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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。

　今日も一日フルコース！ 児童館
2館をはしご→公園→実家で天ぷ
ら夕食＆お風呂→妖怪ウォッチ→
帰宅。春休みは毎日が、だんご（三
人息子）たちとの戦い。どれだけ
やつらを動かし、走らせ、いつも
通り夜7時半に寝かせるかが勝負。
　家にいると、やれお腹空いた～！
やれビデオ見る～！　挙げ句の果
てに、くだらないことでケンカの
嵐。そうこうするうちに私の声も
だんだんデカくなり、ポリープで
もできそうな勢い。イライラしっ
ぱなしなので外へ出る。
　広～い公園でだんごたちは元気
に走り回る！遊具のあるところに
はめったに行かない。なぜなら、
親が付いて回らなければならない
ので面倒だし、「そこは危ないん
じゃないかなぁ？」などと余計な
口を挟みたくなる。何より、順番
を抜かした、ちょっと押した、滑
り台を下から登った…なんだかん
だと謝り放題で、私のほうが体も
気持ちも疲れ切ってしまうから。
　それよりも、虫探し、基地づく
り、木登り、水たまり遊び、そし
てただただ走る！やつらは裸足で
延々と遊んでいる。こっちのほう
が断然楽だし（私が）、ケンカも少
ないし（たまにする）楽しそう。
「ザ・昭和！」な石井だんご三兄弟
は、今日も8時には撃沈し、私も
ヘトヘトで一緒に寝てしまう日々。
これは、勝っているんだか、負け
ているんだか？　まぁいいや。
　私の左には、だんご1号。右には、
だんご2号。お腹の上には、だん
ご3号。肌質からいうと、さしず
め、左にどら焼き、右に大福、上
にマシュマロ。甘い幸せの中で無
事に一日が終わったことに感謝し
つつ、今日も寝ます。おやすみな
さい。あー疲れた。

だんごたちと
勝負！
石井洋子／川口市

　4歳の長女ふうちゃん。最近、
漢字にとーっても興味津々。車で
移動中、窓から見えた漢字をメモ
紙に書いて楽しんでいます。
　ス、スゴイ！
　親バカですが、そういうこと
が、できる、できないというよ
り、そういうことを楽しめるふ
うちゃんが、スゴイなあと感
心します。私が 4歳のときは、
ボーーーーーーーッと外を眺めて
ただけな気がするけれど。
　おうちでも、味ポンのラベルを
ジーーーーっと眺めて、ミツカン
のラベル（3本下に丸がついてい
るもの）を書こうとしていました。
　思わず「それは、漢字じゃない
よ」と言ってしまったけれど、あー、
後悔。いいではないか、それだけ
注意していろいろ観察している時
期なんだし、どうせいつかは「あ、
これは漢字じゃなかった」と自分
で気づく日がくるわけで。
　ミツカンのラベルを一つ覚えた
ところで、何の害もない。私なん
て何十年と味ポンを使ってきたが、
ミツカンのラベルを思い出せな
かったし、こんなにシゲシゲ味ポ
ンを眺めたこともない。そっちの
ほうが、もったいない気がする。
　ふうちゃんが、今しか見ること
のできない世界を、私が邪魔して
はいけないなあ。
　そして、森永のラベルを見なが
ら、ふうちゃん「これも、漢字？」
と聞いてきた。
　よし、先ほどのこともあるので、
「そうよ」と言うと、ふうちゃん「嘘
ばっかし。これ、漢字じゃないや
ろ？」とのこと。
　あははは。私、試されてた～。
　だよねー。さすがに、どう見て
もこれはエンゼルだよね。侮れな
い4歳。

漢字に
興味津々
中村泰子／朝倉市

　息子4歳。最近、夜のバタバタ
の時に私が急かしたり注意したり
すると、こんなセリフが始まる。「お
れ、ちょー（今日）おとうさんと
ねる！」「おかあさんとはいっしょ
にねてやらんもん！」。
　枕をずりずりと夫側の布団に
持っていって、本格的に離れて寝
る。頭をなでたら、ぷいっとそっ
ぽを向いた。はいはい、お母さん
は寂しいです。とも思うけど、何
だか笑いが出てきちゃう。「おれ」
くんの最大限の強がり。お母さん
と一緒に寝てやらん！
　かわいいなぁ。マイペースな息
子にちょっとイライラしたりもし
たけれど、途中からおかしくてお
かしくて、こんな強がりは今だけ
だなぁと、ひとりにやけた夜です。

最大限の
おれの強がり
宮下彩／筑紫野市

　電気を消して、家族5人、窓の
外を見る。
　ピカッ！
　「わっ、ひかった！」…。ゴロゴ
ロゴロ…。
　1歳の長男は私の膝に乗ってき
てちゅっちゅ（おっぱい）し始める。
5歳と3歳のお姉ちゃんたちは窓
にかぶりつき。
　それを見つめる夫が、「幸せだ
ねぇ」とぽつり。
　書き留めておきたい。こんな夜。

雷の夜

打海可奈子／川口市

　パソコンに向かっていたら、息
子が「ハイチーズ」と言って、カ
メラを向けてきました。私を撮ろ
うとしてくれているのですが、レ
ンズは下を向いてるね。でも必死
に撮ろうとしてどんどん上がる肩。
　かわいいなぁ、幸せだなぁ。こ
んなに一生懸命に私を撮ろうとし
てくれるのは、息子だけだろうな。
　あっ、「一緒にあそぼ～」って、
お母さん登りが始まりましたので、
息子と遊んできます！

幸せな時間

福田重満子／佐賀市

　寝る前、娘のこのセリフを聞く
とホッとします。
　今日は友だちとそのきょうだい
も一緒に4人で6時間遊びました。
異年齢の子どもたちが遊ぶ姿は、
見ていて面白く、また微笑ましく
て、私も楽しかった。
　おまけに、娘が「今日は美里ちゃ
んと美里ちゃんのママと友だちに
なれてよかった」と話していたと、
ママさんからメール。私もお友だ
ちにしてくれるなんて、感激です。

あーきょうは
たのしかった
松村宏美／松本市

　「やさしいひとだな～」と息子。
　買い物をして、娘を前に抱っこ
したまま、カートにたくさん荷物
を乗っけて店の入口から離れたと
ころに置いた車に息子と戻ってい
る時のこと。外にいたお店のおじ
さんが、さりげなく「片付けるから、
カートはそこ置いたままでいいよ
～」と言ってくれました。私も遠
慮することなく「ありがとうござ
います。助かります」とお願いし
ちゃいました。
　やりとりを見ていた息子が、冒
頭の言葉を、笑顔でボソッと言い
ました。
　息子が人のやさしさを感じるこ
とができることにびっくり！ 息子
の成長とおじさんの言葉で、ダブ
ルでうれしい気持ちになりました。

ダブルの
うれしさ
西村美香／鳥栖市

＊送料は 200 円～。即日発送、

　プレゼント梱包も承ります。

　春休み終盤。暖かな日差しに誘
われて、四男と自転車で近所を散
歩に出かけました。村社でお参り
し、図書館で本を借りる。ちょっ
と足を伸ばして駄菓子屋さんで冷
たいゼリーを買い、自転車に乗り
ながら食べる。
　帰宅して家の中にすぐ入ってし
まうのはもったいないくらいの、
いいお天気。
　そうだ！飲みかけのノンアル
コールのビールと、駄菓子屋で買っ
たおつまみイカを外で食べよう！
　四男も玄関の階段にちょこんと
横に座り、一緒にイカを食べ、そ
して一言。「いいね。こんな生活」。
　うん！ 絶対いい！ 穏やかな午
後、この言葉が心にずっと響いて
いました。

いいね。
こんな生活

城川理恵／富山市

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
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