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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。

＊送料は 200 円～。即日発送、

　プレゼント梱包も承ります。

　食べるのが大好きな娘。特に離
乳食が終わり普通に食べるように
なってからはお兄ちゃんの食べる
ものを同じように欲しがる。
　んー、悩んだ末あげてみる。そ
したらもう、満面の笑みで幸せそ
うに食べている。
　ある時、初対面のお母さんから
「いいおかおして食べるのね」と
言ってもらった。
　「いいおかお」っていうフレーズ
がなんかいいなと思って心の中で
繰り返してみた。「かわいいね」で
はなく「いいおかおね」って。
　その子の良さがどんどん引き出

されそうじゃ
な い？っ て、
親バカなだけ
かな（笑）。
　また明日も
いいおかお、
見せてね！

いいおかお

中野美江子／小城市

　生後3週間の娘。片方にだけ目
やにが目立つようになった。上の
子たちにはなかった症状。しかも
1か月も経っていない時期。退院
してからすぐに上の子たちの保育
所送迎やらに連れ出しているせい
かな。やっぱり無理をさせてるの
かな。母の心はモヤモヤ。
　お世話になっている助産師さん
に電話すると、「おっぱいを垂らし
て点眼してみて」とのこと。おっ
ぱいは天然の抗生剤らしい。
　小児科には行かずおっぱい点眼
で様子を見ることにし、数回点眼
した。翌朝、目やにはひとかた

まりだけに
なっていた。
　恐るべし、
おっぱいパ
ワー。そし
て、ありが
とう、おっ
ぱい！

おっぱい
パワー
山口奈緒美／川口市

怒ってばっかり
の日があった
小野川夏子／香美市

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/

　5歳のふうちゃん。「ママ！  わ
かったよぉ！  オモチャって、夜に
なったら箱から飛び出して踊り出
すんだって。ゆうくちゃん（2歳
の妹）がしよるんかと思ってたー。
ゆうくちゃんのせいにして悪かっ
た～」。
　今朝、「おもちゃのチャチャチャ」
の歌詞をようやく、ちゃんと理解
したらしく、世紀の大発見かのよ
うな喜びよう。
　あー、面白い。夜な夜な、お姉ちゃ
んが寝たあとに、お姉ちゃんのオ
モチャで遊ぶのが妹のお楽しみな
のだ。だから朝はいつもオモチャ
が違うところにあるのだ。ゆうく
ちゃんの仕業、うん、そっちが正
解なのだ。
　でも、私「そっかあー！　そう
だね！  スゴイ発見だね。そうよ、
オモチャ、踊ったり、オモチャ同
士で遊んだりして最後、ちゃん
と自分の箱に戻れなかったんだ
ねー」。
　ふうちゃん「うん、箱に入ろう
として、途中でズコーッて滑った
んだねー」。私「オモチャたちが、
自分たちの箱に帰りやすいように、
もうちょっと、オモチャ箱とか、
棚とか整理してあげたら？」。ふう
ちゃん「うん、そうする。なんだ、
なんだ。そういうことかぁ。ゆう
くちゃんかと思ってたよー。あは
はは～」。
　あははは～。今日も楽しいネタ
をありがと～！

ふうちゃん
チャチャチャ♪
中村泰子／朝倉市

　　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！

　私が言うこと全部イヤーッて叫
ぶんやもん。3歳の息子に怒って
ばっかり。怒ったあと、あーまた
怒ってしもうたと反省。
　テレビで、子どもはほめて伸ば
さないかんとか言いよったのに
なぁ。
　なんもほめることなかったなぁ。
怒られてばっかりいやよね。あ～
ごめんよ。毎日楽しく笑顔で過ご
したいのにね。
　お互いプンプン怒ったのに、翌
日は何もなかったみたいにニコニ
コ。あれ？　昨日のイヤイヤはど
こへいったんだろ？　子育てって
こんなんがずっとなのかなぁ。

　ゼッケン、前後ろ反対だった。
行進、2人をオンブ抱っこコンボ
だった。開会式、一人立ち上がり、
ウロウロしていた。徒歩、帽子を
投げて、スト。お遊戯、フライン
グゲットアンドターン、スト。レ
クリエーション、順番まで待てず、
コーンに腕を突っ込んで遊ぶ。
　もうキツイ。保護者の目が辛い。
後輩からもヒソヒソされそうでイ
ヤだ。そんな私をよそに、息子は
笑顔。ママ、楽しかったねー！  マ
マ、もう帰ろ！
　うん。帰ろうか。ふくれっ面の
私の手を取り、胸を張って進む彼
は、いつも頼もしい。 

　末娘の8歳の誕生日。数日前か
ら、「もう少しでとってもいい日が
来る！楽しみだな～」と満面の笑
みで言っていた。
　妊娠がわかった時、4人目とい
うことで本当に悩んだ。40歳とい
う年齢、育てていけるのかという
不安。3人の子どもの世話で精一
杯の生活で、4人目が生まれてやっ
ていけるのか。しかも夫は仕事で
ほとんど家を留守にする…。
　すっごくすっごく悩んだ末に「私
のところへ来てくれる赤ちゃんな
んだから、私ががんばらなきゃ！」
と出産を決めました。
　あれから８年。大変だったけど、
楽しかった。そして今も楽しい。
苦しいけど、お金も何とかなった。
　本当に幸せだと思える毎日。末
娘に感謝、子どもたちに感謝です。

娘の誕生日

田中清美／横須賀市

　昨日は久しぶりに3人でお布団
に入った。娘を真ん中にして歌を
うたいながら寝かしつける。
　すると突然娘が「パパにチュッ」
そして「ママにチュッ」って。
　そんな姿にたまらず、私は
ぎゅーっと抱き締める。そしたら
お腹の赤ちゃんがくるくるって動
いてる。お腹の赤ちゃんも、パパ
が帰ってきて喜んでいるのかな。

　4人で過
ごした幸
せな夜で
した。

お腹の赤ちゃん
も喜んでいる
森永亜希子／小城市

　これは何だろう。ピンクの豚？
猫？  他の動物？  耳はピンと立っ
てるし。でもしましまの体だし。
豚足ていうけど足が長い、しっぽ
なし。うた（小3）に聞いたら、「ブ
タだよ！」とのこと。
　豚かぁ。わからんかった、みた
いな話を宝（高1）にすると、「母
さん、うたは本物の豚を見たこと
がないけんさ」と言うた。
　「本物の豚はピンクじゃないし、
耳も鼻も違う。だから、自分のこ
れまで見てきたもので描いたんや
ろう。だんだん本物は違うってわ
かるようになるさ。それがリアル
じゃなくても、楽しく描けてるな
ら、今のうたの中では最高さ」と。
　ピンクの豚はかわいくて、とて
も素直な絵だったけれど。なるほ
どなぁ。これも深いなぁと思った。
本物を知ることも大事。でも絵を
楽しむことも大事。たくさんの情
報の中で本物を見つける。楽しい
ことを見つける。
　いろんなことにつながるなぁと
思った。ああ、面白い。日常生活
の見逃してる中に、子どもたちは
「スゴイ！」をちりばめている。

ピンクの豚

田川亜寿香／佐世保市

ふくれっ面の
運動会
古川由紀／伊万里市


