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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。
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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。
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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/

安定を求めない
新鮮さ

吉富みな美／唐津市

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

　今日はお母さんにも余裕があり、
保育園を休ませ、2人でのんびり
ごろごろデート中。デートといっ
ても家の中でごろごろ～。
　娘が積み木で遊んでいる横で、
お母さんも久しぶりに積み木をし
ていると楽しい。どんどん積み上
げて…。出来上がりを見比べると
面白い。
　私は安定を求めた土台がしっか
りの面白味のないお城。
　対する娘は「えっ！  その上にこ
の積み木 !?」と、安定を求めない
刺激的なお城に、親バカながら感
動だ。  
　予想を覆す行動に、毎日刺激を
もらっている母です。

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

　美味しいもを食べること。季節を感じながら食べることって素敵
なことですよね～。わが家は、野菜をそのままの味で楽しんだり、
ベランダ菜園の野菜を収穫したりして食べています。そのおかげで
ピーマンは生でガブリと食べちゃう三兄弟に育ちました。
　現在、その子育ての話を取り入れながら、栄養士として食育活動・
料理講座を展開しています。
　今年は「手前味噌のつくり方教室」を開催、自分で食べるものを
つくる楽しさを知ってもらいました。未来の大人になる子どもたち・
その子どもたちを育てるお母さんたちに、美味しいものを選択して
体を育てることの大切さを知ってもらうのが私の喜びです！

私の夢は食べること！

　　  （大村千香子／名古屋市）

心の癒し

田中清美／横須賀市

　今朝、小5の息子がコーヒーを
入れてくれました。コーヒー豆を
ミルで挽き、お湯を沸かして入れ
る、本格的なコーヒーです。
　「あんたできるの？」私の心配を
よそに、「できるよ！」と一言。
　コップに入れて「ハイ」と差し
出されたコーヒーは、とってもとっ
ても美味しくて、お母さんはとっ
てもとってもうれしかったよ。
　最近のお母さん、心が疲れてい
たみたい。子どもたちにはわかっ
ていたので
すね。
　それとな
く心配して
くれてあり
がとう。最
高の心の癒
しです。

女の子の日

廣松香奈美／久留米市

　幼稚園帰りの長男に、「今日は女
の子の日やろ？　お祝いしなあか
んねぇ」と言われました。
　そうか、ひなまつりだ！  
　けど、わが家は3兄弟。「うちは
女の子がいないんよ」と言うと、「お
母さん、女の子やん！ 今日は女の
子の言うこと聞く日やねん。おめ
でとう」と。
　そうだった！ 私、女の子だっ
た！  そんな目で見てくれていたな
んてうれしい！「何でも言うこと
を聞く日」は違ってるかもだけど、
たくさん
お手伝い
をしてく
れました。
ひなまつ
り、 何 だ
かいい日
になりま
した。

わぁ～、
おいしそ～　

岩根直子／久留米市

　ごはんの支度の時、私が料理を
皿に移していると、息子（2 歳）
は「わぁ～、おいしそ～」と言っ
てくれます。料理は面倒と感じる
ことも多いけれど、この「わぁ～、
おいしそ～」を聞けるかも！と思
うとがんばれます。
　思ったものじゃないと怒り出す
こともある厳しい息子。だから、

「わぁ～、おいしそ～」は合格！っ
て言ってもらえた気分。
　食べてからのおいしいはめった
に聞けないけれど（笑）。

歩み直し

村本聖子／韓国

　ずっとずっと考えてきた。そし
てなかなか受け入れることができ
なかった。父の目が見えにくいと
いう現実。なんで見えなくなって
しまったのだろう。何度も思った。

「目が見えたらなぁ」という言葉も
たくさん聞いた。深く考えたら、
聞いたら涙が止まらなくなりそう
で、どこかで線引きをしていた私。
　冬休み。実家でたくさんの時を
過ごした。足の爪を切ってあげた
り、手を組んで歩いたり、いろい
ろなところに出かけたり。娘とし
て今までできなかったこともいろ
いろやってみた。
　春休み。たくさんの話をした。
国際結婚を許した時の気持ち、目
が見えなくなった時の気持ち、幸
せとは何かということ。
　そして長男と歩く後ろ姿。母と
歩く後ろ姿。たくさん眺めた。す
ると、いつしかそのことを素直に
受け入れている自分がいた。
　今まで知らなかったやさしさに
気づき、思いやりとは何かを再確
認、人生を
生きる意味
も考えた。
　歩み直し
の時。まる
でスタート
を応援して
くれるよう
に、春がやっ
てきた。

ふつうの
お母さん

厚海有美／横浜市

　実家で見つけた、小学校の卒業
文集。「将来の夢」コーナーに、み
んな「医者」とか「ファッション
デザイナー」なんて書いてる中、
私は「ふつうのお母さん。子ども
たちと一緒に、気楽に暮らしたい
から」とある。
　まあ、なんて現実的な子どもだっ
たんでしょ。
　一応、夢はかなったといえるの
かな。でも、当時の自分に言って
やりたい。「ふつうのお母さんだっ
て、決して気楽なだけじゃない
ぞー！ 考えが甘いぞ～！」ってね。

石蹴り

山中菜詩／松戸市

　学童の帰り道、息子と「石蹴り」
をしています。 「私も子どもの頃、
石蹴りをしていたよ」と言うと、「大
人になっても楽しい？」と小1に
聞かれ、一人で小石を蹴っていた
あの頃の自分に振り向かれたよう
な不思議な感じがしました。
　石の大きさや形、転がる時の音
が一つひとつ違うことを確かめな
がら、自分たちの影に入って見失っ
たりしながら、サッカーみたいに
続けます。学童から妹の保育園ま
で、さっさと歩けば15分の道のり
が、30分以上かかります。
　いつからか移動は道のりではな
く手段になり、なるべく効率的に
目的地に着くことを考えます。
　でも子どもがいると、歩みを止
めて電車を眺めたり、鈍行電車に
乗ったり。一方ではすごい勢いで
仕事をしたり、お茶を入れる間も
なかったりと、時間の流れ方が一
律ではなくなった感覚があります。
　靴がボロボロになってしまいそ
う。でも夜道の「石蹴り」、しばら
くは続きそうです。


