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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！

　誕生日、長男からのプレゼントは、「お
手伝いをして貯めたお小遣いで、ママにご
ちそうする」でした。
　近くのカフェに行き、コーヒーとワッフ
ルを注文。支払いのときは得意気に、お店
のお姉さんに向かって「今日はママが誕生
日だから、ぼくが払うんだ！」と。
　おまけに帰り道、スーパーで豆乳も買っ
てくれました。歩きながら学校のこと、友
だちのこと、いろい
ろ話したのですが、
やけに素直でビック
リするとともに、こ
んな時間が最高のプ
レゼント ! 　そう思っ
た夕方でした。

　小1次女、カタカナも怪しいのに、とう
とう漢字も始まった。
　小さい手でえんぴつを握ってひらがなを
覚え始めた頃は、「鏡文字」が多く、字と
いうよりは何かの絵みたいだった。それは、
不思議な暗号のようにも見え、当時から、
私は鏡文字を訂正することなく、楽しませ
てもらっていた。
　そんな次女の宿題の漢字ドリル。「赤」
「青」「白」。次女の目線で見ていると、1年
生に随分難しい漢字を書かせるのだなぁ
と、私は遠い目になってしまう。
　ふと顔を上げて、次女が私に聞いてきた。
「お母さん、ピンクってどんな漢字？」…。
この人にはこの人なりの世界がある。
　学校で習うことで失くしていくものを少
なくしたら、世の中
もっと面白くなるの
ではないか？  子ども
たちにはできるだけ、
楽しく大きくなって
もらいたい！

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

ぼくからの
プレゼント

村本聖子／韓国

「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マザージャーナリストマザージャーナリスト

http://www.okaasan.net/http://www.okaasan.net/

漢字の感じ

松本優子／市川市

　お母さん大学生とランチ中、おっぱい飲
みの次女（9か月）がとにかく好奇心旺盛で、
落ち着いて食事が取れず…。しかも隣では
赤ちゃん返りのお兄ちゃん（3歳）が「マ
マ食べさせて～」とおねだり。これも私に
とっては日常。外出先ではいつものことと
思いながらも、目の前の美味しそうなご飯
になかなかありつけず困っていました。
　すると、店員さんがやさしく声をかけ、
抱っこしてくれたのです。涙が出ました。
　お母さん同士で抱っこしたり、助け合っ
たりすることはありました。でも、お店の
方が抱っこしてくれたのははじめてで、と
てもうれしく、感謝の気持ちでいっぱいに
なりました。
　この気持ち
を忘れずに、
またキラキラ
ママで育児が
んばります！

やさしさに感謝

光橋茜／久留米市

　私は今年、息子を帝王切開で出産しまし
た。比較的順調な妊婦で大きなトラブルも
なく臨月を迎えましたが、37週の妊婦検診
の際、ごくたまに胎児の心拍数がピューっ
と下がることが判明し、私はその場で車椅
子に乗せられ緊急入院。翌朝、帝王切開で
息子は取り出されたのでした。
　あまりに急なことで、産んだ実感がすぐ
に湧かなかったことを覚えています。産ん
だというよりはまさに「取り出された」と
いう感じ。はじめて息子の顔を見たときは
ウルッとこそきましたが、達成感といえる
ほどのものはあまりなく、あぁ生まれたん
だなぁとしみじみ思ったくらいでした。
　私も陣痛を経て、自分の力で子どもを産
みたかった、というのが正直なところです。
ただ、だからといって人から「産みの苦し
みを味わってないのね」などと言われたら、
多少はムッとしてしまいます。
　陣痛を経験しなかったからといって、子
どもの尊さ、かわいさは変わりません。そ
れに、術後の傷の痛みや子宮収縮の痛みと
いったらなく、傷跡も一生消えません。
　帝王切開も普通分娩も、同じお産。どち
らがよくてどちらが悪いということはあり
ません。息子に出会えたことが最高の喜び
です。
　百人いた
ら、百通りの
お産があるん
だろうなぁと
思います。

帝王切開
だってお産

井上彩／久留米市

50か月。

白水久美子／福岡市

　息子たちと出かけると、「どれくらい？」
とよく聞かれる。8か月の次男のことを聞
きたいのだろう。けれども、それを私が答
えてしまうと、長男がさみしがる。
　そこで私は「何歳ですか？って」と長男
に振る。すると長男は出番だ！とばかりに
「はるひろは8か月で、ぼくは50か月！」
と自信を持って答える。
　「50か月って、何歳やったかね」と和み、
そのあとがもし次男の話題ばかりになって
も、長男は落ち着いている。
　長男を蚊帳の外にしないこと。
　聞かれた私が答えないのは失礼かもしれ
ない。でも
大目に見て
くれるよね、
きっとみん
な子育て経
験者だから。 

　洗濯物を干していた。ふと振り返ると、
ごろりスペースで転がって私のことを見て
いる息子と娘。同じ体勢、同じ方向。息子
は「おかあさん、せんたくものほしている
んだな～」、娘は「おかあさん、いつもと
おなじことしてる」なぁんて思ってくれて
いるのかな。
　そんな子どもたちに見守られて、私は洗
濯物を干している。ああ、とてつもなく幸
せだなぁ。お日様もちょっと穏やかで、家
を抜ける風が気持ちいい。
　こんな毎日ばかりではないけれど、ふと
した瞬間の、深い深い幸せに支えられて
暮らしていけ
るってありが
たい。忘れた
くないな～、
この感覚！

ふとした瞬間の
幸せ

宮下彩／筑紫野市

　早朝、洗濯物をたたんでいると、寝室か
ら「ふぇっ、ふぇっ、うー、うー」と6か
月の長男が呼ぶ。
　お姉ちゃんたちを起こさないように、小
さい声で「はいはい、ここよ」と言うと、
気配を感じて静かになる。
　それから「たっ、たっ、たっ、たっ」とおっ
ぱいを飲む準備。おっぱいをくわえさせ手
を握る。あたりは娘たちの寝息合唱…。
　やることはまだまだたまっているけど、
あぁ幸せ。

今の幸せ
　

打海可奈子／川口市

　俺、幸大。4歳。靴下の履き方にはこだ
わりがあった。片足ずつ違う靴下を履く！
なぜなら、この履き方が最高にかっこいい
からだ！
　「ほらね、見て！　みぎが、うぉーたー
すたいるで、ひだりが、はりけーんすたい
る。どう？　かっこいいでしょ！」（うぉー
たーすたいる：仮面ライダーウィザードの
青バージョン。はりけーんスタイル：仮面
ライダーウィザードの緑バージョン。つま
り、右は青、左は緑の靴下を履く）。
　幼稚園の先生もお友だちも、みんなかっ
こいいって言ってくれる。それに同じ靴下
を組み合わせる必要がないから、洗濯物を
引き出しに片付ける時はとっても楽チン。
お母さんも大助かりだったのよね～。
　それがある日突然、左右同じ靴下を履く
ようになった。「あれ？  今日はおんなじ靴
下履いてるんだね」と聞いたところ、「だっ
て、こっちのほうがかっこいいじゃん！」。
　好きな女の子に「同じ靴下履いたほうが
いいよ」とでも言われた？　仲良しの男友
だちが新しい仮面ライダーの靴下を履いて
きたから？…いろいろ聞いてみたい気もす
るが、野暮な気がし
て、グッとこらえた。
　理由はどうあれ、
息子がちょっとお兄
ちゃんになった気が
して、うれしいよう
な、さみしいような。
母の心は、今日もゆ
らゆら～。

オシャレくん

岡本京子／西宮市

産産
久留留米


