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　6歳になった息子。どこまで本当かわか
らないけれど、生まれる前の話をしてくれ
ることがある。おねむのときが多いかな。
　雲の上には神様と9人の赤ちゃんが住ん
でいて、神様も赤ちゃんも金色の服を着て
いる。神様は着物みたいなものに烏帽子。
赤ちゃんはみんな日本人らしく、日本語を
話す。お母さんが決まると、次の赤ちゃん
のために金色の服は返して、裸で神様と透
明になって、雲の上から降りてくる。3歳
の娘に聞いたら、黄色の服を着ていたらし
い（こちらは怪しい）。
　神様は何人もいるらしく、息子と娘がお
世話になった神様は違う人らしい。生まれ
る場所によって違うけど、みんな男の人な
んだとか。息子も「お母さんがやさしそ
うでかわいかったか
ら」って1番目に私
を選んでくれたそう。
　聞けば聞くほど不
思議で、つくり話だと
しても、全部信じてし
まいそう（笑） 。

　夕飯時、普段は寡黙な次男が言った。「俺
ね、たくさんなりたいものがある」「ふう
～ん、何になりたいの？」「アーティストで
しょ、食べ物屋さんでしょ、車触るのも好
きだし…」「全部やればいいよ」「全部？」「そ
う全部！ 食べ物屋さんやって、趣味でギター
弾いて、車触って」「そっか。悩まんで全部
やればいいがだ」。
　夢が溢れて選べな
いほどの次男。好き
なことに囲まれ、自
由に生きる姿がイ
メージできる。聞い
ているこちらもワク
ワクしてきたぞ！

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

胎内記憶

難波かずみ／善通寺市

　人生の一番幸せな時を、私たちは過ごし
ているんですよね。『子どもと一緒にスロー
に暮らすおかあさんの本』（アノニマスタ
ジオ刊）の中の言葉です。
　食事やオムツ替え、洗濯など、子育てに
追われている私。ゆっくりごはんを食べる
時間も自分の時間もなく、夜中の授乳で寝
不足だけれど、この言葉を思い出すと、子
どもとの時間を大切にしたいと思えます。
　友人で、2か月と5か月の子のお母さん
に会いました。うちは8か月ですが、その
頃のことを、もうすっかり忘れてしまって
いて、思わず懐かしい気持ちになりました。
　こんな風に、子どもとの時間はあっとい
う間に過ぎていくのでしょう。一瞬一瞬
の「幸せな時」
を、焼き付け
ておきたい気
持ちです。 

「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/
　昨日は娘の誕生日。朝から娘は「今日は
誕生日」とはしゃいでいた。私が「まだこ
の時間は生まれてないよ」と言うと、「誕
生日じゃないの？」と 娘。「生まれた日の
ことを誕生日って言うんだけど、この時間
はまだおなかの中に居たんだよ」と話すと、
「そっか、今日ケーキだね」と言って元気
に幼稚園に出かけて行った。
　園から帰った娘は一人で遊んでいた。私
は時計を見て、娘を呼んだ。そして、ギュッ
と抱きしめて「お誕生日おめでとう。5時
46分、この時間に生まれたんだよ」と私。
　「オギャ～ッて泣いたの？」「そうだよ」。
娘は一言「ママ、ありがとう」と言った。
　このありがとうは、ギュッと抱きしめた
からか、産んでくれてって意味か？ そんな
ことはどっちでもいい。パパには悪いけど、
幸せな瞬間
だった。あっ
という間に大
きくなるね。

たくさんの夢

城川理恵／富山市

生まれた
瞬間にギュッ

瀬間直美／川口市

長女の目つきが
変わってきた

中村泰子／朝倉市

いつまでも

打海可奈子／川口市

　娘が１か月の頃。「あうー、えうー」と
赤ちゃん語を話すので、私もマネて「あ
うー」と言ってみた。すると、一瞬目をま
んまるくして、それからにっこり笑った。
「なーんだお母さん、私の言葉をしゃべれ
るんじゃない！」と言わんばかりの笑顔。
　それからしばらく2人で「うー、えうー」
とおしゃべり。それまで一方的に私が話
しかけるか、娘が泣くか話すかのコミュニ
ケーションはあったが、このときはじめて、
会話ができた！と思えた。
　赤ちゃんってスゴイ！ こんなに限られた言
葉でコミュニ
ケーションで
きるんだぁ！
　2か月の娘
との会話を楽
しんでいます。 

はじめての会話

宮下彩／筑紫野市

　10歳の息子が、学校のバスケットボー
ル部に入部しました。区内でも強いチーム
で、練習も4日とハード。そのほか練習
試合や全国大会もあり、またサッカー同好
会にも入っているので、この先どうなる？  
どうしてバスケ？ を知りたく、体験入部中
の息子の様子を、体育館の脇からそっと見
つめてみました。
　楽しそうに、下手なドリブルをしながら、
輝く息子。友だち、仲間、新しい「場所」。
スポーツ好きはもちろんだけど、彼は新し
い場所を見つけたんだな、と思いました。
　私はテレビゲームも、ポータブルゲーム
も、ケータイも、息子に買い与えていませ
ん。100人中、クラスに2人だけだそうです。
　5年生になり、放課後、進学塾という「場」
へ向かう同級生もグンと増えた中、彼が、
自分で新しい場を見つけたのです。
　サッカーとバスケ両方するということ
は、練習当番、試合引率…ユニフォーム
代、練習代、交通費…が2倍です。簡単な
ことではありません
が、親の私ががんば
れることは、そんな
にたくさんはないか
ら、がんばるしかあ
りません。応援しよ
うと決めました。

息子、新しい
世界へと船出する

古崎千穂／東京都

　2か月の長男がおっぱいを飲む。それを
見ていて思い出すのは、彼が生まれてきた
時のこと。
　「命の道」「神の道」「大事な道」を通っ
て長男は生まれてきた。最初は様子を見な
がら、最後はぐぉんぐぉんという感じで。
　「痛いーもう無理ー！」と思うと、痛さ
倍増。逆に、長男がいる辺りを見て「あぁ
赤ちゃんは今この辺にいるんだなぁ」と思
いながらだと、痛さが和らいだ。
　不思議。いや、当たり前か。赤ちゃんと
お母さんは一心同体、心と体がつながって
いるんだもんね。赤ちゃんはお母さんの気
持ちに寄り添い、お母さんを気遣って生ま
れてきてくれる。どんなお産でも。
　そんなスゴイことに、長女、次女の時は
気づかなかった。長女、次女のおかげで今
気づけた。お産ってスゴイなぁ。
　長男が生まれた時のあの爽快感、充足感。
ただただ幸福感に浸っていた最高の時間。
あの感覚は、私の一
生の宝物。いつまで
も私に、生きる力を
くれるだろうなぁ。
　さて今日も、いっ
ぱいおっぱいを飲ん
でおくれ。

　4歳になる長女の目つきが変わってきた。
気を遣ってるなあ。我慢してるなあ。空気
読んでるなあ。妹に譲ってるなあ。周り見
て、自分の身の振り方を決めている。
　無意識なんだろうけど、長女の宿命だね。
ママとしては助かる。が、うーん、やはり
さみしいし、あんまり聞き分けがよくなっ
てもつまんないしなあ。
　えーっと…。じゃあ私、ドウシタライイ
ノ？と、長女に言われそうですが。
　なので、時々、長女がわがままになった
とき、うれしくてかわいくて、赤ちゃんみ
たいに扱っちゃう。
　そしたら長女も調子にのって、めちゃく
ちゃワガママを言い
出すので、いい加減
にしろ！っと注意す
る私。
　赤ちゃんになれと
言ったり、お姉ちゃ
んになれと言ったり、
ママもワガママだね。

人生の
一番幸せな時

川﨑真由美／佐賀市

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

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。

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！

　
てな時時時時時時


