけたが、小さ
なお姉ちゃんは、ちゃ
んと見ているんだね。
　一人っ子の私に
はわからない経験。
ちょっとうらやまし
いぞ。

小さいけど
お姉ちゃん

朏絢子／平塚市

 　年明けの行事、今年は 20日になりま
したね。お年玉付き年賀はがきの当選番
号発表。新聞と年賀状を見ながら長女と
一緒に調べたら、切手シートすら、1枚
も当たっていなかった…。
　「あ～あ、ガックリ」って思わず言った
私に、「えっ何が？ 何がガックシ？」と
長女がびっくりして聞くので、「なんにも
当たらなかったからだよー」と答えると、
「なーんだ、そんだけ？ べつに当たらんで
もいーじゃん」と、ホッとしたような顔
で言われた。
　「でも当たったらいろいろもらえるんだ
よー。テレビとかさー」と言うと、「当た
らんでもテレビとかなんでもあるから、
いいやん！」って！　
　おー、そうだね！うちになんでもある
もんねー。当たらんでもべつにいいね！
と私もようやく納得。
　プラス思考
を、娘に学ん
でおります。

当たらんでも

浅川晃子／柳川市

　チビ 6か月。コロコロさまよい、転が
り具合に大笑いするこの頃。
　おっぱいをよく飲む子、飲めない子。
寝返りが早い子、ゆっくりな子。よく眠
る子、眠れない子…。育児書通りにはい
かないと思っていても、やっぱり気にな
ります。
　でも、十人十物差し、その子その子が
持つ物差しに沿って毎日成長しているん
ですよね。
　子どものクセや要求、欲求を拾って、
応えてあげる
ことの繰り返
しが育児なの
かなと、新米
母は感じてい
ます。

　もうすぐ 4歳になる長
女。朝はごはん、はみが
き、着替え。夜はお風呂、
お布団に入るまで「だっ
てな～、お母ちゃんが…」
「なんにもしてへんで～、
しーちゃん（7か月の妹）

が勝手に泣いてるねん」「いややも～ん
だ」「お母ちゃんのばか！」…。よくそ
れだけ思いつくかという反論（口ごたえ）
の連続です。
　つきあうこちらも疲れますが、本人も
相当疲れるのか、前よりもお布団に入る
とあっという間に寝るようになりました。
　でも、たまにあるのは、一通りの反論
をして、次は何を言うかと待っている
と、「だってなあ…お母ちゃん大好きやも
ん！」（怒り口調で）。
　どうやら、言うことが尽きたら、思わ
ず出てくる言葉のようです。
　こちらも思
わず噴き出し
ながら「お母
ちゃんもや
で！」（ 怒 り
口調で…）。

言うことが
尽きたら

上坂紗絵子／高石市

十人十物差し

佐伯和代／大分市

「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/

　ある日の夕食後の会話。何気なく質問
した母、長男の答えにホロリとする。
　「うれしいなぁと思うことってなに？」
「うーん、パパとママの子どもに生まれた
ことかな。それと、みんながニコニコ笑っ
ていること」。
　眠りにつく前の次男。「言いたいことが
あるんだけど…」と母の顔を引き寄せる。
「うん？ なあに？」と聞いてみると、「ママ、
だーいすき！」とにっこり笑顔。
　おかずがちょっぴり少なかった日の長
女。「ママがつくったごはん、なんでも美
味しいね。ついついおかわりしちゃう」。
　何気ない一言。でもそれに励まされ、
癒され、パワーをも
らっている。いつも
いつも、小さな幸せ
を教えてくれる子ど
もたち。
　ありがとう。そし
て、これからもよろ
しく！

小さな幸せ

村本聖子／韓国

　サッカーの朝練があるとかで、息子は、
7時に出かけてしまった。
　勤め先の保育園に出勤するまでの40分
間が、「お母さん大学」に登校する時間。
　コーヒーを入れ、テレビのスイッチを
オフにする。お気の入りの音楽を iTunes
でかける。もっぱらWe bought a Zoo の
サウンドトラックだ。
　一人がうれしい。
一人がさみしい。
　子どもがだんだん
離れていくけれど、
いつでも帰っておい
で。そんな気持ちに、
今、満たされている。

朝、
一人の時間に

古崎千穂／東京都

　働いている和菓子店に4か月の赤ちゃ
んを抱っこして訪れたお母さん。胸にも
たれてすやすやと眠っている姿に「うわ
～、かわいい！」と思わず声を発する私。
　「今が一番かわいい時期よって、みんな
言うんですよね」とお母さん。
　「大きくなってもかわいいですよ。うち
は18歳と 15歳の息子 2人ですが、今も
かわいいですよ」と言うと、「ほんとです
か？」とほっとしたような、うれしそう
な表情を見せた。
　わが子は大きくなった。背だって今や
わが家で一番のチビは私。息子たちは声
変わりもし、身の回りのことは全部自分
でする。外出先では大股でどんどん私よ
り先に歩いていくが、途中で私が来るま
でちゃんと待っていてくれる。
　これって生活していてみんな当たり前
にしている行動。でも親にとっては、こ
の当たり前にできることが何よりうれし
い。よくもここまで育ったと、うれしく
てうれしくて。かわいくてかわいくて。
　子育て真っ最中のお母さん、目の前に
いるお子さんをしっかり受け止めて愛し
てください。
そうしてい
ると、いつの
まにか成長
したとって
もかわいい
わが子が目の
前に現われる
でしょう。

思春期でも
かわいいです

尾形智子／川口市

も

／柳


