
＜ 7＞　2013 年（平成 25 年）4月号　

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

　人の意欲はどこから湧いてくるんだろ
う。来週、娘は 4歳になる。この頃はで
きることも増え、してもらいたいことよ
り、してみたいことのほうが多いようだ。
　先日、はじめてスケートに行った。「こ
わいけどすべってみたい」と娘。がんばっ
て氷の上に一人で立ち、数メートル離れ
て立つお父さんのところまで足を進めた。
　今日は一人夢中で爪を切っていた。体
を丸め、足を掴んでは切り、また掴んで
は切りの繰り返し。もちろん、氷上では
転び、爪は深爪。
　母は、つい手を出し
たくなる。でも失敗も
学び。子どものしてみ
たい気持ちを大切に、
湧き上がる気持ちを削
がないよう、ぐっとこ
らえてエールを送る。

してみたい気
持ちにエール

松村宏美／松本市

　連日一日が短く感じられる。目の前に
カタチに残ることはあまりなく、メール
のやりとりやツイッターのやりとり。ブ
ログの発信や何かしらの企画…。どんど
ん時間が過ぎて、掃除も洗濯も食事の用
意も忘れそうになる。
　楽しいけれど、「家事をやらなければ」
と思うから、毎日反省ばかりで、なかな
か新しい一日が来ない。でも道は開けて
いる。
　もともと家事は好きだから、少しだけ
方法を変えればいい。もう少ししたらう
まく回るようになる。日々経験を積んで
いるのだから間違いない！ これと決めた
ゴールはない
が、ふりだし
に戻ることも
ない。
　毎日 新しい
自分になる。

　台所でジャブジャブと洗いもの。ガス
コンロではヤカンがシューシューと湯を
沸かし、換気扇がうるさくなっていた。
　そこへ、向こうの方から「おかあさ～ん」
と、娘の声がした。
　「えー？？何ー？？」半ば、怒鳴り声で
聞き返す。
　すると、「なんでもないー」（ん？どう
した？）ちょっと気になり、手を止めた。
　娘のところへ近づき、「どうしたの？」
とそっと聞いた。「おかあさんに、『なあ
に？』っていってほしかったの」。
　あー、またしても、やってしまった。
　「ごめん、もう 1回、『おかあさん』っ
て言ってくれる？」とお願いすると、「い
いよ」とすんなり許し、「おかあさん」と
やさしく呼んでくれた。
　「なあに」。こんなに私のことをやさし
く呼んでくれ
るのってこの
子たちしかい
ないなぁ。
　大反省の出
来事でした。

あー、やって
しまった

岡本京子／西宮市

「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/

　朝、洋服をチョイスしておいても、息
子はもう一度洋服を選び直し、おかしな
格好で出かけていく。ポカポカ陽気なの
に厚着をしている。かと思えば、メチャ
クチャ寒いのに半袖？　
　ねぇ。どうしてマ
マの選んだ推奨スタ
イルをしないの？
　へへ。おれ、ママ
を採点してんだよ。
ママはね10点！スタ
イリストしっか～く
（失格）！だそうです。

　仕事帰りに駅ビルに寄って買い物をして
いる途中、一人のお母さんと3歳くらいの
男の子とレジで出会った。男の子はたぶん
「ママのお手伝いをする＝おりこうさんす
る」と約束してきたみたい。
　けれども一緒にレジに並んでるときには
もう少しふざけだしていて、そろそろおり
こうさんも限界ぽかった。「飽きてきちゃっ
たのかな」と言って、私はママと顔を見合
わせて笑った。
　次第にやんちゃぶりはエスカレートし、
「ママばっかり買い物してずるい」と、マ
マを傘でぶちだしたので、思わず「あらあ
らあぶないね」と突っ込んでしまった。
　そこでレジの番がきて別れたが、隣のお
店を見ていると、ほどなく通路をやってき
た2人。なんと男の子は号泣し、お母さん
はカンカンに怒っていた。「ごめんなさい
～。許して～。ごめんなさい～。許して～」
と繰り返し、泣いている男の子。
　いきなり私も泣いてしまった。びっくり
して心臓がギュッてなった。さっき私が
突っ込んだのがママを刺激しちゃったか
な。「泣くのやめなさい！」って。それを
聞いて、また私も涙が出てしまう。わぁつ
らいよ。あぁ悲しいよ。「ぼくにはママし
かいない。ママに嫌われたらどうしていい
かわかんない。ママにもっとやさしくされ
たいだけ。ママのことが大好きだ。ママに
は笑顔でいてもらいたい。ほかには何も望
まない」。男の子と一緒に謝って、お願い
したらよかったかな。あっという間に通り
過ぎて行って
しまったよ。
　ごめん。ご
めんね。君の
幸せも大切に
したい。　おじいちゃん（私の父）と年長の末娘

は相思相愛。「彩ちゃんは？」と常に娘を
気にかけるおじいちゃんと、幼稚園から
帰ると決まっておじいちゃんのケータイ
に電話を入れる末娘。同居はしていない
が家が近いので、しょっちゅう遊びに行
き、おじいちゃんの仕事が休みの前日は、
一人でお泊まりにも行っている。
　幼稚園がお休みの今日は、おじいちゃ
んの仕事が終わるのも待ちきれずに電話。
おじいちゃんはお昼前に帰ってきて、2人
で江ノ島へドライブデートに出かけた。
　この2人、いつまでラブラブでいるん
だろう～。娘とおじいちゃんの、このほ
のぼのとした
幸せな時間が
長く続きます
ように。ちょっ
ぴり羨ましい
母より。

おじいちゃんと
ラブラブデート
田中清美／横須賀市

泣いちゃうよ

松本優子／市川市

新しい
自分に
中川理恵子／枚方市

スタイリスト、
失格！

古崎千穂／東京都
　ぼちぼち暖かくなってきたが、今年はホ
ントに長い冬だったなぁ。おかげで「鍋」
の出番が多かったこと。白菜、きのこ、豆
腐に安～いお肉と、いつもワンパターンの
味付けだけれど、鍋の時間はみんな上機嫌。
　ご機嫌な息子はひょうきんなことを言っ
て笑わせてくれるし、窓についた結露が、
部屋の中の暖かさを
見せつけてくれる。
　あ～、シアワセ。
　もう春が近いのは
うれしいけれど、鍋
が遠ざかっていくの
は寂しいなぁ。

鍋よ今年も
ありがとう
五十嵐紀子／横浜市

あたたかい
眼差し

藤尾さおり／神戸市

　電車の中でベビーカーに乗った赤ちゃ
んが泣いていました。お母さんが一生懸
命にあやしています。2人目でしょう。ベ
ビーカーの傍にはお姉ちゃんがいました。
　最初はぼ～っとしていて、泣いてるこ
とにも全く気づかず…。でも気づいてか
らは気になって気になって。
　「お母さんは今どんな気持ちかな」。「私
も息子が小さいときは、泣かせないよう
に必死だったな」「ギャン泣きになったら、
手を差し伸べたほうがいいかな？」「でも
そんなんもよけいなお世話かな？」「人見
知りで泣かしてもたら、それこそよけい
なお世話やな」なんて、いろんなことを
思いながら、それにしても赤ちゃんの声っ
てかわいいな～と、にやけてました。
　ふと見ると、私と同じようににやけて
いる人がいました。若いお兄ちゃんか、
もしかしたら若いお父さんかもしれませ
ん。すごく微笑ましそうに、あたたかい
眼差しで親子を見守っていました。
　けれどもお母さんは、赤ちゃんをあや
すのに必死で、きっとにやけている私た
ちには気づかなかっ
たと思います。
　子育て真っ最中の
頃の私も、気づかな
かっただけで、こん
なにあたたかい眼差
しを受けていたのか
な～と、思いました。

子／


