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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/

　保育園のお迎え前にお買い物。
小さな赤ちゃん抱いてお買い物中
のお母さんを見て胸が急に苦しく
なった。
　あの頃、息子と私は一心同体。1
時間足りとも離れたことはなくて、
ママ（私）がいなければ昼も夜も
ない。ママが命綱…。
　保育園に行き、私の知らない世
界を持ち始めた息子。こうしてど
んどん大きくなって、一人立ちし
ていくんだなぁ。
　うれしいことだけど、急に悲し
く寂しくなってきて。子どもと過
ごす一分一秒は、本当に大事な大
事なかげがえのないものなんだろ
うな、と胸に熱く迫るものが。
　大変な時もあるけれど、こうし
て素晴らし
い時間を過
ごせること
に感謝！さ
て、お迎え
に行こう！

大事な時間

上原倫子／鹿児島市

ライバルは
峰不二子

松本優子／市川市

三番目って
いいなぁ
廣松 香奈美／久留米市

　三男、1歳6か月。真似っこブー
ムが始まっています。
　洗濯物を畳んでいたら自分のオ
ムツを取ってカゴに入れるのは、
母を見て。朝ごはんの後にもう一
度布団でゴロンとするのは、父を
見て。私がゆっくりしようと座る
と、肩を叩いてくれるのは、長男
を見て。食器棚の下に隠れるのは、
次男を見て。
　「マーマー♡」と見たことのある
甘えた表情！と思ったら、近所の
Tくん。私の手を持って「来ーてー
♡」とグイグイ引っ張る技は近所
のTちゃんが私にしてたこと。
　長男は、私と旦那さんの真似を
してた。次男はそれに加えて長男
の真似をしてた。
　家族が増えるに連れて、いろん
な人と出会うようになり、三男は
みーんなを見てるし、見られてる。
ありがたいなぁ。
　あっ！これは誰や！とか見つけ
るのがまた幸せ。

　自分が小さい頃、両親の呼び方
は「パパ」「ママ」だった。
　大きくなるにつれ、その呼び方
はちょっと気恥ずかしく、たぶん
小学校の高学年には「お父さん」「お
母さん」と変わっていたと思う。
　さて、待望の息子が生まれ、自
分たちのことをなんと呼んでもら
うか。
　「パパ」「ママ」は似合わない気
がした。なぜだか「お母ちゃん」
という響きが私は好きで、息子に

「お母ちゃん」と呼んでもらいたい
と思った。だから、自分たちのこ
とは「お父ちゃん」「お母ちゃん」
と教えた。
　ようやく少しずつ言葉を覚え始
め、いつ「お母ちゃん」と呼んで
くれるか楽しみだったけど、幼い
子には発音が難しかったのだろう。
やっと口にした言葉は「とんちゃ
ん」「かんちゃん」。
　うれしいやら、おかしいやら。
その呼び方は、かなり長いこと続
いたように思う。
　ようやく「お母ちゃん」と言え
るようになった頃、かかりつけの
小児科の受付で、大きな声で「お
母ちゃ～ん！」と呼ばれた時には、
待合室のみんなの視線を感じた。
　受付のお姉さんも「今どき珍し
いわね。お母ちゃんなんて」と笑う。
でも、なんかあったかい感じがし
て私は誇らしかった。
　もうすぐ大学を卒業する息子は、
今は太くて低い声で「お母さん」
と言う。友だち同士だったら「う
ちのオフクロが･･･」なんて言っ
てるのかしら。
　甲高い声で「かんちゃん」って
呼ばれていたあの頃が、今とても
懐かしい。

雪の予報に

内田恵理／横浜市

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

とんちゃん、
かんちゃん

佐藤るみ／横浜市

てててて

　テレビで見たアニメの世界に入
り切ってうっとりしている長男が、
私のところに抱っこに来て一言。
　「お母さんのおっぱいより、みね
ふじこのおっぱいのほうがおおき
いね」。
　ぬわ～～に～ !?
　すかさず反撃。「あのね！  お母
さんだってね！　若い頃はもうあ
ふれんばかりのおっぱいでもって、
ぼよんぼよんとふくらませていた
わけだけども、この10年にわたっ
て君たち3人に休みなく飲まれ続
けて、今はこんなにしぼんじゃっ
たってわけよ！　どんだけ飲んだ
んじゃ～！」。
　ポカンとする5歳に、おっぱい
むぎゅむぎゅ攻撃をして、「おっぱ
い最高に活用できてありがたいこ
となんじゃー！」と、荒くなった
鼻息を沈めるのであった。
　おほほほほ。こんなことでムキ
になっちゃって、修行が足りませ
んわ。

　朝起きたら雪かなぁ、と子ども
たちは楽しみに寝たけれど、雨。
　去年のような雪ではちょっと困
るけれど、たまには雪もいいよね。
これから雪になる予報に、子ども
たちは心躍らせているよう。
　夫は明日の朝の積雪に備えて、
雪かき用のスコップを玄関に用意。
　それを見た小２娘。「そうとう楽
しみなんだ
ね、お父さ
ん」と笑顔
で一言。
　そうじゃ
ないんだけ
ど…。そう
とう楽しみ
なのはアナ
タです。

静かな朝　

尾形智子／川口市

　平日の朝は、夫の通勤や子ども
の通学でドタバタする毎日ですが、
今日はとっても静かです。
　長男は、2月は大学はほとんど
行かず、高校生の次男も、今日は
学校の入試日で休学です。
　というわけで、まだまだ２人は
布団の中（と書いていたら、今長
男が起きてきました）。いつものよ
うに6時半過ぎに夫が出ていくと、
私一人の朝は、しーんと静まり返っ
ています。
　息子たちが小さかった頃は、寒
かろうが暑かろうが、毎日早く起
きてくるので、朝からドタバタ大
騒ぎでした。休みの日だって関係
ありません。なんでこんなに早く
起きるのでしょうかと、うんざり
したこともありました。
　しかし、大きくなった２人は、
学校のない日は「早起きさん」か
ら「お寝坊さん」に変身。今は特
に寒いのでなおさらです。
　静かな朝です。お母さんの至福
の時です。

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

　穏やかに暮らす。これが私の夢です。あ～、やっぱり家は落ち着く。お
母さんといるとホッとする。あなたを見ると安心する。と、家族がまある
い笑顔になるように。いつか穏やかに暮らしている笑顔の輪を、友だち、
そして地域の人たちと広げていきたい…。 
　まずは私自身が自分に向かって、心底穏やかだと言えるようにと、努力
中です。
　その底辺にある、心と身体（おなか）はつながってる！をモットーに、私が
一番ホッと笑顔になるおばあちゃんの味を受け継ぎたい。出汁や漬物、麹
料理、パン、四季のごはんなど丁寧につくっています。
　お母さんのごはんが一番好き！なんて言わなくてもいい。じんわりお腹

（心）があったかくなったら、それだけで十分です。

まあるい笑顔を

　　  　　（吉澤  佳／西東京市）


