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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！

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

「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/

　子どもが大きくなると、なかなかないの
が「母の出番」。ご飯をつくって、掃除して、
洗濯して…の日常も、私がいなくても、子
どもたちはちゃんと自分でやれるので大丈
夫。それはそれで安心だけれど、時々「母
の出番」がある。
　それは、子どもたちの体調が悪いとき。
母はここぞとばかりに張り切って、病院に
連れて行き、薬を飲ませ、おかゆをつくる。
熱を計り、夜中に様子を見に行き、大忙し。
　でも「出番」があるのは、なんだかうれ
しい。寝込んでる娘、ゴメンナサイ！

母の出番

山本妙子／高石市

イライラして
る間に

三谷香織／町田市

べったり過ごした
夏休み

城川理恵／富山市

　今年はちょっとゆっくりしようと、ずっ
と働いていた仕事を辞めました。新学期が
始まり、朝、みんなが学校に出かけて行っ
たあと、誰もいない家に一人残る私。
　それにしても、今年の夏は面白かった。
何年ぶりだろうか。夏休みを子どもたちと
べったりと過ごしたのは。
　自転車で海へ行き、プールで泳ぎ、地域
の祭りにも参加した…。もしかしたら私が
一番楽しんでいたかもしれない。夏休みイ
ベントを十分に楽しんだおかげで、日焼け
で真っ黒！　それでもやっぱり、子どもた
ちと過ごした夏は最高だった！
　一日一日涼しくなる空気とともに感じる
秋の気配。あぁ、夏は終わったなぁ。

　この数か月、眉間
にシワが刻まれそう
な勢いでイライラし
ていました。
　娘のイヤイヤはと
にかく泣く泣く泣
く！こっちも厳しく
なって「泣き止みな
さい！」なんて怒るもんだから、泣きもイ
ライラもエスカレート。
　ここへきてやっと、少し深呼吸。昨夜は
一緒にお絵描き遊びをしました。「お母さ
ん、描ける？」とリクエストすると、クレ
ヨンでぐるぐる丸を描いて、その中に「こ

れは、おっぱい」と
小さい丸を2つ描い
てくれました。はじ
めてのことです。
　イライラしてる間
に、子どもは成長し
てたようです。

　4歳長女、泣きながら「抱っこ～」と寄っ
て来る。でも、抱っこしたら今度は「やだ～」
と泣きながら離れていく。
　？？理解不能？？ どうしたのかな？ な
んで？ なんで？  2、3回これを繰り返し、
私もしまいにはイライラ。「抱っこしとる
やん？ なんで？ 何が嫌なん？」と言って
も泣くばかり。
　やれやれ。うーーーんっと考えて、ひら
めいた！　わかったぞ！ こうすれば、いい
のか！
　長女「抱っこ～」
泣いたその瞬間！彼
女がこっちへ寄って
来る前にこっちから
歩み寄ってガバッと
抱っこ！
　ピタ。あ。泣き止
んだ。やっぱりこれ
が正解だったのね。

抱っこ～！

中村泰子／朝倉市

　子どもが熱を出して仕事を休んだ2日
目。高熱があってもおかまいなしに遊び、
何度も癇癪を起こす娘を、私自身いっぱい
いっぱいで、受け止めて包んであげられな
かった日。
　いつものしんどい日。毎日忙しくて、な
かなかゆっくり「お母さん大学」のサイト
をのぞきに行けないけれど、なんとなく聴
いた『はじめての日』（百万母力プロジェ
クトのテーマソング）。歌が始まるなり号
泣…（家で聴いてよかった、汗）。
　そこには、お母さんになった私が大切に
したい気持ち、これからも大切にしたい思
いが、そのままありました。
　聴くたびに、つかえていた不安や葛藤の
かたまりがスルスルとほどけていくよう
で、これでよかったんだなと思えました。
　これからも大変なことは変わらないけ
ど、疲れたときや辛いときにまた聴いたら、
元気になれるかな…。
　辛かった一日が希
望の見えた一日に変
わりました。
　ごめんね、のんちゃ
ん。明日は母さん、
少しはやさしく笑顔
になれるかな…。
　はじめて母さんが
希望を感じた日。

はじめて
の日

原真衣／広島市

て

衣／

　母を語ろうとして思い浮かべる母はい
ろいろで、ケセラセラ～♪と歌いながら
掃除機をかけていた姿だったり、台所で
トントンと野菜を刻んでいた後姿だった
り、自転車の前と後ろに妹と私を乗せ、
集金の仕事をしていた姿だったり、と、
書きだしたらきりがないのですが、時に
楽しそうに、時にイライラし、涙を流し
たり、汗だくになりながら私たちを育て
てくれた姿です。いい加減なイメージは
ありませんでした。（最近はそうでもない
気がしますが…）
　私たち姉妹への言葉かけがきめ細かく、
それが息苦しくうんざりすることもあり
ましたが、ほっておいてはいけないこと
はちゃんと言わなければならないと、い
つも私たちの将来を考えてくれていたと、
今頃、感じています。
　この夏、娘二人を二週間、実家に預け
ました。娘たちに丁寧に向き合ってくれ
ている両親の姿に、心から感謝するとと
もに、自分も大切に育ててもらったんだ
と実感しました。家事の手抜きはあって
も（限度があるわよ！と母に叱られそう
ですが）、子育てに手抜きがあってはいけ
ないと、39歳になった今も教えられてい
ます。一生懸命母親業をしよう！と、も
う一度覚悟した39歳の誕生日でした。

（岡本京子／西宮市）

誕生日は年に一度自分を産んで

くれた「お母さん」を思う日…。

誕生日に誕生日に

母母をを語語るる

　妹が4か月のBaby
を連れて遊びに来ま
した。母と妹と3人
で話していると、隣
の部屋で寝ていた赤
ちゃんが泣きだした
ので、私があやしに
行きました。
　すると途端に泣きやんで、私の顔をジ
～っと見つめるBaby。「一人で寂ちかった
の～？」と言いながら身体を触ると、うれ
しそうにニッコニコ。「うれちいの～。そう、
うれちいよね～」と私もニッコニコ。
　しばらくすると、曇り顔になるBaby。「ね
んねちてるのイヤになっちゃったの？」。次
第に「ウェッ　ウェッ」と泣きだしそうに
なるBaby。「そっか、イヤになっちゃった
んだね～。抱っこちてあげようか～」と抱っ
こすると、またニッコニコ。「抱っこ大好き
だもんね～」と私もニッコニコ。
　そんな様子を一部始終、隣で見ていたわ
が娘（小３）。ポカ～ンとした顔で一言。「マ
マ、どうして赤ちゃんの言葉がわかるの？」。
　娘よ、よくぞ聞いてくれました。「それは
ね、ママだからだよ。あなたが赤ちゃんの
ときも毎日お話してたんだ～。どのママも、
みんな赤ちゃんと話せるよ」と答えました。
　「へ～、スゴイね」と娘。お母さんは、赤
ちゃんと会話ができるんだ～と、娘の心に
も記憶として残ってくれるといいな。

赤ちゃんの言葉

杉本真美／島田市


