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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。

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おお母さんの笑顔のために

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。

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！

　いつもは出かける準備がぎりぎりで慌て
て車で出かける私。今日は余裕があるから
歩いて出かけよう。4か月の次女を抱っこ
して出発。
　途中、長女が通う幼稚園の前を通ると、
年長クラスが園庭でサザエさんの歌に合わ
せてダンスをしていた。その楽しそうな様
子を見て、思わず顔がほころんだ。
　冷たい空気を感
じ、信号待ちをし
ながらウインドウ
ショッピング。抱っ
こしているから次
女もご機嫌。
　たまには歩いて
出かけるのも悪く
ないな。 

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

お母さんの
かたち

宮下彩／筑紫野市

「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/

たまには
歩いて

阪上 由香／福岡市

　息子そーすけをお迎えに行った。「ママ
～」って走ってくる笑顔。ママ幸せ。
　手をつないで歩く。「あのね、そーすけね、
ママを待っていたんだよ」愛の告白。ママ
幸せ。それからまた手をつないで歩く。「そー
すけね、きょうね、お友だちとね、遊んだの」。
　うん、うん。ママね、そーすけのね、そのね、
お話の中に入る「ね」がね、大好きなの。
ママね、そーすけのね、その「ね」のとき
に息継ぎする感じがとっても好きでね、愛
しいの。そのね「ね」のときにね、吸い込
まれる空気になってね、そーすけにね吸い
込まれたいくらい
愛しいの。
　一生懸命にママ
にお話してくれて
ありがとう。ママ
もそーすけが帰っ
てくるの、待って
たよ！

ね、ね、ね

河口紘美／南アルプス市

　『楽しく靴下を投げながら遊んでおりま
す』。この何気ない一文に、夜を思う存分
楽しむことができました。
　今日はお母さん大学のイベント「はじめ
ての日を語る会」に参加しました。
　昼ごはんを食べさせ過ぎたのか、帰宅後、
嘔吐してしまった息子。用心のため、夜の
イベント（友だちの結婚お祝い会）はお留
守番。私が残って、パパだけで行ってもら
おうと思ったのですが、私のほうが親しい
友だちということで、私が行かせてもらう
ことになりました。
　後ろ髪を引かれつつ、泣きおさまった息
子に、何度も「言ってくるね」と言う私に、
「自分の後ろめたさを押し付けるな！ 行く
ならさっさと行ってこい！」とパパ。あ、
ごもっとも。というわけで出かけました。
　そんな中、届いたメールが『楽しく靴下
を投げながら遊んでおります』。
　実際どうだったかはわからないけれど、
思う存分楽しめました。メールの続きは
『ゆっくり最後ま
でお楽しみくだ
さいね。何時に
なってもオッケー
よ！』。
　息子にはパパを
しっかり見て育っ
てほしいな。2人
ともありがとう♪

パパからの
メール

岩根直子／久留米市

　10か月の息子は今、スプーンをポイッ
と落とすのがブームです。離乳食を上げる
時に、スプーンを持たせたらスプーンで食
べるんじゃないかと、淡い期待を抱きなが
ら渡してみると…。何が気に食わないのか
ポイッと投げ捨てます。拾って渡すとまた
ポイッと。落としたのが気になるようで、
身を乗り出して落とした方を見るのでまた
渡すと、またポイッ。顔はちょっと怒った
ようなドヤ顔です。
　親としては、モノが落ちるということを
息子が理解したことに感心。何度も何度も
同じことを繰り返せるようになったことに
も感心。私も面白
いので何度も拾っ
てやります。離乳
食を食べている
間、何十回も繰り
返します。そろそ
ろご飯手づかみデ
ビューを考えてい
ます。 

スプーンを
ポイッと

井上彩／久留米市

　子どもたちを寝かしつける前、夫に「今
夜はどうしてもすることがあるから起こし
て」とメールしておいた。案の定、寝落ち。
夜中、寝ぼけている私の手をひっぱって立
ち上がらせた夫が布団を見て言う。
　「あ、お母さんのかたちだ」。
　娘はおっぱいを飲みながら寝たそのまま
の姿勢で、そして息子は私が向けた背中
にぴったりくっついた位置で、そのままに
眠っている。私が立ち上がったあとも、私
のかたちがわかるぐらいに。半径50cmに
も満たない中に3人でくっついて眠ってい
たんだなあ。そう思うと愛おしく、そして
今しかないんだなあと、ちょっぴり切なく
もなった冬の夜。
　さあさあ、早く仕事は終わらせて、また
私のかたちの
中に戻ろう。
きっとぬくぬ
くの子どもた
ちが暖めてく
れる。

擦り傷、切り傷、
かっこいい！

内田恵理／横浜市

　元棚田だったキャンプ場。キャンプサイ
トが段々になっていて眺めがよいのが魅力
の一つ。その段差の草むらは子どもたちの
かっこうの遊び場。隣のサイトの子どもた
ちとも意気投合。追いかけっこが始まる。
　「裏山に猫の家があるんだ」とかなんと
か言って一緒に崖を上っていったり。娘も
一緒に上りたい！と勢いをつけて上がって
いくと、すっと手を出して引っ張ってくれ
るお友だち。遊ぼう！なんて言葉もなしに、
もう一緒に遊べるんだから子どもっていい
な。キャンプサイトも垣根がないけど、子
どもたちの間にも垣根がない。
　段々を利用し、子どもたちは芝滑りを楽
しみ始めました。初め、草で小さな切り傷
ができたときには「お母さ～ん、血～出た
～」と言っていた娘も、最後には膝小僧や
手のひらに一度にこんなに傷ができたこと
はないってくらいの切り傷、擦り傷。「すっ
ごいね、今日のたくさんの傷はたくさん遊
んだ証拠だ。かっこいいね！」と言うと、
得意げに、満足そうに微笑んでいました。
　小さい傷をたくさんつくってだんだん
強くなる。小
さい傷に負け
ない子に、そ
してオトナに
なってほしい。

お母さん大学購買部

さびしさ

松本優子／市川市

　最近よく同じフレーズを質問してくる、
わが家の3歳児。これまでも、同じフレー
ズの質問を3、4か月続けて繰り返すこと
が何度かあった。し尽くすと落ち着くみた
いで、パタッとしなくなる。なんだか心の
お薬みたいに、時々思い出したように同じ
フレーズ儀式をお互い楽しんできた。
　「おかあさん、きょうのおしごと、なん
じにかえってくる？」。答えはいつも決まっ
て「3時かな？」と言わされる。「3時か～」
（仕方ないなあという態で苦笑する）という、
掛け合いの「ネタ」みたいな感じ。
　ところが最近は重いテーマ。「お母さん、
わたろうが死んだらさびしい？」。身近に
訃報もあり、絵本でも人が亡くなる場面が
あった。「死ぬ」ということを、早くも意識
し始めたのかもしれない。「さみしいなあ」
と私が言うと、笑顔になる3歳。「じゃあさ、
わたろうがしんだら泣いちゃう？」満面の
笑みで問いかける3歳。そして必ずここで
おんぶしてくる。「泣いちゃうなあ」（まじ
めに考えた態で答える）。「そっか」ニコニ
コしてぎゅっと背中でセミになる。
　毎回この繰り返し。毎回はじめて聞いた
ように答える。儀式かな？。でも、なぜか
心の奥の涙の出る穴が、彼とつながったよ
うな感じがし
て、母はより強
く生きられる気
がする。
　そんな小さ
な、でも大きな
日常的ヒトコ
マ。君が大きく
なっても、忘れ
たくないなあ。

　　   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！


