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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

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！

　小学1年生の娘にとって、今年の夏休み
は特別な様子。なぜって、学校へ上がって
以来のながーいお休み。
　「はじめてのラジオ体操」…前日の夜は
遠足の前の日みたいに大興奮。夜中に3回
起きては、ママまだ？
　「はじめての夏休みの宿題」…ドリルは
一日で終了。夏休みはまだまだだよ。そん
なに急がなくていいよー。宿題も楽しくて
仕方ない様子。
　「はじめての夏休みプール」…今日も
50M泳いだーってうれしそうに言うけど、
25Mだと思うな。毎日朝6時から大騒ぎ。
　「ラジオ体操」…まだ早いからもう少し
待っときなさいと言わないと、起きた瞬間
にトイレも行かず飛び出していく。　
　こんなに楽しかっ
たかな？とかなり昔
の記憶を探る私。全
身でワクワクするの
が伝わってくるよ。1
か月が32日あっても
足りない、娘のカレ
ンダー。

　上の子のトイレトレーニング。すんなり
進むわけもなく、トレーニングパンツなの
におもらしの連続。常に娘のお尻に神経を
張り巡らし、「出ちゃった」の声に雑巾で
床拭き。下の子の離乳食中期で手間がかか
り、食べさせれば手で払い除けられ、また
床拭き。
　渦中にいるときは
「うわぁ～」と発狂し
たくなるが、2人が眠
りにつく頃には「ま、
いっか」と思えてくる。
　いっぱい床拭きし
た分、家もきれいだし、
「ま、いっか」。

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

娘の
カレンダー

池田彩／久留米市

「お母さん大学サイト」では全国のお母さん記者（MJ記者）が
日々の出来事や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/

　先日、娘とひらがなで遊んでいました。
「ねぇ、一文字で意味があるってすごいと
思わない？　鳥の鵜、とか兎の卯とかって」
と私が言うと、娘が「そうやね」と言い、
「あ」から順番に当てはめていくことにし
ました。
　「あ？」「あって何？」「こういうときこ
そ辞書でしょ」と引っ張り出してきて娘
「あ。古典。自分のこと」。私「おおお～あっ
たねぇ」。「いは胃袋の胃とか？」。「えは絵
画の絵ね？」。「お？」「おっぽの尾」。「か
は蚊」。「きは気」と延々遊んでいました。
　すると娘が突然、「私
たちかわいい親子や
ね。ひらがなで遊べる
なんて！」と言い出し、
笑いが止まらなくなり
ました。17歳の娘とひ
らがな遊び。それもま
たいいものです。

床拭き

朏絢子／茅ヶ崎市

かわいい親子

笹本翠／交野市

嵐は過ぎる
　

浅川晃子／福岡市

　家ではしっかり食べる息子（5歳）だが、
外食だと味が濃過ぎることが多く、持て余
すことしばしば。
　ところが先日、馴染みの中華料理屋さ
んに行ったところ、「ぼくチャーハン食べ
る！」と息子。
　残しても仕方なしと思いつつ、彼を尊重
して一人前のチャーハンを注文。すると、
「美味しい、美味しい」とよく食べること、
食べること。結果、
ほぼ一人で完食！
　どうりで最近、ご
飯の減りが著しいは
ず。「取り分け」の
時期は過ぎ、いよい
よ「一人前」の時期
なんだな～と実感し
た外食でした。

チャーハン
一人前

渡邊智子／東京都

お子さんの成長
したところは？
佐々木和枝／藤沢市

　1学期が終わりました。小学3年生の娘
の学期最後の懇談会。「3年生になりたての
4月の頃と今とを比べて、ココが成長した
な～というところを言ってください」と「お
母さん先生」。さすが面白いことを言います。
　正直、私は思いつかず、頭に浮かぶのは
ダメなところばかり。なんとなくその場を
やり過ごしましたが、時間が経ちゆっくり
考えるといろいろ浮かんできました。
　一番は「お留守番」ができること。お兄
ちゃんやお姉ちゃんが3年生だった頃は、
働いていなかったのでずっと一緒にいられ
たのに、今は仕事で一緒にいてあげられな
くてごめんね。文句
一つ言わないでいて
くれるのだって、すっ
ごく心がお姉さんに
なっているってこと
なのに…。
　さてさて、皆さん
のお子さんは、どう
成長しましたか？

　昨日は朝から外は真っ暗。遠くでゴロゴ
ロ、ゴロゴロ、何度も雷鳴が聞こえる。
　外へ出たがる子どもたちに、「しばらく
外に出られないよ～。今は雨降ってないけ
ど、雷が鳴ってるからね。雷が止んだら行
こうね」となだめていると、雨がザァーッ
と降り出した。
　雷鳴もドンドン近づいてきて、ピカッ！
ドドドォーーーン！！  物すごい地響きを
感じるくらい、すぐ近くに落ちた！！
　1歳半の次女は、生まれてはじめて雷を
恐がった。7歳の長女は、次女を見て笑う
余裕を見せていたが、なかなか止まない雷
鳴に、長女もだんだん不安そうな顔になっ
てきて、「ねぇ、いつになったら外に出れ
ると？ このままずーーーーっと雷が鳴って
たらどうする？」と言い出した。
　私は、「どうしようか～。買い物にも行
けないし、どこにも行けないし、困っちゃ
うね」と言いながら、もうすぐ止むことを
知っている。
　嵐は過ぎることを知っている。どんなに
辛いことも、大変なことも、きっといつか、
通り過ぎる。
　通り過ぎた
ら、嵐のこと
も忘れて、ま
たいつもの慌
ただしい生活
が始まるんだ
なぁ。

　東京・下町の夏は、毎週末どこかでお祭
りだ。しかも「どじょうつかみ」が多い！ 
　子どもたちは「どじょうプール」でびしょ
びしょになり、大人たちは外へ跳び跳ねた
どじょうを追いかけては戻し、時々係の方
が網でどさっと入れてくれ、しまいには袋
いっぱいのどじょう！
　これみんな持って帰るの？ こんなに飼え
ないよね。戻す？　それとも食べる？  明
日も別の場所でどじょうつかみあるよ…。
　息子（5歳）と相
談し、 4匹だけ飼っ
てあとは食べること
に。かくして、お昼
ごはんのおかずが、
どじょうの唐揚げに
なりました。
　子どもは案外たく
ましい…。

食べるべきか、飼う
べきか、それが問題だ

山中菜詩／東京都

　今日は汗だくになってよく働きました。
2階の部屋のカーペットを捨てるべく、剥
がして掃除して、床にワックスをかけて、
家具を元に戻した。それから台所のカーテ
ンを洗濯して、洗車して、布団を干して、
敷きパッドと肌布団を洗濯。途中、子ども
たちと勉強もし、方程式にチャレンジ。
　その後、車の運転練習を兼ねてホームセ
ンターへ行きました。障子を張り替えるた
め、３倍強い障子紙とプラスチック障子紙
を買う。さすがに今日は張り替えられない
のでまた明後日。
　昼ごはんは長男の当番だったのでつくり
ませんでしたが、1食つくらないだけでも、
なんだかとってもらくちんでした。
　去年までの2年間は役員で忙しく、家の
ことができなかったので、今年はたまった
家事をたくさんするのです！
　芝生もまめに刈るし、草も抜く。家事っ
てやらなくても生きていけるけど、やると
たくさんあるな。
　そうこうすると、夕方にはTシャツが雑
巾みたいな臭いになりました。汗が乾いた
んだね。
　さあ、風
呂に入って
ぐっすり寝
よう！

汗して働く

安田歩／神戸市


