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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/

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

　まだ私に子どもがいなかった頃、会社のおばさまたちから毎日のように、
お孫さんの写真を見せられたり話を聞かされたりしました。
　そして私にも子どもができて、私の母も主人の母もとてもかわいがって
くれます。主人の母が「孫ができるまではわからなかったけど、孫は本当
にかわいいね～。あなたにもできたらわかるよ～」と言っていました。
　孫というのは相当かわいいらしい…。そういえば、亡くなった私の父も
ケータイの待ち画面はいつも弟の子どもの写真だった。
　娘はまだ2歳。私が孫と会えるのはだいぶん先のこと。それまで娘と
一緒に成長し、頼りがいのあるおばあちゃんになって、娘からあんまり甘
やかさないでって言われるくらい孫をかわいがるのが、私の最大の夢です。
それまで元気でいなくちゃなぁと思います。

娘に子ども（孫）ができたら
めちゃくちゃかわいがりたい
　　  　　（原水和子／久留米市）

　4歳から入れるという「雷の実
験室」に、長男とお父さんが入っ
ていった。「どうしても入りたい」
と2歳の長女が私に訴えてきた。

「実験室の係の方に 、入ってもい
いですか？と聞いておいで」と言
うと、すぐ実行した。
　長女 「 入ってもいいですか？」。
係 「 何歳ですか？」。長女 「2さい」
と答えるのと同時に、右手でチョ
キを出していた。
　係 「ごめんね 。4歳からなのよ」。
あきらめるかと思いきや、長女の
右手の薬指がそっと立てられ「3
さい」を示した。思わず係の方と私、
目を合わせ、吹き出してしまった。
　サバを読んでも足りなかったね。
残念！

残念！

奥永菜穂子／久留米市

絵本は
生きている

中村泰子／朝倉市

　5歳の長女ふうちゃんが、「ママ
知っとったー？　絵本は生きてる
んだよ」と言い出した。「えっ、ど
ういうこと？」と聞くと、「だって、
絵本を開いたら中の人とか動物と
かいろんなものが動くやん」って。
　おお！ うちの子、天才か !?   な
んて素敵なイマジネーション！  娘
のオリジナルな感覚か、誰かの受
け売りかわからないけど、絵本は
生きてるなんて、素晴らしい表現！
　うん、なんだかいいぞ！ふうちゃ
ん。“生きてる”絵本を楽しそうに
何度も何度も読んでいるんだねー。

　横断歩道を赤信号で止まってい
ると、「何してるの？」と娘。今ま
で何度も渡っているのに、はじめ
て疑問に思ったようだ。
　「赤になったら渡らずに待っとく
んだよ。自動車が通る番だからね」
と言いながら、赤信号で止まれと
か、大人には当たり前の社会の成
り立ちやルールも、娘はまだなん
にも知らないんだもんなぁと、改
めて気づかされた。
　生まれてすぐは自分の存在すら
わからない。手足を口のところに
持っていって、触ってなめて確認
して自分の存在を知って…。自分
を取り巻く世界にも、少しずつ目
が向くようになったのかな。
　これから
少しずつい
ろんなこと
を知ってい
く娘。たく
ましく育っ
ていってほ
しいな。

赤信号

吉原万貴／佐賀市

本当のゴール
デンタイム

池田彩／久留米市

　まーだ子どもたちが寝ている早
朝。起きるまでの数時間。これが
私のゴールデンタイム。ちゃちゃっ
と家事を終わらせ、パソコンに向
かったり本を読んだり。だって昼
間は子どもたちに右往左往。本を
開く時間さえほとんどない。
　だけどだけど、ぐずぐずっと起
きだす次女8か月。おっぱいを探
し右にコロコロ、左にコロコロ。
　「あーあ、終わっちゃった、私の
ゴールデンタイム」。「ハーイ」と
声をかけてオムツを変え、オッパ
イの欲求に応えるために、次女の
横になる。
　おっぱいが見つかり、ごくごくっ
と飲んで安心し、すやすやと眠る
赤ちゃん。あったかい体温とほん
のりと甘ずっぱい汗のにおい。
　あー幸せ。ずーっと、私のゴー
ルデンタイムはパソコンの時間と
勘違いしていたよ。
　違うんだ。まさにこの赤ちゃん
との時間。これが私の本当のゴー
ルデンタイム。これが本当の幸せ
時間。この
まんま、朝
までぐっす
りくっつい
ていよう。

子どもをしっかり
生きている

ヒラー瑞子／ドイツ

　うちの5歳の娘ときたら、次か
ら次から、まあよく考えつくなと
いう遊びを毎日真剣にやっている。
　たとえば、「ママー、TIPI（イン
ディアンのテントのようなもの？）
つくってるのー！」と、竹串をぐ
るっと円形にして畳に刺している。
手に糊を持っているということは、
根元に糊をつけて、畳に固定して
る？
　ある時は、置きっ放しにしてあっ
たミシンの箱にうずくまって入り、

「ママっ！ふたしめてっ！」。大き
すぎて閉まらないよ～と言うと、

「まっててっ！」と必死になって、
できる限り体を小さく丸めて、「い
ま！ もっかいしめて！」と。パパ
に「もう寝るぞ～」と言われると、

「このままベッドに運んで！」との
注文。
　また、ある時は、珍しく一人で
トイレに行ったなと思っていたら、

「ママー、口笛吹いたら、おしりふ
きにきて！」という叫び声が。
　そのあと、ずっと口笛が聞こえ

るのだけど、「いまは、れんしゅ
う！」。そして…「いま！ いまの
がほんと！ きてっ！」だって。
　また、ある時は、お風呂場で寝
てみたくなったらしく、バスルー
ムにバスタオルを何枚も重ね、そ
の上で神妙な顔をして眠る娘…。
　もう、とにかく、家にいるとき
は叫びっぱなし。動きっぱなし。
一日遊んで疲れて布団に入った時
の寝顔を見ると、これまた、本当
に一生懸命に寝ている。
　一日一日、一秒一秒、子どもの
時をしっかり生きてる娘。
　「子どもは未熟な大人である」な
んて考える人もいると、最近何か
で読んだけど、とんでもない！
　子どもは大人と全然違う生き物。
全然違う感じ方をして、全然違う
感性で、一秒一秒を一生懸命に生
きている。
　そうして、一生懸命に生きてい
るうちに、いつの間にか、「大人」
といわれる生き物になっていくん
だね。
　子どもの一生懸命が、とにかく
まぶしく思える毎日。
　娘は5歳と6か月の「今」を、しっ
かり生きている。

　「ママきいて。あのね、百万個の
ちっちゃなハートがあつまって心
臓になっていると思うの。だから
ドキドキするのよ」。
　お前は天使か！
　そんな長女さん、自分の算数の
プリントを自己採点。ぜーんぶ丸
にした後、最後に赤ペンで「まん
たんでした！」と書いている。
　ぶわーっはっは！「まんたん！
＝満点！」ね。「満タン！」と、裏
方でこっそり爆笑する母の心臓は
ハートが飛び散りそうでした。

長女のハート

古川由紀／伊万里市


