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　長女が保育園から借り
てきたズボン。ワッペン
が取れかけていたので、4
針ほどチクチク縫って、
腰ゴムも入れ直しました。
　安くて新しいのを買え
るけれど、このズボンに
はたぶん3～4人のお母さんかお父さんが、
破れを縫ったり、ワッペン付けたりしてい

ました。
　長女はうれ
しそうにズボ
ンを保育園に
持って行きま
した。

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！

　CMを見ながら、「お母さん、たまたまス
パ買って～。かるどなーらだって！」と息子。
惜しい！ たまたまスパではなく、釜たまス
パ。かるどなーらではなく、カルボナーラね。
　「この前食べた厚切りベーコン、すごくお
いしかった」と長女が言った後に、またま
た息子が「あぁ、あの、あつがりベーコンね」
と、知ったかぶり口調が余計に笑える。
　ほかにも迷言はた～くさん。とるける
チーズ（◎とろけるチーズ）に、　だぶりっ
しゅ（◎ダルビッシュ）などなど…。
　いつかはちゃんと言えるようになってし
まうのかと思
うと、今この
瞬間がたまら
ない。一言も
聴き逃すまい
と思うのだ。

　最近、長男くん（小1）はノリノリです！
　学校での友人関係もうまくいっているの
か、毎日楽しそう。国語の音読の課題で「寿
限無」など10個くらいを3月までに覚え
るのですが、早々にクリアー！
　何もかもが楽しいようで、自然と鼻歌な
んか歌ってる！  いつもはなかなかしない
宿題も自分からしちゃいますー（笑）。
　そうなってくると、弟くんにもやさしい。
嫉妬や赤ちゃん返りで「世界で一番嫌い！」
なんて、ついこの間まで言っていたのです
が、今は「大好き」「かわいい」を連発。
　大人だって同じ。自分が楽しくて、うれ
しくて、満たされていれば、自分も大好き
だし、家族や周りの
人たちにもやさしく
なれる。単純だけど、
そうなのだ。
　さぁ、大好きなカ
フェに行って満たさ
れてこよう！ 

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

今だけ今だけ～

岡本京子／西宮市

「お母さん大学サイト」では全国のお母さん記者（MJ記者）が
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/

自分が満たさ
れていると…

鈴木牧子／川崎市 

　2か月になる坊やは、最近夜泣きこそし
なくなったものの、まだまだ昼夜逆転で。
この間は最長記録、夜中の2時から朝8時
まで起きていました。
　普通赤ちゃんはこんなに長い間起きてな
いんじゃない？  アナタ寝なくて大丈夫？ 
なんて話しかけますが、まったく寝ないし、
目がキンキン。仕方ないからその間にお弁
当をつくったり晩のおかずをつくったり。
　主人が起きたのと入れ違いに親子でパッ
タリ寝ました。私より3か月前に出産した
友だちが言うには、あと1か月の辛抱らし
いのですが…。ホントに直るのかなぁ。
　今は1人目の子だから赤ちゃんにつき
あって昼夜逆転できていますが、2人目、
3人目になったら
どうなるんだ？ 
みんなどうしてる
んだ？ なんて思
います。
　ほかのお母さん
たちっていつ寝て
るんだろう。スゴ
イ！と改めて思う
今日この頃です。 

長い長い夜

上原倫子／鹿児島市

保育園のズボン

上坂紗絵子／高石市

　自分の生まれた日を目前に、出会ってく
れた皆さんに感謝します。皆さんがいなけ
れば今ここに私はいません。
　母に感謝します。母が私を産んでくれた
から私はここにいます。母が生まれてくれ
たから私も生まれてこられました。だから
母を産んでくれた、そのまた母にも感謝。
　ばあちゃん、あなたがいたから私がここ
にいます。だからばあちゃんのお母さんも
…なんて考えていると、過去、現在、未来
どこから始まって、どこまで続くのかわか
らない、限りない命の輪に感謝の気持ちで
いっぱいです。
　そして、今ここで生きていることがど
んなに一人ぼっち
だと思っていても、
どれだけの人の命
が関わっているの
かを思わずにはい
られない誕生日の
前夜です。
　明日からの新し
い歳も、私をしっ
かり生きていこう。

誕生日前夜に

江崎香保里／久留米市

泣く理由

松村宏美／松本市

　負けず嫌いは誰に似たの？と思うけど、
泣き虫は私に似た様子の娘4歳7か月。
　毎日遊んでいる1つ年上の女の子と、今
日はなわとびをしていました。その子が娘
に「私はもう10回もと～べた～！ みさと
ちゃん、そうしたらとべないんだよ～。こ
うするんだよ～。私はいっぱいとべたよ～」
と自信満々に、娘の負けず嫌いに火をつけ
るように言ってきた。
　娘は、何度も跳んでみるけど、まだ連続
しては跳べない。夕方バイバイしてから、
どうして跳べないの～と泣き出した。もう
我を失っている…。
　さぁこの状態どうしましょ、と思ったけ
ど、なんと抱っこして「あんなん言われて
悔しかったんやね～、そーか、そーか」と
言ってあげてるうちに泣き止んだ。
　そーか、そーか。悔しさを代弁してほし
かったのか。4歳で
も悔しいときは悔
しい。でもその気
持ちを理解しても
らったら、スッキ
リするんだ。
　子どもの感情のス
トーリーにちょびっ
と感激しました。 

幸せな時間

光橋茜／久留米市

　ギャーギャー泣きながら付いて回る9か
月の娘。洗濯物を取り入れ、お風呂を洗い、
夕飯の支度に取りかかろうとしてたのに。
あー、もういい‼　抱っこしておっぱいあ
げて、後回しにした家事のことを思いなが
らちょっとイライラ。でも、しっかりおっ
ぱいを飲み終え、腕の中ですやすやと眠る
姿を見ると、やっぱり幸せ。
　旦那に電話しよ
う。「優ちゃんがやっ
と寝たから家事でき
てないからね」。
　せっかく寝たんだ
もん。少し私も、こ
の幸せの時間で癒さ
れたい。

お母さんは
ウルトラマン

塚本静香／久留米市

　友だちとお茶していて、「お母さんって
大変！」という話になった。「うちの子が
やんちゃなのは、私が甘やかしすぎた罰か
な？」と彼女は言うけど、私は知っている。
　毎日外で働きながら、どんなに疲れて
帰ってきても夕食はもちろん、夜食やお弁
当までをちゃんとつくる。学校のPTAもや
り、なおかつ学校で何かあれば、すぐに学
校に行って先生に頭を下げる…。とにかく、
子どものことに一生懸命な彼女。
　子どもがなんでも自分でできるようにな
るまでは、仕方ないもんね。支えながら見
守るって、けっこう難しい。
　子どもにとって、お母さんはウルトラマ
ン。だって、一大事には必ず救ってくれる
ヒーローだもん。
　子どものことが心配でたまらない彼女
に、「大丈夫。きっと子どもはみんなわかっ
てるよー」と言
いながら別れた。
　お母さんは大
変だけど、がん
ばった分、きっ
と未来は幸せだ
よね。そう信じ
たい。

　　   お母さん記者（MJ記者）は皆フツー
のお母さん。子どもとの他愛もない出
来事や毎日の気づきを発信しています。
老若男女歓迎！   本紙年間購読料3000円
のみ必要。http://www.okaasan.net/

★MJ記者MJ記者
募集！募集！
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