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＊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。

めにめにお母さお母さんの笑んの笑顔のた顔のためめ

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。

　「もういい！ママなんてだいっきら
い！」。ちょっとしたことでへそを曲げ、
バーンと勢いよくドアを閉めて部屋を出て
いった姫様。「ふん、勝手にしろ！」と私。
　数分後。そっ…とドアが開いたので目を
やると、プリキュアの姿が！  思わず「う
わあぁぁー !?」と叫ぶと、ケッラケラ笑っ
て大喜びのキュアメロディ（古）。
　もぉ～、ずるいって、そういうの（笑）。
　「あ、わすれものした」と出て行き、再
び戻ってくると、顔変わってるし！ しかも、
なんだそのポーズは、ゾンビか！
　あー、今年も退屈しない一年になりそう
だな。

百万母力の
お母さんの視点で社会を見る

親孝行

鈴木牧子／川崎市

「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/

プリキュア
現る

厚海有美／横浜市

　今朝、中2の妹ヒメカがなーんか元気な
くて、なんか言いたそうにしているので聞
いてみたら、「アニキ水（すい）入れを割っ
ちゃった…」としくしく泣きながら告白。
　解説：アニキは水を飲むので麦茶ポット
に水を入れ冷蔵庫に入れている。それをわ
が家では「アニキスイ」と呼び、飲むとき
はアニキの許可を得る。あまり洗わない麦
茶ポットなので私は飲まないが、カルピス
の時に子どもたちの間ではよく活用されて
いる。
　その麦茶ポットを、イライラ任せに投げ
つけたら割れたらしい。イライラして物を
投げるのは、私もよくやるのでエラそうに
言えないから、まずはやさしく話を聞く。

「んで、その割れたアニキ水入れはどこに
あるん？」。
　ヒメカの学校のかばんの中から出てき
た。なぜにそこー？？？？？？？？？？？

「見られたら恥ずかしいから…」。
　話を切り出せなかったら、学校に持って
行くつもりだったんか？？？？？？？？？
　その行動がおかしすぎて笑っちゃうよ。
怒る気力もなく、ハグで解決。
　新しい麦茶ポット代は、ヒメカのおこづ
かいから出すと言い、アニキもそれでいい
よというこ
とで、一件
落着。
　うちの子
好きだなー
と、朝から
バカ親気分
です。

ヒメカの告白

安田歩／神戸市

トントン

西村美香／鳥栖市

　先日、息子を寝かせるときに、笑いなが
ら「もう赤ちゃんじゃないけん、トントン
せんでいいよ。してもいいけど」と言われ
ました。
　無意識にやっていたトントン。妹が生まれ
て、お兄ちゃんって自覚が出てきたのかな。
　その日の夜
は、してもい
いよ～のお言
葉に甘えて、
トントンし続
けました。
　お願いだか
ら、もう少し
トントンさせ
てね～。

　12月22日に無事、女の子を出産いたし
ました。約1週間の手厚い助産院生活を経
て、熊本の実家に居候中。
　上の子たちの世話も含めて、母親のあり
がたさをひしひしと感じ、私も孫が生まれ
たら同じようにしてあげようと、心に誓っ
ている日々です。お母さんって、ほんとに
いつまでも続きますね。
　退院してからも産後ブルーで、知らず知
らずに涙を流したりする日が数日続きまし
たが、ようやく体力も気力も戻ってまいり
ました。
　赤ちゃんの名前は一花（いちか）。じーっ
と見ていると、数秒の合間にコロコロ表情
が変わります。ほかにはない、たった一つ
の命の花。その花は、何も言わなくても周
りを幸せにする力があります。
　いくつも変化する表情は、すでにこれか
らの人生の道を知っているみたい。ニヘッ
と笑う顔がお似合いですよ。
　たくさんた
くさん笑って
泣いて、あな
たにしか歩め
ない道を。
　力いっぱい
応援させてく
ださい。これ
からどうぞよ
ろしく！

産後の母より

池田彩／久留米市

　冬休み、 一人で私の実家に泊まりに行っ
た長男。おじいちゃんと近所の温水プー
ルに行き、夜は息子を真ん中にしておじい
ちゃん、おばあちゃんと3人で寝たという。
　その話を聞いて、胸がキュンとしました。
　いつからか、父と2人で出かけなくなり、
いつからか、親とは一緒に寝なくなった私。
　それを今、息子とおじいちゃん、おばあ
ちゃんになった両
親がしている。
　息子が私の代わ
りに、親孝行して
くれているのかな。
　自分でもちゃん
と、親に感謝しな
いとですね。

お母さん大学購買部

　事がスムースに進まないと、イライラし
たり悲観的になったりしやすい私です。子
育てしていれば、なおさらのこと。だいぶ
割り切れるようになりましたが、「できな
い」自分を責めてしまうんです。
　「できなかったこと」より「できたこと」
に目を向けられるようにと意識はしていま
すが、それがなかなか難しい。
　そんな私の師匠は、子どもたちです。
　先日、6歳の長男が「幸せなら手をたた
こう♪」と歌い始めました。そのリズムに
つられて手を叩いた私。
　「幸せなら足踏みしよう」「幸せなら…」
と繰り返し歌っているうちに、なんだか本
当に幸せな気持ちになってきて、さっきま
でのモヤモヤ
感がどっかに
行ってしまい
ましたとさ。
　子どもたち、
スゴイね。

幸せなら

松本茉莉／横浜市

　長男4歳。朝起きたら「ヒゲがある！」。
とよく見ると、ボールペンで書いた感じ。
　ふうむ。確認すると、はにかんだような
顔でうなずく。前夜、お絵描きの折、自分
で描いたらしい。自分で描いたのなら…と、
今日はそのままの顔で、パパ＆姉たちと外
遊び倶楽部に行き、友だちと思いきり遊ぶ。
　お風呂で母は、あごをなでなでゴシゴシ。
すると「とるの？」と長男。「あれ？とら
ないの？」。
　パパが好き
だから真似し
たそうな。ずっ
と真似してお
くつもりだっ
たらしい。そ
のこと教えた
いから、パパ
早く帰って来
ないかな～。

パパが
好きだから

松本優子／市川市ごほうび　

川瀬仁美／春日井市

　娘が突然ささやく ｢ママ、大好きよ｣。
　気づけば、かれこれ2か月も続いていま
す。しかも毎日、シャワーのように降って
きます。
　娘の大好き！のあと、私 ｢ありがとう｣。
娘「オッケー！」のやりとりがお決まりに
なっていて、「ママも大好きよ」なんて答
えると、「なんかちがう！」となぜか怒ら
れます。
　ちなみに、
この大好き
のシャワーが
浴びられるの
は、私と主人
だけです。
　今だけのご
ほうびかな。 

牧子


