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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。

お母さん大学購買部

　保育園に迎えに行った帰り道。夕暮れで
柔らかなピンクに染まった雲を見ながら、
息子に「きれいだね～」と言った。すると、
「ありがたいね～」と息子。はじめて聞い
た3歳児の「ありがたいね～」の響きがや
さしくて、「ほんとだね～、ありがたいね～」
としばらく私も一緒に言ってみる。
　自宅に着いて車のドアを開けると、チャ
イルドシートで寝ていた娘が起きる。泣こ
うか、どうしようか…。そんな気配。
　すると息子が「おにいちゃん、ここだ
よ！」と声をかける。娘も声がする方をきょ
ろきょろ。2人の目がぱっちり合って、息
子が「ふふふふ」と笑うと娘もにっこり。
そんな娘を見て、息子はまたにこにこ笑っ
た。2人ともものすごくかわいいなあ～。
　一緒にいられる時間が穏やかで、今日も
無事一日を終えられた幸せを思う。
　ずーっと
ずーっと、
この毎日が
続きますよ
うに。そう
祈った夕暮
れ時でした。 

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マザージャーナリストマザージャーナリスト

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

穏やかな夕暮れ

宮下彩／筑紫野市

　今日は息子に、一日私の予定につきあっ
てもらった。おかげで疲れたのか、帰宅後
は、よく泣く。よく泣く…。
　そんな息子を抱っこして、「ごめんね」
のギュー。なんだか今日は私もいっぱい
いっぱいで、「つきあってくれてありがと
う」と思えなかった…。
　いつもなら、多少泣いていてもお構いな
しでしてしまう夕食準備。でも今日は…特
別に、息子のそばにお鍋を持って行って夕
食の準備。せめて少しでもそばで、という
気持ちで。
　すると…お鍋の持ち手をニギニギ遊び始
めた。さらに、大根をおろす音に合わせて
足フリフリダンスもスタート！
　そんな息子
を見ていて
思った。「あ
りがとう。明
日 は、 少 し
ゆっくり過ご
そうね」。 

ありがとう

萩尾かつら／佐賀市

　「仕上げはお母さん」。うちの子はみんな
素直に歯磨きをするし、仕上げ磨きも嫌が
らない。自分はとっても歯磨きを嫌ってい
たので、そんな子どもたちはすごいと思う。
　おひざにゴロンと仰向けになって、交替
で私も一緒に磨いてもらう。子どもなので
加減がわからず、痛かったりもするんだけ
ど、おかげでお互いやさしいブラッシング
ができている。
　たまにテレビで仕上げ磨きをすごく嫌
がっている子を見ると、痛いんじゃないの
かなと心配になる。それくらい、やさしく
時間をかけてやっているので、子どもたち
は全員歯磨きが大好きで、仕上げ磨きの順
番待ちをする。
　まずはお姉ちゃん。「ママー！」と言っ
ておひざにゴロン。次はお兄ちゃん。「仕
上げはお母さん～♪」と歌いながらゴロン。
今日は末っ子も、並んで待っていた。
　お姉ちゃん、お兄ちゃん、2人が終わっ
てから満面の笑みでゴロン。最後は3人並
んでハイポーズ！
　末っ子ちゃ
ん、ピースが
トゥースに
なってるよ
（笑）。今のと
ころ、全員虫
歯なしです。

順番待ち

古川由紀／伊万里市
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　歩けることが、うれしくて楽しくて、た
まらない娘１歳。段差や傾斜に好んで上が
り、光る看板、自販機、空き地のロープ、
落ちている飴の包みに空き缶…と、目の前
にあるモノすべてに触りたいさかり。抱っ
こで歩けば5分の道を、30分近くかけて
帰宅するようになりました。
　「寒い～、おなかすいた～、帰ろうよぉ～」
と言いながらも、この酔っぱらい歩きを見
られるのは「今だけ今だけ」と、毎日一緒
に歩いてしまいます。
　真冬の夜７時過ぎに外を歩く１歳児はほ
とんど見かけないからか、道行くおじちゃ
ん、おばちゃんに、「あらら、寒くない～？」
「自分で歩くのね、エライわねぇ」などと
毎日声をかけてい
ただいています。
　6歳兄に、「大
樹もこうだったん
だよ」と言うと、
「そうなんだぁ～、
こんなにかわい
かったんだぁ～」
ですっ て！　

保育園と家が
遠くなった

山中菜詩／東京都

なぜ起きる？

阪上由香／福岡市

　次女5か月。添い寝でおっぱいをあげて
寝かしつけ、さて明日は休み。パパは飲み
会…今日は夜更かし。「自分時間を楽しも
う！」と思ったのに。
　娘よ、なぜ
起きる～（ア
チ ャ ー）！　
まだ30分しか
経ってないよ。
　再度、挑戦。
やっぱり起きる
～。しょうがな
い。一緒に寝ま
す。

レシピの最後に

村本聖子／韓国

　子どもたちとお菓子づくりをしました。
リンゴのパウンドケーキとチョコレートマ
フィン。各自作業分担。計る係。混ぜる係。
リンゴを切る係。
　作業をしながら、次男がレシピを読み上
げていました。①はかる、②まぜる、③り
んごをいれる（中略）⑧やく。確かレシピ
にはここまでだっ
た気が…。
　「⑨おいしくたべ
る」を付け加えニッ
コリ。
　部屋には甘い香
りと笑いがいっぱ
いでした。 

ふうちゃんの
背中

中村泰子／朝倉市

　お迎えの時、幼稚園の先生が報告してく
れました。「ふうちゃん、補助輪なしで自
転車乗れるようになりました～！」。
　えー？　いつの間に？　ウソぉ？　真相
を確かめるべく、自転車の補助輪を外して
公園へ。
　最初のスタート、勢いをつけられず、前
にスーッと進みません。両足をペダルに乗
せては傾き、乗せては傾きで、ガチャン！
そして、そのまま転倒。
　「あ！ふうちゃん、だいじょー…」駆け
寄ろうとすると、サッ！と起きて膝小僧を
パンパンはたいてまた挑戦。私の方なんて
チラリとも見ません。うまく乗れないこと
を何かのせいにしたり、人に甘えたりしな
い「乗るんだ！」という真っ直ぐな姿に、
どんどん胸が熱くなってきます。
　冷たい風がものすごく強く吹いていまし
た。でも、ちっとも寒くなんかありません。
私は、ずっと、ふうちゃんを見ていました。
　そして、ビュ～ン！！と、風がまた強く
吹いた時、（風さんも、ふうちゃんを応援
して、背中を押してくれたのかな？）ふう
ちゃんは、上手に自転車をこぎ出しました。
　私「やったあ！ふうちゃーーん！す
ごぉーーい！すごいよー！」今度こそ駆け
寄って抱きしめようとしたら、ふうちゃん
は、自転車が楽しくてたまらないのか、も
のすごい勢いでコキコキコキコキ自転車こ
いで、ずんずん遠くへ漕いでいってしまい
ました。
　風さんと一緒に、グルグル、グルグル公
園を走っています。ちっとも、こっちを見
やしません。
　「あはは。あはは、あははは、あはは」
ふうちゃんの背中を見ながら、笑っていま
したが、いつの間にか泣いていました。
　小さな赤ちゃん
だったのに、もう、
私はあなたの背
中を応援するだけ
で、こうやってど
んどん前に進んで
いけるようになっ
たんだね。大きく
なったねー。すご
いねー。 

　　   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。
　 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！


