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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。

3113113113111 TATATATAT KEKEKEKEKEKEEEEE ACTACTACTACTACTACCTTTTTTIONIONIONIONIONONNNNNNNNNNNNNII N PRPRRPRPRRRRRRRRRRROJEOJEOJEOJEOJEOJEOJEEOJEOJEEJEOJOJEOOJEEOOOOOO ECCCCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCCTCTCTCCTCCCTCCCTCCCCCCCTTTCT

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/
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　結婚して夫婦2人で寝ていたダ
ブルのお布団。子どもが生まれて、
川の字で寝るようになりました。
「夫婦」から「家族」になった感じ
で、なんだか幸せ。
　2人目が生まれて、いよいよ狭
くなってきました。パパはダブル
のお布団を出て、隣にシングルの
お布団を敷いて寝るようになりま
した。
　3人目が生まれて、とうとうダ
ブルのお布団はほとんど子どもに
占領されてしまいました。寝かし
つけの時はママの隣を3人で取り
合ってひしめき合って寝ます。子
どもが寝たらママは抜け出して自
分の用事。
　さあ寝ようと思うと、三人三様
の寝方をしているのでママはその
隙間を探して寝るのが大変です。
　大きくなったなぁ。ママとパパ
は肩身が狭いですよー。

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

　昔から料理をつくるのが好きでした。上の子が生まれて離乳食が
始まり、栄養バランスを考えながらつくるようになってから、さら
に食に関心を持つようになりました。上の娘が5歳、下の娘が2歳。
2人とも美味しいといいながらもりもり食べてくれます。２人の見事
な食べっぷりを見ていると、私までハッピーな気持ちになります。
　もっと料理の腕を上げたくて、日々新しいメニューにチャレンジ
しています。近い将来の夢は「食育マイスター」の資格を取ること
です。いつか子どもたちに食の大切さを教えていけたらいいなぁ。
　みんなで食卓を囲みながら、自然と笑顔が溢れるような、そんな
空間があり続けられるよう努力したい。いつも笑顔でハッピーに♪ 

美味しいゴハンで
みんなを笑顔に
　　  （菅野久美子／横須賀市）

傷をなめ合う
2人
河口緩美／南アルプス市

　子育ては難しい。
　あんなにママ大好きだった長男に
「お前なんか死ね」と言われた。　
　ホント泣きそうだった。きっかけ
は私がちょっかいだしたから。難し
いお年頃。気に触ると、そっからガ
タガタと崩れ落ちる。あんなにママ
大好きだったのに…。
　旦那さんに報告したら「俺なんて
寝ているわが子に『父ちゃんなんて
大嫌い』って言われたんやで」と。
　それ昨日のこと…。寝る前に私も
隣で聞いていた。他人事だから笑っ
ちゃったけどね。
　はぁ。愛する子どもたち～。戦い
は続くのね。いや。まだまだこれか
らか…。

静けさ
萩尾かつら／佐賀市

　にぎやかすぎるほどの一日の中
でふと訪れる静かな時。
　息子が靴を履こうとがんばって
足を上げている時。どうしても…
どうしても水道の水が出したくて
蛇口に手が届くように椅子によじ
のぼっている時。小さなネジを持っ
て、それをまた小さな穴に入れよ
うとしている時。炊飯器から一生
懸命にごはんをよそうふりをして
つまみ食いしている時…。
　この真剣な静けさが好きだ。

大勝利の
子ども劇場

池田彩／久留米市

ダブルの
「はじめての日

岡本京子／西宮市

　晴れて小学生になった息子。入
学式の最中、ずっと眉間にシワが
寄っていた。かなり緊張している。
　うれしいことに、今年6年生の
長女も入学式にいて、「幸大（弟）
は憎ったらしいだけだけど、一緒
に手をつないで入場したみなみ
ちゃんはかわいくてしょうがない」
と言っていた。
　思い起こせば5年前、長女もか
わいい1年生だった。
　入学式が終わり教室に戻る途中、
同じクラスの女の子が「すいませ
～ん、上靴が落ちてますー」と言っ
た。すぐに「あっ！私の…」とこっ
そり手を挙げて、真っ赤な顔の長
女（ちょっと大きくて、歩きなが
ら片方が脱げてしまったようだ）。
　初日からやらかしていた長女が、
ちょっとハニカミながら、やさし
そうに1年生の手を引いて歩く姿
に感動してしまった。
　ダブルの『はじめての日♪』（藤
本編集長作詞）だったなぁ～。「♪
はじめて～　ランドセル～　背
負った日を～♪　はじめて～　１
年生の～　手を引いていた日を～
（字余り替え歌）って感じかな。

お母さんごっこ

藤井裕子／東京都

　児童館で3歳になる娘が、そこ
にいたある男の子に気に入られ、
嫁にもらわれた設計で「お母さん
ごっこ」が始まった。
　おうちを型取り、やがて人形の
赤ちゃんの世話を始め、離乳食が
始まる。おむつも替える。夜がき
て寝かしつける。
　わが家にも、男の子の家にも赤
ちゃんはいないのに、よく知って
ること知ってること。
　そのおうちに「コンコン、私も
入っていいですか？」と聞くと、
お父さん役の男の子がこう応えた。
「だめですー。ここは、ぼくと○○
（娘）と、赤ちゃんとぼくのお母さ
んのおうちなので」。
　と、義理の母にあたる私はおう
ちに入れてもらえなかった！（笑）。
　それを周りのお母さんたちが見て
いて、「ごっことはいえ、嫁に出し
たほうは風当たり厳しいね」って！
　いつかくるだろう、娘の嫁入り
の擬似体験をした日でした（笑）。

　夫が19時半～21時の間、ご近
所の会議に急きょ出かけることに
なった。一緒に行きたいと、子ど
もたちの目がキラリ。でも夜だし、
夫も騒ぐであろう子どもたちを連
れてはいきたくない。
　そんなパパの気持ちを子どもた
ちは了承済み。パパがベランダに
喫煙に出た途端、2人（姉8歳・
弟5歳）の打ち合わせが始まった。
　姉「2人で行きたいってお願い
しよう！ 最初に私が、行っていい
か話すでしょ。パパが『ダメ』っ
て言ったら、『お願い、静かにしと
くけん』って、しんちゃん（弟）
が言うんだよ。でもパパは『ダメ』っ
て言うけんね。『おねがい～』って
こうしよう（手を組んで頭を下げ
る）」。
　ほんの2、3分の間に打ち合わ
せは終わり、夫がベランダから戻っ
てきました。
　はじまりはじまり～子ども劇場。
姉（しずしずと近寄り）「パパ、一
緒に行ってもいい？」
パパ「いや、遊びじゃないからダメ」
（姉が弟に目で合図）
弟「うるさくせんけん、おねがい～」
パパ「ダメって。絶対に騒ぐやろ」
姉＆弟「絶対に静かにしとくけん、
おねがい～」（2人して手を組み合
わせ頭を下げます）
　このやりとりを3回くらい繰り
返す。するとなんと！ パパ折れ
ちゃいました。子どもたちの戦略
勝ち！
　いそいそと出かけていった3人。
騒いで怒られながら帰ってくるだ
ろうなと思っていたところ、「2人
とも偉かった！ ちゃんと座って聞
いてた」と、べた褒めの夫。
　大勝利の子ども劇場。こうして
子どもたちは、知恵をつけていく
のですね。

情情


