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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

　子どもの頃、家族旅行の記憶がなく、それが私の夢でした。大人になって
はじめて家族旅行に行きました。その翌年、娘を妊娠し結婚が決まった時、
今度は母と二人旅に行きました。いろいろ母は言いませんでしたが、あの旅
で、私もお母さんになるんだと、気が引き締まったのを思い出します。
　あれから３年。娘たちは3歳と11か月だから記憶に残らないかな。でも
毎年恒例なら、反抗期になってもついてきてくれるんじゃないかなと下心も
ありつつ家族旅行を楽しんでいます。大きくなった娘たちと女子旅をするの
が夢。女３人ガヤガヤ言いながら計画をし、旅先では恋愛話も聞けるかなあ。
　やがて嫁ぐ日がくるだろう娘たち。私もあの時の母のように、いろいろ言
わずに、どーんと娘を送り出してやれるたくましいお母さんになれるよう、
今からせっせとお母さん精進しなくては、と思います。

いつか2人の娘たちと
女子旅をするのが夢

　　  　　（小野原敦子 ／嬉野市）

その日を
迎えるまで…

村本聖子／韓国

　里帰り出産のため、上の子ども
たち（5歳と2歳）を主人の実家
に預けて2日目。
　義母に「お世話になっています。
ありがとうございます」と伝えた
ところ、義母より、「こんなこと、
もう2度とないかもしれません。
楽しんで過ごしますのでなにも心
配ありません。まだ役に立てる自
分に感謝です」というメールが届
いた。
　さりげないやさしさを感じた。
あー、ありがとうござます。ほん
とに感謝感謝です。
　私もこんな風に言えるお婆ちゃ
んになりたいな。

義母の
やさしさ
中村泰子／朝倉市

母という不思議、
子どもという神秘
佐藤悦子／北名古屋市

　息子がイヤイヤ期真っ最中の頃
はあまりに余裕がなくて、第二子
なんて考えられなかった私。とこ
ろが3歳を過ぎた途端に一気に手
がかからなくなって、沸々と湧き
出てくる「赤ちゃんをまた抱きた
い」という欲求。
　不思議なものですね。母親って。
あんなに痛かった出産もあっとい
う間に忘れ、子育てのしんどさも
こうやって忘れて、さらなる喜び
を得ようとするんですね。
　そして何かを察知したのか、私
が次の子のことを考え始めた途端、
だだっこで甘えっ子に戻る息子。
　赤ちゃんできてもいないのに、
フライングで赤ちゃん返り⁉な～
んて思っていたら、その数週間後
に私の妊娠が判明。
　もしかして、きょうだいが宿る
ことがわかっていたのかな？と思
いたくなるような息子の言動はこ
れに留まらず、すでに「赤ちゃん
は弟」と断言しています。子ども
にしかわか
らないもの
が見えたり
感じたりす
るのかな？
子どもって
神秘。

当たり前の
ようで…
萩尾かつら／佐賀市

　当たり前のようで当たり前でな
かったこと。たくさんあったんだ。
　夕食の時、家族みんなで食卓を
囲んで今日のこと話していたこと。
息子と2人、笑顔で過ごせていた
こと。1人でお風呂に入って、湯
船にゆっくりつかれていたこと。
朝起きたらお味噌汁がつくってあ
ること。洗濯機を回してさえいれ
ば洗濯物が干してあること。
　旦那くんがインフルエンザにか
かってしまい、家のことを全部1
人でして気づいた。当たり前じゃ
なかった。1人で家のことと息子
のことを抱え込んでイライラプン
プンしてしまったけれど…。
　でも、気づいた。今まで2人で
役割分担して楽しく生活してたん
だってこと。お昼に息子と笑顔で
過ごせていたのは、旦那くんに支
えられていたからなんだってこと。
当たり前じゃなかった当たり前だ
と思ってたこと。
　「ありがとう」と直接言うのは、
今はまだ少
し悔しいの
で…、少し
イライラが
おさまった
ら、伝えよ
うかな。

　韓国に来て3年になります。子
どもたちの冬休みに合わせ、いよ
いよ日本に一時帰国する日が近づ
いてきました。子どもたちは12月
に入ってから毎日カレンダーに印
をつけて待ち遠しい様子。
　長女は日本語の授業でつくった
新聞に思いを込め（日本で食べた
いものベスト5）。長男は夢の中で
行ったらやりたいことを妄想し、
次男は張りきって日本に行くこと
をお友だちに宣言！
　韓国に来たばかりの頃、公園の
ブランコに乗りながら「このまま
日本に飛んでいきたーい！」と言っ
ていた子どもたち。その頃を思う
と感慨深いものがありますが、こ
の一年またいろいろな経験を重ね、
いい意味で成長し、晴れ晴れとし
た気持ちでその日を迎えられそう
です。
　出発の日は3人そろって早起き
間違いなし！　その日を思うと、
今朝のお日様のようにポカポカ心
になる母です。

　お母さん大学のSNSコミュニ
ティ「夢ひろば」のプロフィール
に書いていた夢が叶いました。
　夢って叶うんだ！ 37歳にして、
何と表現していいかわからない感
覚を味わいました。
　私が書いていた夢は、「冒険あそ
び場を、自分の住む地域につくる
こと」。
　正確にいうと、つくってはいな
いけれど、第1回目を有志で開催
することができました。
　ずっとずっとやってみたいと思
い続けながらも、仲間がいない、
場所がないなどなど1人ではクリ
アできずにいました。
　だけど、あきらめず、想いを持
ち続け、少しずつでも行動し、言
葉にすることで、夢って叶うんだ
ということ知りました。
　本当にやりたいこと・実現した
いことだったら、きっと自分に合っ
たタイミングでチャンスはやって
くる。その時に、自分がしっかり
キャッチできるかどうかだと思い
ました。
　今回、私が自分について再確認
できたことは、自分の周りの人が
笑ったり、楽しんだりしているの
を、少し遠巻きに見ているのが好
きだということ。
　今後も、今回の夢をもっと定着
できるよう動き続けようと思いま
す。そして、周りの人を笑顔にで
きるように、地域にたくさん種を
まいていこうと思います。
　さらに、新たな夢を見つけて、
一歩ずつ前進していきたいと思っ
ています。

大変だけど…
でも…
上尾有希子／大分市

　息子（10か月）は夜中に何度も
グズります。夜泣きほどではない
のですが、パイ（おっぱい）をあ
げないと寝ません。寝ついても3
時間ともたないので、私も何度も
起きることになります。
　そのことを知り合いに話したら
「わー、全然ゆっくり寝れないやん、 
大変ね～」と言っていただいて…。
　大変…と他人に話して改めて
思った。大変だけどでも、苦では
ない「苦」じゃないんです。
　自分でそう気づいた時に、「あ、
自 分 は
ちゃんと
息子のこ
とを愛せ
てる」っ
て心から
思いまし
た！

お申込み●お母さん大学  http://www.okaasan.net/
TEL045-444-4030  FAX045-444-4031  info@30ans.com

夢叶う

西村美香／鳥栖市


