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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

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／ 1500 円（税別）
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／ 1300 円（税別）
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／ 2200 円（税別）
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／ 1000 円（税別）
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／ 2000 円（税別）
2000ｍℓ徳用パック／4400円（税別）
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

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。

　バタバタしていて気づかなかっ
たけれど、昨日が、娘の幼稚園最
後のお弁当の日でした。食べ終わっ
たあとみんなで、いつもお弁当を
つくってくれたお母さんへ、感謝
の手紙を書いたそうです。
　「いつもおいしいおべんとうをあ
りがとう」のメッセージと一緒に、
美味しそうなお弁当の絵が。昨日
コレ受け取って泣いたお母さんは、
きっと私だけじゃないはずです。
　ふりかけごはん、おにぎり、焼
き魚、にんじん、ブロッコリー、ソー
セージ、枝豆…と、娘の大好きな
おかずがいっぱい描かれています
が、私のつくるお弁当には、こん
なにたくさんは入ってなかったよ。
　いつも主食 + おかず2品 くらい
と、本当にシンプルだったよね。
それでも、親の想像以上にいろん
なことがあったはずの幼稚園生活
の中で、「ママのお弁当」が少しで
も応援になっていたとしたら、こ
んなにうれしいことはない。
　最初のうちは本当に試行錯誤で、
お弁当の本を買ってきて、美味し
くてかわいいおかずを研究したり、
適量がわからずに悩んだり。大変
だ～と思うこともあったけれど、
今ではそれもいい思い出。
　卒園式を来週に控え、ここのと
ころ「最後の○○」が続き、なん
だか毎日ウルウルしている気がし
ます。

最後のお弁当

厚海有美／横浜市

　週に１回、市内のスポーツ施設
へ早朝ヨガに通っています。併設
している公園には、ママさんたち
が小さな子どもたちとのんびり遊
んでいます。ヨガをやりながら、
園内を歩く親子の姿を窓から見て
いると、「いいな～」と微笑ましく
なることもしばしば。
　私も下の子を抱っこして、上の
子を公園で遊ばせていた数年前、
今の私みたいにヨガマットを片手
にスポーツ施設に入る人たちを見
て、うらやましく思えたなぁ。自
分のために体を動かし、自分のた
めに時間とお金を使える人たちが、
あの頃の私にはとてもキラキラし
て見えたものです。
　でも、子どもたちが小学生になっ
た今、仕事前にこうしてヨガに来
ている私。手をつないで歩く親子
や、タッタと先を走る子を追いか
けるママ、大荷物を肩に下げ、赤
ちゃんを抱っこしているママたち
を見ていると、「なんてキラキラし
てるの！」と思えます。
　あの頃キラキラして見えた世界
に今の私がいて、今の私には、あ
の頃の大変だった世界が輝いて見
える…。不思議だけど、本当の話。
　だからきっと先輩お母さんたち
は、いつの時代も「今だけよ～」っ
て言うんだろうな。
　ママの世界は、今も過去も、そ
して未来も、輝く世界。いつでも
どこでも輝いているんだろうなと
思ったら、やっぱり「お母さんっ
て幸せ」って思えちゃいます。

輝く世界

杉本真美／島田市

　兄6歳と妹1歳。兄は、妹と一
緒に遊びたいが、遊びたいモノも
遊び方も違う。遠慮なく突進して
くる小さい赤ちゃんにコワゴワ。
　妹は兄が大好き。兄が走ってい
るだけで、踊っているだけで、ギャ
ハハハと大笑い。クレヨンではな
く、兄の鉛筆でお絵描きしたい。
　絵本を読んで～と持ってこられ
ても、母は手が離せません。なん
ていう時に兄にお願いすると…。
読んでくれました！ おぉ、これは
素晴らしい&母助かる！
　でも、一冊を何度も「読んで、
読んで」されて、最後はちょっと
ウンザリな兄。それでも、兄にとっ
て妹は、「かわいいランキングで1
位になりそう」だそうで。一人っ
子の私にはうらやましい2人です。

兄と妹

山中菜詩／松戸市

　ごろんと寝たふりお母さん。娘
もごろんとし始める。しばらくご
ろんとしたり起きたりを繰り返し
…。私の顔の上に自分の顔を置い
て、スースーと寝息を立てる。
　お顔とお顔のミルフィーユ。
お腹でもいいのに、腕でもいい
のに…。ほっぺとほっぺがくっつ
いて、幸せだなぁ。

ミルフィーユ

吉富みな美／唐津市

　少ししゃべれるようになった息
子に聞いてみる。「ねぇ、たっくん
はどこから来たの？」。するとお空
を指差し「うまれた」と言ったので、
夫と2人、目を丸くして驚いた！
　うちにやって来た本当の天使。
お空から私たちを選んでくれた尊
い命。
　感謝の気持ちが込み上げてきて
ドキドキした。息子1歳 8か月。
嘘のような本当の話。胎内記憶を
語ってくれた、はじめての日。

胎内記憶

宮本愛／久留米市

　出産をしてからというもの、ほ
とんど化粧をしなくなっていたの
だけれど、先日、久々にアイシャ
ドーをつけていると、寄ってきて
「なんしよると？」と息子。
　「ん、キレイにしよるとたい」と
返事。するとパパにすかさず報告。
「ママ、お嬢さんになったよ」。
　それ以来、化粧をするたびに
思い出し、鏡を見てはニッコリ。
お嬢さんになる魔法をかけても
らってます。

お嬢さんに
なったよ
池田彩／久留米市

　もうすぐ長女の入園式。生まれ
てから24時間ずっと一緒にいた
が、そんな時間もあと1か月。
　なかなか離乳食を食べない。歩
かない、寝返りを打たない。トイ
レに行かない…と、その時々でど
うしたものかと悩んできた。
　けれども、今となれば笑い話。
もうその時は二度とないんだなと
思うと、胸がキュッとなる。
　悩みはずっとは続かないと周り
の人に言われ、そうはいっても今
は悩んでるんだよと、内心生意気
なことを思っていたが、過ぎた自
分には、その通りだよと言える。
　幼稚園まで、買い物をしてご飯
を食べて、遊んでお風呂に入って
歯磨きをして寝る…そんな普通な
ことを、大事にしていきたい。

長女との日

朏絢子／茅ヶ崎市

　チビ1歳7か月、チビ2号妊娠
4か月の最終週。来週から5か月
です。
　お腹もポコッと出てきて、自腹
かと思いきや、実家の母に「あら、
お腹出てきたわね」と言われて、
やっと自己認識。
　お風呂上がり。チビを着替えさ
せながらお腹を見せて「チビビ（チ
ビ2号のこと）いるよー。キミが
呼んでくれたチビビだよ」 と言う
と、ニコーッとして小さな手でポ
ンポンとタッチしてくれました。
　時々お腹に耳を当てるように
くっついてみたりもするので、「チ
ビビがいるのわかる？」と聞くと
ニコーッとします。
　以心伝心、赤ちゃんの交信があ
るのかもしれません。

お兄ちゃんだぞ

佐伯和代／大分市

　　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/　TEL045-444-4030

MJ記
者

MJ記
者

募集！募集！

＊送料は 200 円～。即日発送、

　プレゼント梱包も承ります。

Mother Journalist
全国のお母さん記者（MJ記者）が元気に発信中！ お母さんの視点で社会を見る百万母力のマザージャーナリスト

http://www.okaasan.net/


