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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。

　お母さんになる前は仕事ばかり
していた私。季節の花を愛で、楽
しむことはほとんどなかった。
　でも今年は違った。坊やが生ま
れて初めて迎えた春を祝おうと、
せっせと花見に精を出した。桜っ
てこんなに儚くきれいで愛おしい
ものだったんだな、としみじみ。
　坊やは桜を見た時、風に揺れる
桜の花にくぎ付けだった。
　はじめてのお花見、おめでとう。
そしてありがとう。季節の移ろい
に気づかせてくれて、ありがとう。
　坊やと一緒に私もまた世界を新
しく体験できる。なんて幸せなこ

とだろう。
　お母さん
にしてくれ
て、ありが
とう！

はじめての桜

上原倫子／鹿児島市

　親の付き添いなしでわが子が外
を歩くということが、こんなにも
心配で不安でドキドキするなんて。
「ただいまー！」の元気な声を聞く
ことが、こんなにもうれしくてホッ
として愛おしいなんて。
　昨日は下校時刻10分前くらい
からソワソワして落ち着かなくて。
窓の外を眺めて待ち、娘がルンル
ンで歩いてくる姿を確認すると、
思わずニヤニヤしてしまいました。
　ちょっと前まで赤ちゃんだった
くせに、一丁前に一人で歩くよう
になっちゃって。まだまだランド
セルに背負われてる感じなのに、

私が連れて
歩いてる時
よりずっと
大きく見え
ました。
　今日も、
ニヤニヤし
て待とう。

こんなにも

厚海有美／横浜市
　週末の夜。洗濯物をたたんで、
小学校組の体操服と保育園組パ
ジャマをそれぞれ袋に入れておく。
たたんだ洗濯物を袋に入れながら、
3人分の袋を眺めるのが私の楽し
いひとときだ。「がんばってよかっ
た」と、一人でにやにやしてしまう。
　今年は長男が小学校に入学、三
男が保育園に入園と重なり、用意
するものがたくさん。袋ものが多
いが、4月の職場復帰を前に細々
と仕事を始めた私は忙しく、夜な
べしようにも目が開かず、子ども
たちと一緒に寝てしまう日々…。
　夫は見かねて「買えばいいじゃ
ないの」と言ったが、どうしても
つくってあげたくて、「これだけは
譲れない」と言い張っていた私。
　いよいよ明日が入園という前の
晩、眠い目をこすりつつ、三男の
パジャマ袋を縫い、シーツに名前
をつけてノックアウト。そして、
長男の入学式の前夜に、体操服袋
と上履き袋と給食袋を縫い上げた。
　長男が保育園に入った時からの
こだわり。「袋にはハハのエールも
縫い付けているから、何かあって
も、この袋さえあれば大丈夫！」
そんな思いを込めて、3人とも手
づくり＆名前を刺繍してきた。
　「また1週間行っておいで！  ど
んな1週間を終えて戻ってくるの
かな…」と想像しながら、昔の自
分を思い出す。私は、母の手づく
りの体操服袋と上履き袋が心の支
えだった。さみしくなったり不安
になったり、悲しくなったりした
時、袋を見るだけで元気になれた。
　今も支えになっているかはわか
らない。ハハの自己満足かもしれ
ないがそれでいい。だって「つくっ
てくれたの～」とうれしそうに受
け取ってくれた、その笑顔だけで
十分。今年もがんばってよかった。

ハハの
こだわり
松本茉莉／横浜市

＊送料は 200 円～。即日発送、

　プレゼント梱包も承ります。

　3歳の息子と、8か月の娘のママ
をしています。この4月から娘も
保育園に行くことになりました。
　そして娘は、だんだん慣れて泣
かなくなってきましたが、私はま
だまださみしい…。
　ママはさみしいよ～と心の中で
叫んだりして。家にいてもなんだ
か手につかない。やっとお迎えの
時間、と思って急いで保育園へ。
　もううれしかったのと、さみし
かったのとが混ざって、抱っこし
て顔を見たら、娘は、「あ、そう？ 
だからなんなわけ？」って感じの
クールな反応。そんな感じが4月
から続いています。

さみしいのは
私だけ？
小野川夏子／香美市

　自分の子育てについて考えると、
こんなんでいいんだろうかと思う
ことばかりだ。早くしなさい、ダ
メだよ、そんな言葉を投げかけて
しまう。自分の感情で怒鳴ってし
まう。自分の思うように事が進ま
ないと、心のどこかで子どものせ
いにする、などなど。
　虐待ってやつか？と、思う時も
ある。怒鳴って、怒って、急かして、
その直後に、こんなんじゃダメだ
と反省して落ち込む。でも夕飯の
支度をしながら思った。
　近所の公園、お祭り、咲き始め
た花々、気持ちよく晴れた日のサ
イクリング、珍しい雪の日の目が
痛くなるような散歩、真っ白な富
士山、世界遺産の神社や滝など。
いっぱいいろんなものを、その場
所に行って見てきた。そういうこ
とに関しては、腰が軽いほうだと
思う。
　果たして3歳の子に、何がわか
るのか、何が残るのか、なんて知
らない。でも、私が後悔しないよ
うに、行きたい所に連れていく。
　本当はプリキュアの玩具のほう
がうれしいのかもしれないが、テ
レビや本やネットではわからない
本物に出会う旅に、これからも出
かけていく。
　貧乏でも、一緒にいろんな所に
出かける時間を優先する。これが、
私の自信。今しかできないことを、
これからも自信を持ってやってい
こうと思う。

私の自信

朏絢子／茅ヶ崎市

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

http://www.okaasan.net/

　週末とっても天気が良かったの
で、娘の靴を一足ずつ洗いました。
保育園で散歩をしたり、園庭で遊
んだりするので、1週間でもすぐ
に汚れてしまうんだよね～。
　汚れたっていうのは、娘がたく
さん遊んだ証拠。ゴシゴシ洗って
いると汚れもとれて、なんだかう
れしい時間。
　毎週娘の靴を洗っていて思い出
すのが、小学生の頃の私。まだ小
学生の時は土曜日は半日学校だっ
たから、家に帰ったら家の前の小
川で上靴を洗っていたことを思い
出す。
　共働きで働いていた母との約束
だったなぁ。家に帰ったらすぐに
洗わないと、特に次の日に雨が
降ったら乾かないこともあるから、
いつも書道のお稽古前に洗ってい
たっけ。
　寒い日も雨の日も、私が小川で
洗ってるもんだから、郵便のおじ
ちゃんがすごく感心して誉めてく
れた。なんだかすごくうれしかっ
たのを覚えている。
　今日は母の日。母に感謝したい。
自分の靴は自分で洗うように教え
てくれてた母に、ありがとう。母
から教えてもらったことを、娘に
も伝えていきたいな。
　今はママがしていることを見て
てね。そしてもう少し大きくなっ
たら、自分でできるように教えて
あげられたらいいなっ。そんなこ
とを思う週末でした。

母へ感謝

森永亜希子／小城市

　5月5日は毎年恒例、夫と子ど
もたちとの登山キャンプでした。
私は生後4か月の末娘とお留守番。
　帰ってきたみんなからお土産話
を聞くと、一緒に行きたかったなぁ
と残念なうらやましい気持ちにも
なるけれど、キラキラした目で話
す一回りたくましくなった子ども
たちの様子がなんともいえません。
　夜中。洗濯をしていたら、二枚重
ねになった娘のタイツが出てきた。
山頂でのテント泊。寒くないように
二枚重ねて寝たんだなーと想像。す
ると面倒な洗濯も楽しくなってき
た。私の知らない時間に、子どもた
ちはどんどん成長するんだなぁ。

二枚重ねの
タイツ
池田彩／久留米市

　　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！


