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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/

はじめての
「はい、おしまい」

池田彩／久留米市

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

　年長さんになった息子を幼稚園
へお見送り。ガミガミしてばかり
いる日頃の反省心から、別れ際、
正門の前で「ギューッてしようか」
と言ってみた。
　うん、と素直にギューッとする
やいなや「ハイ、おしま～い」と
さらっと息子のほうから終了され
てしまった。
　「男の子は、そのうちお友だちの
前とかでは手をつないでくれなく
なったりするよ」と聞いてはいた
けれど、その日が近づいているこ
とを実感。
　大人の階段を一歩一歩登る子ど
もたち。そして、そのステージの
先にあるものを、これまでは私も
一緒に味わってきたけれど、これ
からは一人で進んでいくこともた
くさんあるのだろうな。
　うれしいような寂しいような。
切ない、はじめての「はい、おし
まい」。

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

　特に大きな夢や具体的な夢はないけれど、こうなったらいいな、
こういうのは微妙だなぁと、日々感じるものはある。そういう自分
の声をしっかり聞いて、心地よく暮らしていけることが私の夢だ。
　先月、同県内だけど、はじめて住む地域に引っ越してきた。おそ
らくここが終の住処！子どもたちの故郷になる。まだまだ戸惑いの
ほうが大きく、落ち着かない毎日だけれど、日々感じることを大切に、
言葉に出したり、書いたりして、向き合いながら、この地域を大好
きな場所にしていきたいと思います。
　子どもたちが自立していけるように、私もいつか悔いなく子離れ
して楽しめるように、今をしっかり楽しむこと！をしていきます。

心地よい暮らしのために
今をしっかり楽しんで

　　  （赤瀬裕子／長崎市）

ゆらゆらする

安達真依／久留米市

　4歳・2歳・6か月の男の子3人
を寝かしつけるのは大変です。
　三男…おっぱい飲ませても放す
と泣いて寝てくれないー。
　次男…わーわー言って跳び跳ね
たり布団の上や私の上をごろごろ
したりして寝てくれないー。
　「あー、もーっイライラするー！」
たまらず私がそう言うと、長男が
「ママ、ゆらゆらする？  よしよし」
と頭を撫でてくれました。
　ありがとう。
　4歳の子に気を遣わせるなんて、
なんだか情けないなぁ。ごめんね、
がんばってゆらゆら（イライラ）
しないようにならなくちゃね。

わたしが、
ちっちゃいころ

中村泰子／朝倉市

　4月10日に、3歳になったばか
りの次女が「わたしの ちっちゃい
ころは ◯◯だった」と思い出話を
するのが、かわいすぎる。
　「わたしが、ちっちゃいころは 
よくなきよった」とか、「わたしが、
ちっちゃいころはよくコレであそ
びよった」とか。
　そして、夢が「年長さんになる
こと」って。
　もう、主人と一緒に、次女のか
わいい発言に、ふにゃふにゃになっ
ています。

わが家の
おっぱいバイバイ

宮下彩／筑紫野市

イチゴのヘタ

萩尾かつら／佐賀市

　お友だちからいただいたイチゴ。
息子と私の昨日のおやつ。「ごちそ
うさま」をした後に息子が流し台
に運んできたお皿。お皿の上にちょ
こんと並んだイチゴのヘタを見て
なんとも幸せな気持ちになる。
　イチゴのヘタを見ると…息子が
小さい手でぎこちなく…でも一生
懸命にヘタをプチプチと取ってい
たあの手先のかわいらしさを思い
出すから。
　イチゴのヘタを見ると…イチゴ
を早く口に入れたくて…でもヘタ
がうまく取れなくて。結局ヘタご
とイチゴを食べた息子のあの満足
そうな顔を思い出すから。
　イチゴのヘタを見て幸せになれ
るのはお母さんだけの特権。

タコとの
出会いが…

内田恵利／横浜市

　とったどー！…うそ。
　タコとは那珂湊さかな市場で出
会いました。「このタコ、丸ごと茹
でたら、どーなるの？」「色がどう
変わるの？」「足がくるくるって丸
くなるの？」って好奇心が抑えき
れずに買って帰りました。
　はじめてのタコの下ごしらえ。
頭の裏側にはいろんなものが詰
まってた。ビューッてスミも飛び
出した。タコチューの部分も確認
した。きれいにして茹でて食べた。
美味しかった～。タコさんありが
とう！
　タコとの出会いが未知との遭遇
をもらたし、小さな発見が大きな
感動に！ 少し大げさだけれど、そ
のくらい面白かった！ この「面白
い」が私の脳みそに効いて。
　あれっ。タコの吸盤が好奇心ス
イッチに見えてきたぞ。

　おっぱいを飲む娘（2歳）がかわ
いくてずっと迷っていたのですが、
フルタイムで働いていて夜中にちょ
こちょこ起きるのは辛いのと、おっ
ぱいで事足りてごはんをあまり食べ
ない娘に食べてほしいのと、保育園
の先生から「大きくなるほどバイバ
イが大変かも」と聞いての決断。
　案の定、最初の2日は夜中に大泣
きをして大変でしたが、抱っこと冷
たいリンゴジュースでなんとかしの
ぎ、朝もパイパイと泣くのをTVで
気を逸らして過ごしました。
　3日目の夜、生まれてはじめて朝
までぐっすり眠り、4日目の朝起き
るなり私にちゅー！ おっぱい代わ
りの愛情確認行動？
　5日目、お昼寝の時にパイパイと
言うけれど、「バイバイだよね」と
言うと、すんなり眠れた娘。　
　突然のおっぱいバイバイを全身全
霊で受け止め、おっぱいに代わる私
とのつながりをぎゅー！やちゅー！
で表現する娘。そんな姿が愛おしく、
私もぎゅー！ちゅー！
　夜はぐっすり眠れるよう、昼間は
公園やれんげ畑、山や海へと、遊び
に遊びました。そして「あっこ（抱っ
こ）」と言われたらすかさずぎゅー！ 
　ぎゅーしてもしても、し足りない
くらい愛おしい小さな体。とろける
ような笑顔に母心がきゅーん！
　おっぱいを飲まなくなったら匂い
も変わるかもと、クンクンクンクン
娘の頭の匂いをかいでいたのです
が、バイバイ前は甘かったのが、今
ではすっかりお日様の匂い。
　正直、最初の3日くらいは迷い
がありましたが、おっぱいに代わる
つながりを自ら見出す娘のたくまし
さ、一緒に出歩いた楽しさに、これ
でよかったんだと感じる夜。おっぱ
いバイバイは結果オーライでした！


