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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

　3歳の長男の、3日間の短期水泳教室の
様子を、見学デッキの窓に張り付き、食い
入るように見てしまった。
　以前は、ほかの方がそうしているのを見
て、「あんなに張り付いて見ているなんて」
と驚いていたのに、当事者となると目が離
せない。不安そうな顔、うれしそうな顔、
お友だちとのやりとり…すべてを目に焼き
付けたくて。
　あと10日で幼稚園の入園式。入園した
ら、見ていないとこ
ろでたくさん成長し
てくるだろう。うれ
しいことだけれど、
その姿を見られない
のが残念。帰宅した
ら、たくさんお話し
てくれるかな。

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

　三男が生まれて 2 か月。結婚前から、
できたら子どもは 3 人欲しいなぁと思っ
ていた私。長男を出産して人を育てると
いう大変さを身をもって実感し、育児
を楽しむ以前に肩に力が入ってガチガチ
だった。3 人だなんて、現実的には無理
だわと思うことも多かった 5 年前。でも
そのあと、幸いにも次男と三男を授かり、
三兄弟の母となった。
　頼りになるけど、時々ハハの手を焼く
5 歳長男。主張期真っただ中の 3 歳次男。
夜は寝る気配がない 2 か月三男…ハハは
ちょっと疲れてきたぞと思っていた矢先
のこと。
　珍しく三兄弟がスムーズに寝た！  久々
に息子たちのあどけない寝顔をまじまじ
と見て、あったかい気持ちがむくむく。
三兄弟のハハであることに改めて幸せを
感じ、今のうちに並んでいるかわいい寝
顔 3 つを目に焼きつけておこうと思った
晩でした。
　あと 10 年もすれば、ハハの背を超えて
見下ろされるようになるでしょう。ハハ
はこれからいろいろと冒険していくあな
たたちの港
でありたい
と思ってい
ます。一緒
に大きくな
りましょう。

おかあさんと
いっしょ

佐伯和代／大分市

　3歳長女と、よくお互いの真似っこゲー
ムをします。外人のようにオーバーリア
クションで、　私「ママきれ～い！」。長
女「ママきれ～い！！」。
　私「ママすご～い」。長女「ママすご～
い」。あー！快感。
　しか～し！ もうすぐ4歳になるからか。
真似だけじゃ飽きたのか。突然、反対言
葉を言い出すようにっ！　
　私「ママきれい」。長女「ママカッコ悪
い」。私「ママすご～い」。長女「ママ普通」
何だよぅー。
　ならば！ 
　私「ママカッコ悪
い」。長女「ママカッ
コ悪い」。私「ママ普
通」。長女「ママ普通」。
　なん !?  真似っこ
ゲームに戻ったと
ね？  ケーッ！

　しゃべれるようになって以降、毎晩毎
晩、飽きもせず「おかあさんとねる！お
とうさんはいやだ！」と母製腕枕に執着
し続けてきた息子に、最近小さな変化。
　ある晩、布団を敷いた直後に、ぎこち
ない作り笑顔で寄ってきてこう言った。

「きょうはおとうさんとねるからね。おか
あさんがゆっくりねむれるように」。
　私は、急な変化にぎょっとしたが、さ
らに夫が一足先に転勤先のカナダに旅
立った昨日、私と寝るしかない状況で、
布団の上に自分専用の小さな枕を設置し
ながら後ろ向きで独り言。「ここにまくら
をおいて…おかあさ
んのてがいたくなら
ないように！」。
　心が少～しお兄さ
んになった息子の気
遣いがうれしいよう
な、おかしいような、
春の宵です。

　キャラクターのぬいぐるみが大好きな息
子。夕方『おかあさんといっしょ』の再放
送が始まると、テレビにかぶりつきになり
ます。膝で立つようになり、ずりハイハイ
は進化の一途…。
　「おかあさんといっしょ」の時間が来た
ら、やっと一日も終盤
戦。お風呂に入れて反
乱と戦いながらの着
替え。ミルクを飲んだ
ら、寝かしつけてひと
まず晩ごはん。
　はー、もうひと踏ん
張りだ。

「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/

　引っ越しをし、小3の末っ子は学区外登校
となったので、毎朝、途中まで手をつないで
送っています。
　「じゃあね」。小学生がチラホラ見えるとこ
ろへ来たら「バイバイ」「いってらっしゃい」。
一人引き返す、手ぶらでサンダルの大人

（ちょっと恥ずかしい）。
　すると向こうから、制服姿の長女と次女が
ケラケラ笑いながら登
校。「じゃあね」「いっ
てらっしゃい」。
　そしてまだ手書きの
表札のわが家へ。これ
が幸せっていうんだろ
うな。

　近くの神社でおだんごを食べていると
…。たまたま 2 歳くらいの子と、数か月
の赤ちゃんのいるご家族と隣の席になりま
した。はじめておだんごを食べるのか、慎
重に口をモグモグ動かしているお兄ちゃん
と、ポロポロポロポロ涙を流すベビーカー
の赤ちゃん。
　小さい子が大好きな息子（6歳）は、食
べながら2人をじ～っと凝視。私も負けじ
と、かわいいな～とニコニコ凝視。
　おだんごを食べ終わり、外に出たところ
で、階段上でバッタリ鉢合わせ。パパが上
の子を抱っこ、ママが下の子を抱っこの状
況でベビーカーを持ち上げようとしていた
ので、「持ちますよ～」と声をかけました。
　「あ、大丈夫です」と遠慮するママの声
をよそに、「いいの、いいの。私もこの子
たちが小さい頃は、いろんな人にこうし
て助けてもらったから、ご恩返しよ」とベ
ビーカーを持ち上げて階段を降りました。

「あぁ、懐かしいなぁ～。ベビーカーを持
つ感覚」なんて声を発しながら…。
　「今は大変だと思うけど、うちの子くら
い大きくなると、抱っこできる赤ちゃんの
頃が、一番幸せな時間だったなぁと思う
んですよ」とエールを送ると、「アハハハ、
そうですか」と返してくれたママ。
　このママが、いつかそう思えるような素
敵な子育てができたらいいなぁ。見送る背
中 に「 マ マ
に幸あれ！」
と祈った、休
日の出来事
でした。

もうすぐ入園式

白水久美子／福岡市

成長と気遣いと

長谷川ともみ／呉市

ママに幸あれ

杉本真美／島田市

真似っこゲーム

中村泰子／朝倉市

寝  顔

松本茉莉／横浜市

朝の場面

佐々木和枝／藤沢市

　朝、NHK の『みんなの体操』を 2 歳の
娘とぼんやりと見ていました。
　「たいそう、やって、やって」と娘にせ
がまれ、やる気なく手をぷらぷらさせて
見ていました。娘は、テレビと私を見な
がら満足しているようでした。
　その後、ベランダに干している洗濯物
が風で揺れてるのを見た娘が「たいそう
してるね」と一言！
　見ると、夫の Y シャツと私のシャツが
風に吹かれて、両手をぶらぶらさせなが
らラジオ体操の横フリをしていました。
　私は「風が強くて嫌だな」くらいの感
性しか持ち合わせていませんが、同じ景
色を見てもこんなに違うのか。生活の中
でも、いろんな小さな行き違いや勘違い
が起こっているんだ
ろうなぁ。
　子どもの感性って
いいですね。子育て
をしてはじめて実感
しています。

感性の違い

三谷香織／町田市


