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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。

311 TAKE CACT OION PRPROOJECCT

お申込み
TEL045-4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/

娘の足癖

吉富みな美／唐津市

　本の上に乗り、リモコンの上に
乗り、テーブルの上に乗り、しま
いには机の上でジャンプして…。
　これはちゃんと怒るべきと思い、
叱るが、本人は笑っている。
　どうしたらいいんだろう…。
　ふと自分の行動を振り返ると、
ついつい足で扇風機を止めたり付
けたり…。
　あっ、これか！ 
　私が娘の足癖を悪くしていた。
まずは、自分の足癖を直さないと。
子どもはしっかり見てるんだな～。

夢に向かってがんばっている自分に乾
杯！ 夢を描きお母さん大学に入学し

てくれた方の中から 1 名様にいつでもど
こでも飲めるアルコール 0.00%のノンア
ルコール・ビールテイスト飲料「キリン
フリー」（写真）（350ml 缶 24 本入 1 ケー
ス）をプレゼント！ 車の運転前や妊娠中な
どアルコールが飲めないときや、行楽などの
さまざまなシーンでお楽しみいただけます。
●キリンビール（株）横浜支社提供

　「おかあさん、おいしいねぇ！」。３歳になったばかりの息子がニコニコ
しながらそう言うと、自然と私の顔もほころびます。
　育休を終えたばかりの頃は、思い描いたワーキングマザーとはほど遠い
自分に自信喪失。家事と育児の狭間で、迷いと悩みと罪悪感の苦しい日々。
そこから抜け出せたのは、息子とのごはんの時間のおかげでした。
　慌ただしかったごはんの時間を、息子とじっくり向き合う「親子のスペ
シャルタイム」に変えたのです。息子のかわいい仕草やもりもり食べる姿
に喜びを感じ、それが私の気持ちを前向きにしてくれました。親子で一つ
の食卓を囲むことは、お母さんのチカラになる。私は今、確信しています。
　親子の笑顔が輝く日々を「食卓育児～食卓から始める子育て～」で応援
したい！ それが、私が抱く夢です。

親子の笑顔が輝く日々を
食卓育児で応援したい
　　  　　（佐藤悦子／北名古屋市）

　夏休みが終わりました。海の日
に行った山のキャンプに始まり、
私の実家を拠点に鎌倉・茅ヶ崎・
横浜辺り。先々週は沖縄の石垣島
にも行った！
　どこかに出かけ、楽しければ楽
しいほど、私や夫は「帰りたくな
いねぇ～」。帰宅後は「帰ってき
ちゃったね…」。
　ところが小2の長男は、狭いト
イレから一言、「あー、やっぱウチ
が一番ホッとする」。
　自分の事は棚に上げて、何だか
すごくうれしくなりました。

ホッと
するね…

太田恭子／太田市

吹奏楽部
始めました

松本優子／市川市

　こないだまで赤ちゃんだと思っ
ていたら小学校に入学。あっとい
う間に5年生で、吹奏楽部でクラ
リネットを吹いている長女11歳。
　今年はなんと、私も役員をさせ
てもらって、普通の親っぽい活動
にもチャレンジ。
　私は中高とも吹奏楽部だったし、
今もミュージシャンだし、音楽も
吹奏楽も大好き！
　というわけで、時々朝練に乱入。
一緒に吹いています。そこでは、
子どもたちの感性の瑞々しさに保
護者も一緒に感動、驚喜。「吹奏楽
部保護者ブログ」を始めました。
http://s.ameblo.jp/mamasui/
　数か月経ってわかったことは、
私の頭の中身は、保護者よりも子
どもたちに近いということ。ほか
のお母さんたち素敵です。勉強に
なるなあ。

　手から手へ。息子の小さい手か
ら私の手へ。
　最近「はいどうぞ」ができるよ
うになってきた息子。私の手のひ
らの中に物を入れて楽しんでいる。
　地面から拾った石ころも、びり
びり破って小さくなった新聞紙も、
息子の小さな手から私の手へのせ
てもらうと、特別なものに変わっ
た気がする。息子の不思議な手。

手から手へ

萩尾かつら／佐賀市

世界を
手に入れた

宮下彩／上益城郡

　娘、1歳 2か月。文字通りのよ
ちよち歩き。尻もちをついては自
分で起き上がり、こけては起き上
がる。スロープはハイハイでよじ
登り、降りるときは滑り台よろし
くずりずりっと体全体を使う。
　興味のあるものがあると、ずん
ずんお構いなしに行ってしまう。
　でも私が手を広げて呼ぶと、にっ
こり笑ってバンザイをしながら歩
いてきて、ぎゅーっとくっついて
きてくれる。
　靴の用途も覚え、玄関に行って
は手に取り、自分で履こうとする。
履けなくて私に「あい」と差し出
し、自分の足をぴょんとあげて「は
かせて」アピール。履かせると外
へ出たくなり、ドアを指さす。
　自分で歩いて行けることが新鮮
で、楽しくて、世界を手に入れた！
という感じ。行きたいところに行
ける幸せを全身で表わしている。
　娘といると、お父さんもお兄ちゃ
んも、そしてもちろんお母さんも、
笑顔に。いつの間にか当たり前に
なる「歩ける」ということ。家族
全員で、存分に楽しんでいる。

失態…

仲道貴美子／鳥栖市

　ドラッグストアで買い物。次男
をカートに乗せ、クーポン券を印
刷しようと操作していたら、すぐ
そばの本を見たくてよじ登って
カートを降り始めている次男。
　おっとー！ じゃ近くで見てい
いよと本に近づけたら、表紙をビ
リーッ。はーい、買い取り。ちょ
うど長男の好きな「幼稚園」て雑誌。
読みたかったんだよね。めくろう
としただけだよね。近づけたお母
さんも悪いしね。破ったらダメよ！
と怒ると神妙な顔で頷く次男。し
かーし、わかってんのかー !?
　長男は、よく泣くけど、やさし
くて几帳面。こんなことしなかっ
たな。
　やんちゃすぎる次男になかなか
思考がついていかない。このくら
いなら大丈夫よね、を見事に裏切っ
てくれる。
　昼に行った公園ではジャングル
ジムにどんどん登って3段目で踏
み外して落ちそうに！ とにかく、
目が離せない。なかなか鍛えさせ
てくれるわ。お母さん、がんばり
ます！

お手つないで

森永亜希子／小城市

　切迫流産で入院していた頃、娘
は実家にお世話になっていました。
その時、娘と母は、お散歩に行っ
たり、何かをする時には手をつな
いでいたようで。
　母が娘に教えてくれたのが「♪
おててつないで～」から始まる童
謡「靴が鳴る」。
　それまで娘は、私ともなかなか
手をつながなかったのに、最近は
手をつないでくれることが増えて、
そのたびに「♪おててつないで～」
と歌いながら。
　あれから4か月。今ではまるご
と一曲を覚え、お散歩中もスーパー
でも寝る時もこの歌が一番大好き。
ばぁばから教えてもらうことって
多い。
　今は出産のために里帰り中。毎
日たくさんのことを教えてもらっ
ている。これからの娘のためにな
ることを願う日々。

………


