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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。

お母さお母さんの笑んの笑顔のた顔のためにめに

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。

　この頃急に「野球」に目覚めた息子。
今まではルールが難しく、ルール説明の
途中で、ややこしくなって「もういいよ
いいよ。どうせやらないから」と、覚え
ようとしなかった。
　ところが、新しいクラスのお友だちが
野球好きで、一緒に遊んでるうちに大好
きになって、あっと
いう間にルールを覚
えちゃった。
　今では毎晩ナイ
ターをチェックして
います。
　「友だちの力」って
スゴイなぁ。

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

好きの表現

城川理恵／富山市

　今日、娘が幼稚園にいっている間に買
い物に行きました。エスカレーターを降
りていたら、ふと、母の日の似顔絵が貼っ
てあるコーナーが目に入りました。
　すると、娘の幼稚園の名前が！　なん
と、幼稚園のみんなが描いたお母さんの
顔が展示されていました。
　ふいに出会った「私の顔」。
　子どもが大きくなるってことはこうい
うことか。
　私が知らないあなたがいる。あなたが
見ている私がいた。

　1年生になった四男。ちょっとはお兄ちゃ
んらしくなってきたけれど、まだまだ甘え
ん坊。学校から帰ってくるなり、精一杯甘
えてくる。抱っこしたり、私の髪を触った
り、自分の心が落ち着くまでべったりとくっ
つく。
　そして一言。「ママ
のこと、食べたいく
らいに好き！」
　ははは～、うれし
いなぁ。ママはあな
たにだったら、食べ
られても平気！

「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/

　昨日は、夕方「イ
ライラ母さん」に。
疲れのせいかな。子
どもたちのかわいい
いたずらに笑えない
どころか、嫌なこと
を言ってしまった。
　あぁやんなっちゃ
うなぁ…と思いながら、「ごめんね、さっき
強く言って」と長女に言ったら、「（幼稚園の）
先生も怒ることあるよ。ママも怒ることある
よね。なおちゃんを信じて」だって！
　大丈夫。未熟な私が子どもたちを傷つけて
しまっても、回復する力を子どもたちは持っ
ている。それを信じながら、世界一子どもた
ちを愛する私であり続けよう。
　大丈夫。今日も一日がんばろう！

　最近、かいがいしく私に尽くしてくれる
6歳の息子。日々忙しくしている私を見兼
ねてか、取り込んだ洗濯物を畳んでくれた
り、ごはんの支度を手伝ってくれたり…。
　脚立を持ってきて調理を手伝い、食器を
出し、お料理をテーブルへ運び、お湯が湧
いたら、「どうぞ」とお茶を入れてくれる。
私が「これやって」と頼んだことも嫌な顔
ひとつせず喜んでやってくれ、私が彼に頼
まれたことをしてあげると、どんな小さな
ことでも「ありがとう」と言ってくれる。
　この前は、「まま　いつもおしごとたい
へんだから、ときどきわ　やすんでもいん
じゃないのかな」なんて、お手紙もくれた。
そして、いつも「ママ、大好き！」って言っ
てくれる。イラっとさせられることも多い
けれど、彼が楽しそうに笑っていると私も
うれしいし、きっと私が楽しそうだと彼も
楽しいはずと思える。
　母と息子…絶対無二の関係。ここまで信
じられる人が、今までいただろうか？ 
　ちっちゃ
な彼氏が今
日も、私を支
えてくれて
います。

友だち先生

五十嵐紀子／横浜市

ちっちゃな彼氏

杉本真美／島田市

私がいた

松村宏美／松本市

大丈夫

打海可奈子／川口市

残業しすぎ

ヒラー瑞子／ドイツ

　子どもの仕事は遊ぶことだと心得ている
が、うちの子たちときたら、残業しすぎ。
　妹は、朝9時に幼稚園に登園し、2時に
お迎えしたあと直接お友だちの家に行き、
5時半までたっぷり遊ぶ。
　そこから家までの帰り道、「どうしても
公園に寄りたい」と言ってまたしばらく遊
び、家へ着くと今度は「自転車に乗りたい」
とゴネる。
　ダメと言うと、仕方なく庭の滑り台でア
クロバットのようなこと（逆さ宙返りとか、
逆立ちして手をついてから着地するとか）
をし、私が晩ごはんの支度をしている今は
テレビに夢中。
　お兄ちゃんは、朝7時半に家を出て、学
校からの帰りにそのまま友だちと川の公園
へ行き、夕方6時までたっぷり遊んでから、
少しだけ日本語の宿題をし、今、テレビ中。
　いくらなんでも遊
びすぎだと思うけど、
長ーい冬を耐え、よう
やく明るい春が来た
のだ！ 今日は最高気
温31度。今のうちに、
思いきり太陽を肌で
感じておくれ！

どんなふうに　一日をすごしても
どんなふうに　子育てをしていても
世界中のすべての　母と子が
うれしくっても　かなしくっても
くやしくっても　たのしくっても
一日の終わり
手をつなぎ　おうちをめざす
かえってからの家の仕事で頭がいっぱいで
手をつなげない日も　あるんだよ
でも　やっぱり　一日の終わり
こどもと一緒に　おうちにかえる
手をつないで　心もつないで
おうちにかえろ
その時間が　いつか終わるものって
ようやくわかった時に
その時間が　もうすべてなんだなって　
ようやく気がつく
あったかいおうちに　かえろうね

GO HOME

印東光理／横浜市

　子どもがいる生活は素敵。でも疲れる時
もあります。それとこれとは別なのです。
　母はいつも太陽、だったら理想的なので
しょうけど、実際には、木枯らしだったり、
嵐なんていう日も…。
　心身共に疲れて、育児ノイローゼになる
人の気持ちもわかる～と思う時、「2人目
だから余裕でしょう？」「家事は手抜きす
るのよ～」と言われると、余計イラッとし
てしまいます。子どもは一人ひとり違って、
手のかかるポイントも違うし、いくら手抜
きしたくても限度があるし、家計を考えた
ら毎日お総菜買ってはこれないし。なぁ～
んて、心の中でブチブチ…。相手に悪気は
ないのにね。
　夜中の授乳もあとは減るだけ（のはず）、
離乳食に手がかかるのもはじめのうち、兄
妹で遊べるようになるのももうすぐ、と自
分に言い聞かせながら。
　母は疲れているから、今日は子どもをか
わいがるだけにしよう。
　1人でももちろん
スゴイけど、子ども
を2人、3人と育て
ている世の親たち
は、本当にスゴイ！
尊敬します。子育て
した親に、勲章があ
ればいいのに。

お母さんに
勲章を！

山中菜詩／東京都


