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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。

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/

しゃべくり
騒音
福田博規／茨木市

雨が
降っていた

岡本京子／西宮市

　朝起きて、ごはんを食べて、子
どもたちと小学校へ行った。バレー
ボールで汗を流し、くたくたで、
お腹も空いて、お昼ごはんがおい
しかった。
　昼過ぎ、うとうとしてきた。ちょ
こっと子どもたちと昼寝。夕方買
い物に行き、夜、ごはんを食べ、
お風呂に入って、寝た。
　特別なことのない一日。いつも
のように、笑ったり、怒ったり、
泣いたり。のほほんと過ごした今
日。そして、明日が来る。
　テレビの向こうは雨だった。
　「当たり前であることが平和なの
だ」「たくさんの違う考えが、平和
への大きな力となることを信じて」
明日が来ると信じられることに感
謝したい。2014年8月6日。

　ウチの小5くん、寝てる時、ご
はんをほおばっている時、難しい
問題に出くわして思考が停止する
時以外はずうっとしゃべっている。
　学校でいつもの男子がああ言っ
たこう言った、自分はそこでこう
突っこんだ、廊下で女子にこんな
風に注意され、給食はカレーで３
杯おかわりした、じゃんけん、ちょ
きであいこ、ぐうで負けた…と、
今日一日のことやら、話している
最中に思い出したこと、頭に浮か
んだことやらを、とにかく口に出
さんと気がすまんようだ。
　まだ声変わりもしていないから、
声は甲高い。主たる話相手の妻も、
これまた非常によく声が通る。
　だからウチでは、きっちり扉を
閉めようが、ふすまをガムテープ
で塞ごうが、耳栓をしようが、布
団に潜りこもうが、とにかく2人
のけたたましいしゃべり声と笑い
声が、どの部屋にいても否応なし
に聞こえ続ける。とまあこういう
状況なのである。
　娘が期末テストの勉強中、一番
障害になるのが、問題集の難しさ
や課題の多さより何より、母・弟
のしゃべくりによる騒音で、ちょっ
と静かにせい！と注意したら、そ
の後３分ほどは少し声が低くなる
ものの、あとは元の木阿弥、ケタ
ケタきゃあきゃあの大騒ぎである。
　「オレ（＝弟）もお母さんも楽し
そうやから、しゃべらしといたげ
よ！  静かになったところで100点
とれるわけでもないし…」。中３の
娘は悟りを開いたような口調で言
うのである。

お母さんの
色鉛筆　　
山本妙子／高石市

　「子どもが使ってた色鉛筆です」
うれしそうに見せてくれた色鉛筆
は、何年前のものだろうか。
　手に取った色鉛筆をそっと握り
しめ、塗っていると、子どもが小
さかった頃のことを思い出し、お
母さんの顔は、どんどん笑顔になっ
ていく。
　12色全部そろった色鉛筆は、お
母さんの自慢。大切に大切に、今
も使っている。
　お母さんの色鉛筆は宝物。

　ちょこっと買い物に行った。息
子（そーすけ）と一緒に。
　手をつなぐ。息子、私を見上げ
てにっこり。ママ幸せ～。
　お目当ての部屋着を選ぶ。「ママ
かわいいよ、似合うよ」そんな風
に一緒に見てくれるのがうれしい。
　「ママ抱っこして」「あら、聞い
ちゃったぁ」近くで見ていたおば
ちゃんがニヤリ。
　「え～」と言いつつ抱っこ。ラブ
ラブだもんね～、いいでしょ～。
　「ママ大好き」んも～。こんなと
こでも愛の告白。「ママもそーすけ
大好き」ちょっと聞こえるように
言っちゃおうかしら。
　いいでしょ。ラブラブな時間。

いいでしょ

河口緩美／南アルプス市

息子の成長を
喜び合う幸せ
岩根直子／久留米市

　花火大会の帰り、ビビっていた
息子が一言「はなび、こわい！」。
　そんなこと言うんだ～。ちゃん
とわかってるんだ～。そんな成長
ぶりとかわいさを、夫と笑い合う
幸せ～。
　食事の時、皿に散らばったごは
んを夫が「集まれ～」と言いなが
らかき集めてくれるのが好きな息
子は、期待感たっぷりの目で私の
顔を見る。期待通りの「集まれ～」
に喜んで3人でニッコリ。あ～、
幸せ～。
　なんかね。息子の言動に対して、
同じように笑えるっていうのが幸
せなんよね～。息子さまさまだ～。

通知表

古川由紀／伊万里市
　娘は夏休みを迎えた。はじめて
の1年生。はじめての1学期。は
じめての終業式。
　終業式は早く帰ってくるのを知
らず、私が用事で出かけていたた
め、娘に長い時間、一人でお留守
番をさせてしまった。
　やっとのことで帰ると、涙目の
娘。さみしかったろうな。はじめ
ての通知表、早く見せたかったろ
うな。ぎゅっと抱きしめる。
　通知表をのぞく。スゴイ！ 全部
○がついてる。がんばっていたん
だね。少し今の通知表に面食らっ
たが、最高評価のようだった。
　今朝はもう「なつのとも」も、
音読も、読書もすべて終わらせて
しまったらしい。親のほうがビッ
クリ。ほんと、スゴイなあ。

　夕食もお風呂も終わり、兄妹で
わいわい遊ぶ声を遠巻きに聞きな
がら、髪をブローし終え、リビン
グへ戻ってきました。
　そこで私の視界に入ったのは、
なななんと、子どもを見ずに、ス
マホを見ている主人の姿でした。
　これは大チャンス！ すかさず、
極めて明るいトーンで、お茶碗洗
いと子どもの爪切り、どっちがい
い？と尋ねると、にやにやしなが
ら爪切りを選択してくれました。
　二択で提案大成功！  億劫な茶
碗洗いも気持ちよくできたし、爪
切りも主
人にして
もらえて、
ラッキー
でした。

二択で
提案
奥永菜穂子／久留米市

はじめての
ハサミ

中村泰子／朝倉市

　ハサミに目覚めた2歳次女。
　好きだ！この一生懸命な顔。集
中している顔。
　いろんなものを切り刻み、あち
こちに紙吹雪が落ちてますが、良
い！さあ！切るんだ！思う存分切
るんだー！
　で、延々
1時間は切
り続けて
いた真夏
の夜。

野球観戦

萩尾かつら／佐賀市

　息子とのはじめての野球観戦。
　あんなにアツイ！球場。大きな
歓声。ぬぅっと吹く生ぬるい風。
米粒みたいに小さく見えるたくさ
んの人！  空高く吹き上がるジェッ
トバルーン…。
　息子の目に映る、たくさんのは
じめてのもの。
　どんな顔してるのかな。何を見
ているのかな。そんなことが気に
なって、息子ばかり見ていた。
　息子とはじめての野球観戦。

　　　  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
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募集！募集！

で


