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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。

お母さ母さん 笑んの笑顔 た顔のためめに

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 ACTION PROJECT

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

　もうすぐ子育て3年目。子どもがいない時には、海外旅行や飲み会と
自由に過ごしていた私。子どもが生まれてからの生活はその真逆で、自
由時間がない、子育てが大変と不自由を感じる毎日。地元ではないため、
知り合いがほとんどいなくて、「孤育て」も経験しました。
　今ではママ友もでき、子育ても少しずつ慣れ、地域の人ともつながり出
し、楽しく子育てをしています。
　普段は大したことじゃなくても、子育て中は小さな出来事でも不安に
なったりするので、そんな時に親子で気軽に立ち寄れるコミュニティカ
フェがあれば、ママが楽しく過ごせるのでは？  ママが笑顔で育児ができ
れば、子どもも楽しく過ごせるのでは？と思い始めました。
　将来はコミュニティカフェを開こう。夢に向けて貯金をしています。

子育てのいろいろを
ママたちと共有したい！

　　  　　（椎名純子／横須賀市）

　今日の松本は北風ピューピュー。
寒い一日でした。夕方から娘が鼻
水鼻詰まり。
　あったか和食にほうじ茶飲んで、
お風呂でぬくもり、喉の殺菌に蜂
蜜ペロリ。枕のそばにはティートゥ
リーのアロマオイルをポトリ。
　完璧でしょと思っていたら、娘
からまだリクエストがありました。
　抱っこ寝。抱っこっていっても、
もう18キロもあるので、お布団に
座って私がいす代わりになってあ
げて眠りにつくというもの。
　余計に寝れないのでは？との心
配をよそにスヤスヤ…。
　娘にとっての鼻詰まり対策はこ
れが一番のようです。明日にはよ
くなってるといいなぁ。

鼻づまり対策

松村宏美／松本市

お兄ちゃんの
眼差し

池田彩／久留米市

　「いちかちゃん、飲める？」と
言いながら10か月のいちかに4
歳の真之介が差し出したマグ。美
味しそうに飲む様子を見守る目は
あったかーくやさしい。
　赤ちゃんが家にやってきてから、
まだほんの10か月。赤ちゃんも
成長したけど、お兄ちゃんの成長
もスゴイ。いろんなことがあった
ねぇ。いろんなことを感じたねぇ。
しんちゃんのこの顔を見られただ
けで、なんだか今日は大満足。
　お兄ちゃんになったねぇ。坊主
だった髪も伸びたけど。

　今日はいつも以上に子どもたち
との時間を楽しみ、触れ合い、笑っ
た。それなのに、なぜだろう。暗
くなった部屋で末っ子が右腕を私
の首の下に差し入れる。
　左腕は私の肩を抱き、私の目を
見つめてぎゅっとする。ちいさな
2歳の娘の腕は、とっても柔らか
くてあたたかくって。冷えていた
私の心もあたためてくれた。
　ああ、子どもはなんでもお見通
しなんだな。
　娘の寝息に呼吸を合わせる。ち
いさな腕枕を濡らしながら。今日
だけはお母さんを甘えさせて。
　今日まではお母さん、泣いても
いいかな。

ちいさな腕枕

古川由紀／伊万里市

給食じゃんけん

福田博規／茨木市

　息子の小学校の給食は随分美味
しいらしい。転任して来た先生方
もよくこの話をされるそうだ。
　さて、その転任組にして、教員
7年目、これまで5年6年の担任
しかしたことがない息子の担任の
先生は、勉強も教えてくれる元気
なお兄ちゃんって感じで、こと男
子から絶大な人気を博している。
　数ある人気の理由のうちでも、
きっと上位なのが、先生も給食の
「おかわりジャンケン」に本気で参
加する、というのがある。
　カレーライスなど人気メニュー
の日は、男女問わずおかわりの長
い列ができるが、あと一皿って時
は、たとえば4人が並んでいたら、
4人でじゃけんするっていうのが
「１組のしきたり」らしい。
　なんかクライマックスシリーズ
でおかしいのだが、そこにちょく
ちょく担任の先生が加わって、ガ
チでジャンケンし、時に生徒を打
ち負かし、見事人気メニューを
“ゲット”して、ハフハフ食べ食べ
ワッハッハなんだそうだ。
　 ド ッ チ
ボールも給
食も本気で
やってくれ
る先生が、
小5男子に
は、一緒に
いて心地よ
いらしい。

　「うつのみやの ひいおばあちゃ
んって、なんさいなの？」と娘。
　「え～っと、いくつだったかな…。
90は過ぎてると思うよ！」　「え！ 
すっごーい！ おばあちゃん、なが
もちだねぇ」。
　それを言うなら「長生き」です。
　「長持ち」って、電池じゃないん
だから…。
　私もできるだけ長持ち…じゃな
かった、長生きしてひ孫と遊ぶの
が目標。健
康でいな
くちゃ！

長持ち

厚海有美／横浜市

母さん、
ちっちゃ

尾野哲子／香美市

　本人は全く自覚ないのですが、
最近娘に「母ちゃん、ちっちゃ」
と言われます。
　娘にしてみれば、自分が家族の
中で一番小さいと思っていたの
に、母ちゃんより成長しているこ
とにショックを受けていたよう
です。
　でも、親からすればうれしいこ
とです。いろいろなことがあって
成長が全く止まってしまってい
たわが子が、自分より大きくなっ
てくれている。それだけで十分。
　あと、どれだけわが子たちと過
ごす時間があるんだろうと考え
てしまう中、ささやかな出来事、
言葉に敏感に感動してしまう親
ばかな自分が、なんとなく笑えて
しまいます。
　年輪を重ねるって、意外と楽し
いものですね。ありのままの自分
と向き合うって感じは、いい時と
悪い時がありますが、まあ、それ
も長い人生の一部として受け止
めようと思っています。
　なんか、いいこと言ってる、い
い人っぽくないですか？

焦らんでよか

上尾有希子／大分市

　息子より2か月先輩の友だちの
娘ちゃん。彼女は10か月ですが、
もう歩き始めてる。日に日に上達
しててどんどん成長してる！
　会うたびにいつも「すごいな～。
いいな～」って思ってました。
　息子より2か月生まれが早いの
で、比べてしまうのもちょっと違
うとは思うのですが。
　首のすわりも、寝返りも、歯の
生え方も、つかまり立ちも何でも
早かったので、正直「うらやまし
いな」と思うことも…。
　うちの息子の成長が特別遅いわ
けでもないので、気にすることは
全くないとわかっていても何だか
焦ってしまう……。
　先日、実家に帰った時に何気な
く母にその話をしてみたら、「焦ら
んでよかよか。悠くんは、まだま
だあんたにいっぱい抱っこしてほ
しかとさ。だけん、まだハイハイ
もせんとよ」って、笑って言って
くれました。
　なるほど～。ちょっと気持ちが
楽になった！　さすがお母さん！
ありがとう。

ゃゃゃ


