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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。

お母さんの笑顔のために

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

　いつかは子どもを授かりたいと夢見ていた私に、神様が2人の男の子を
授けてくれました。でも、いざ子育てが始まると、友人とのランチや一人で
の入浴もままならない、特に生まれたての次男がいる今は、授乳で睡眠時間
も少ない毎日。独身の時には難なく送っていた生活にもサポートが必要にな
りました。そんな毎日だからこそ、一人でゆっくり入浴できた時はとても幸
せです。昔は、入浴一つでこんなに幸せを感じることはなかったなぁと思う
と、幸せを感じる閾値（しきいち）が低くなったことに気づきました。
　小さな夢の達成で大きな幸せを実感できるのは、かわいい息子たちのおか
げです。夢が叶う頃には、息子たちが子離れしていて寂しさを感じるのでしょ
うけれど、息子たちが与えてくれた夢は、息子たちが命がけで生まれて来て
くれた証だと思うと、抱きしめずにはいられません。

小さな命が与えてくれた
小さな夢と大きな幸せ

　　  　　（米山眞理／松浦市）

総理大臣

中村泰子／朝倉市

　5歳ふうちゃん「ママが総理大
臣になればいいやん？」。
　ええ？急にどうしたの？
　ふうちゃん「総理大臣は、1番
偉くてスゴイ人がなるんやろ？マ
マはスゴイし何でもできるけん、
アベソーリじゃなくて、お母さん
総理がいいと思うよ」。
　おおお！  それは名案だっ！

お母さんの朝

上原倫子／鹿児島市

洋服が
縮んでる？

吉富みな美／唐津市

　朝。夫は早々と会議へ。長女は
朝練へ。次女は登校。いつも朝か
ら騒ぐ年中男児が起きてこない。
　お茶でも飲みたいなぁと思った
けど、登園のため起こしにいくと
…すやすや。あら幸せそう。そば
に寄る。　ほっぺぷくぷく。静かな、
それでいて生命力に溢れる子ども
特有の寝息。キミが生まれた時も、
次女が生まれた時も、長女が生ま
れた時も、この寝息に魅せられて、
ずーっと眺めていたっけなあ。
　変わらないなあ、元気さは。起
きないでほしいなあ。あ、起き
ちゃった。だっこ。

寝息

松本優子／市川市

答えは
出さずに

上坂紗絵子／大津市

　遠距離通勤になったことから、
帰るのが遅くなったり、朝ごはん
もそこそこに、あとは任せて家を
出たり。引っ越しをしてから、お
母さんとして過ごす時間がとても
減っています。
　子どもの成長や保育園の予定を、
私より実家の母が把握してくれて
いる。着替えにと思って用意して
いた服を「これはもう小さいよ」
と母から教えてもらうことも。
　ある人は「子どもの送り迎えを
したり、抱っこをしたり、お母さ
んお母さんと言ってくっついてく
る時間は今しかないよ。仕事はい
つでもできるやん」。ある人は「こ
んなに慌ただしいのは今だけだか
ら、今はどちらもがんばりなさい」
と、いろんな励ましをもらう。
　どれもその通りと思います。お
母さんの時間も仕事の時間もどっ
ちも大切にしたいし、どっちも中
途半端な気もするし、どっちも諦
めたくない気もするし。答えは出
ないし、出そうともしていないけ
れど、そんな気持ちの毎日です。

ただ、ただ

萩尾かつら／佐賀市

　先日、たくさんの親せきが集
まった。その中に3か月の女の子
もいた。布団にちょこんと寝ころ
んで、いろんな人の声がする方を
見ていた。
　そんなかわいい女の子の隣に
座ってずっと見ていた。ずっと
ずーっと見ていた。飽きないなぁ。
　今は1歳3か月のわが息子。息
子が3か月の頃、こんな時間は私
にはなかったなぁ。寝ころんでい
る息子を、ただ、ただ眺めている
時間。
　おばあちゃんや友だちに、「赤
ちゃんって見ているだけで幸せね。
飽きないね」なんて言われても、
よくわからなかったけれど…。
　今日の私はその言葉がよくわか
る。ずっとずーっと見ていたい。
ただ、ただ、隣にいるだけでかわ
いい、愛おしい存在。
　1年前の私は一生懸命すぎたの
かな。これから、少しでも、ただ
ただ、息子を見ている。そんな幸
せな時間が流れるといいな。ただ、
ただ、見ていたいな。

　寒くなってきたので、冬物を出
して衣替えをした。最近は、娘の
体重もそんなに変化がなかったの
で、去年の服を着せてみた。
　すると、「あれ??　なんだか違う
…こんな服だったかなぁ～」。
　ワンピースをぞろびきながら歩
いていたのに、今はワカメちゃん
みたいなワンピースに！
　半年前に着ていたのに、もうこ
んなに成長しちゃったんだなぁ。
うれしいような寂しいような…。
　去年の服を着せると、その頃の
心の中が見えてきて、あんなこと
で悩んでたなぁ～。
　ヨチヨチ歩いたり倒れたりだっ
た姿が、今では走ってきたり。
　物はいろんな想い出を甦らせる。
　娘が着ている服やおもちゃも大
切に使って、次の天使があらわれ
たらまた使ってあげたいな。
　何でもポイポイ捨てていた考え
が、物を大切にしようと思えた瞬
間だった。

　お母さんの朝は早い。毎朝５時
過ぎ、目覚ましが鳴る前に目が覚
める。川の字になって寝ている家
族が起きないように、目覚ましを
止めて、そーっとそーっと布団を
抜け出る。
　そーっとそーっと台所に行き、
ガシャガシャしないように気をつ
けながら朝食とお弁当をつくり、
コーヒーでホッと一息。
　お母さんになる前の私からは想
像もつかない朝。
　朝寝坊大好きだった私。それが
今では、朝早くのホッとひといき、
一人コーヒータイムが何よりの楽
しみ。
　さあ！今日は何をしようかな？
わくわく！ なんて考える朝のひと
とき。お母さんになってから知っ
た大事なひととき。

温度に敏感

仲道貴美子／鳥栖市

　寒くなると、くるくる～と寝返
りし両側からくっついてくる息子
たち。枕も乗っ取られ寝返り打て
ないくらいぎちぎちになったり…。
　布団をかけて密着してたらまた
暑くなってくるくる～。布団なん
て蹴飛ばして離れてく…。そして
私もやっとゆったり。
　男2人。こんな風に寝るのもあ
と何年かなー。
　深夜のネットスーパーも注文し
そびれたし、朝起きるとすぐ気づ
いて起きて来ちゃう次男がいて、
お一人様時間なんて全然ないけど、
今はまぁいっか。これも幸せ時間
だなっ。さて、もう一眠りしよー。


