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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。

ピカピカの歯

下沢えみ／松本市

　子どもの成長。毎日一緒にいる
からこそ、小さな成長にはなかな
か気づきにくい。
　そんな時、お母さん大学の仲間
や家族、友だちから「歩くように
なったね～」「お話が上手になった
ね～」「表情がいろいろ出てきたね
～」…。言われてみると、確かに
そうだっ！ 当たり前になっていた
子どもの成長を改めて実感させて
もらえる。うれしい声援に聞こえ、
母はウキウキ。
　これからも、周りの人に支えて
もらいながら、子育て楽しもう♪

うれしい
声援
吉富みな美／唐津市

雲が　　　　　
食べたい？
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/

娘の世界

中村あす香／鹿児島市

　　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！

　昼から雨が降って、家の近くの
山に大きい雲がかかっていた。「ね
え、ママ～、雲が食べたい～！」3
歳のコウはお腹が空いているのか、
山の方を見て真顔で言っている。
　「雲は味がないで～空気やもん」
と言っても、「じゅうじゅう焼いた
らいいで」とコウ。「フライパンで
焼くの？」「じゅうじゅう焼いたら
おいしいで～、やいてみいや～」。
　面白いから、おやつを食べた30
分後にまた聞いた。「ほんとに雲食
べるが？」「雲？　わからん～。雲
は辛いき、食べたらいかん」。
　お腹がいっぱいになったから、
雲に興味ないのかわからんけど、
辛いものになってしまった！

　こんな時間（深夜2時半）にパッ
チリ目を覚まし、お元気な様子の
ムスメとリビングで遊んでます。
回転とバックで自由自在に行きた
いところへ行けるからか…前へ進
むってことをしなかったムスメが、
数日前から前へ進むってことに気
づいたご様子。
　さっき、ついに腕を上手に使っ
て、ぐいぐいっと前進しました。
少し進んで、私の方を振り返りニッ
コリ。「みてた？」みたいな顔して
ました。
　見てたよー！　健気に前へ進む
ムスメに、勇気づけられる母で
す。よし！　明日もしっかりやる
ぞー！ 

お父さん・
お母さん
杉本真美／島田市

　みんなでアスレチック公園に
行った帰り、お土産コーナーで4
歳の長男。「恐竜のたまご」を買い
ました。何年か前に、次女にもコ
レ買いました。水に漬けると、た
まごから恐竜の赤ちゃんが現われ
るというアレです。
　以来毎日、日に何度も様子を見
に行き、「まだかなまだかな」と、
なんという熱い期待。こんな興奮
があるなら、400 円もよいではな
いか！と思いつつ、4歳は恐竜の
観察。私は4歳の観察。
　何日か経って恐竜が少しのぞき
出したら…待ちきれず殻を割っ
ちゃったぞ！4歳。
　口出しせずじっと我慢で観察観
察。このくらいで完了だな。とい
う大きさになって、娘（姉）たち
もそう教えているのに、水に漬け
続ける4歳。
　たまりかねて、この間尋ねた。
「もう、このくらいでいいんじゃな
い？」。
　すると、え？と驚きの表情で私
を見る4歳。え？  私なんか変なこ
と言ったかね？
　「もっと大きくなるでしょ？」と
4歳は言った。
　「もっとってどのくらい？」と言
いながら私は、4歳のほっぺとお
でこに、ティラノサウルス13m、
アロサウルス9m、トリケラトプ
ス9mと書いてあるのを見た。
　にわかに涙がにじむ4歳。わ！
どうしよう！13mまで待つつもり
なんだ！

恐竜の成長

松本優子／市川市

　　　　
？？？？？

前へ前へ
　　　　　　　
西村美香／鳥栖市

　幼稚園へ向かう車の中で娘が、
「今日はお家で遊ぶ」と幼稚園に行
かないコール。「明日は雨だから、
今日は幼稚園に行って遊んでおい
で」と諭してみるも、「いや、お家
で遊びたい、幼稚園行かない！」と。
　幼稚園の駐車場に着いて、「降り
ないもん、やだもん」と言う娘を
どうやって説得するかと考えてい
た時、先に来ていた年中の男の子
がやって来て、「みいちゃん、おは
よう！」とにこにこしながら声を
かけてくれて。
　途端に娘は、「おはよう～！」と
笑顔になり、自分でドアを開けて
車から降り、自分のリュックを慌
てて背負って、その男の子とうれ
しそうに手をつないで歩き始めた。
　園舎と駐車場が離れていて、大
人の足で5分の距離を、いつも急
き立て励ましながら時間をかけて
歩いて行くのに、今日はとても楽
しそうに2人でおしゃべりしなが
ら歩いて行く。母ちゃんは2人の
後をついて行くだけ。
　もうすぐ3歳だけど、まだ2歳
の娘が親の手を離れて、友だちと
楽しそうにしている姿を見て、う
れしい反面、複雑な気持ち。
　もうしっかり、娘は自分の居場
所をつくっている。こうやって少
しずつ自分の世界をつくって、子
どもは親から離れていくんだな。
　あと何年、母ちゃん母ちゃんと
言ってくれるだろう。今この時期
に、たくさん子どもたちと遊んで
おこう！

　娘小4。赤ちゃんの頃から「パパ」
「ママ」で育ててきました。私たち
も特に気にすることなく、今まで
過ごしていました。けど、先日友
だちと電話で「“お父さん”が買い
物から帰って来たら行くって“お
母さん”が言っているんだよ」と、
娘が会話していたのです！ 
　いや～、聞いている私がなんか
照れくさいような恥ずかしいよう
な…。それでいてちょっと淋しい
ような不思議な感じ。
　でもはじめて “お母さん ”と言
われて、娘の成長ぶりを感じたの
と同時に、ママ→お母さんにレベ
ルが上がった気がして、なんだか
気が引き締まるような想いでした。
　私の母力も、レベルアップしな
きゃね～。娘の成長に負けないよ
うに、“お母さん”がんばります！

　今年も父の日のプレゼントにア
ルバムをつくりました。松本に越
してきて1年。お姉ちゃん4歳、
妹1歳半になり、　ようやく慣れた
ような、まだまだ風土には慣れな
いような…。今、書き留めておき
たいことがたくさんあります。
　お姉ちゃんの最近の自慢はピカ
ピカの歯。「ねぇ、みて！ はがね
ダイヤモンドみたいでしょ？」「ダ
イヤモンド？　どんなだっけ？」
「キラキラしてるんだよ」って。
　ダイヤモンドなんて、どこで知っ
たのだろう。

イヤイヤ期

上坂紗絵子／大津市

　「イヤイヤ期」といわれる2歳に
突入した次女。昨日は夕食時にお
茶碗を床に落としました！
　「あっ！ ごめんなさいは？」と
私が大きな声を出していたときの
長女の一言。「割れなくてよかった
なー」。
　長女の言葉に、私も、そして次
女もハッとした顔をしていました。
今日はお茶碗を落とさないでいて
くれるかな。


