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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。

お母さお母さお母さお母さんの笑んんの笑んの笑顔のた顔のたの めにめににに

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 TAAKEE ACTCTAC IOION PRROJEOJECCT

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
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かくしてたん
だよ
浅川晃子／福岡市
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　読みかけの文庫本が突如として
見当たらなくなくなりまして。随
分と探しましたが、どうしたこと
か見つからないので、神隠しにで
もあったかと思っておりました。
　藁にもすがる思いで、3歳児すー
ちゃんに、知らないかと尋ねたの
でございます。
　すると、いともあっさり、これ
でしょ？と、さも自慢げに持って
きたのです。そして、「すーちゃん
がかくしてたんだよ」と言うでは
ありませんか！
　呼ばれるままに主人の部屋へ行
くと、扉付きの書棚にチラシなど
丸めたものをぎっしり詰めて、確
かに隠していたのでございます！
　あきれるやら、おかしいやら。
不思議と怒る気持ちは起きません
で。隠していたけれども、自ら持っ
てきてくれたことに感謝すらして
まったのでございます。

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

　夢はいくつもあります。その中でもずっと思い続けている一番の
夢は、地元の大阪に帰って家を建てることです。
　旦那が転勤族のため全国を転々とする生活を送っています。引っ
越すたびにアパートやマンションを借りていますが、子どもたちが
走り回ったり大きな声を出したりすると近所迷惑にならないかと気
になるし、床や壁が傷ついたりするのもやっぱり気になります。
　なので、歌うことや踊ることが大好きな子どもたちが、はしゃい
でも走り回っても気にならない庭があって、キッチンとお風呂の広
い家を建てたいです。広いキッチンで子どもたちと一緒に、料理や
お菓子をつくるのも夢の一つ。マイホームで踊ったり歌ったり…。
子どもたちには、のびのび自由に育ってほしいです。

子どもたちに
のびのび育ってほしい

　　  （神戸志野／篠山市）

たからもの

池田彩／久留米市

　「今日はカレンがパパをびっくり
させる」と、遅く帰ってくるパパ
に絵手紙を描く娘（8歳）。
　「パパとママにとって、カレンと
シンノスケとイチカは宝物」「カレ
ンとシンノスケとイチカにとって、
パパとママは宝物」と、弟と妹に
話しながら。
　そうそう。そうそう。そうそう。
なんだか心の中にジンときた。
　すごいな。子どもって。

ふうちゃんの
ピアノスイッチ
中村泰子／朝倉市

母さん人気

中村あす香／鹿児島市

　次女（2歳）もよくしゃべるよ
うになった。
　最近の口癖は、ともかく「お母
さん」。何をするにも「お母さん、
お母さん！」。「お母さん、見てて
ね」「お母さん、こっちおいで」「お
母さん、これして」「お母さん、で
きない～！」…。
　よくもまあ、こんなに連呼して
飽きないなぁと思うほど、数秒ご
とに呼ばれる。
　忙しいので生返事をしようもの
なら、「へ～、じゃない！」と叱られ、
背中越しに「はいはい、見てるよ～」
と言うと、目が合うまで「お母さ
ん見てよ！」と呼びつけられる。
　さらに長女が幼稚園から帰って
くると、お母さんの呼び声が2倍
になる。
　右から左から「お母さん」「お母
さん」と呼ばれて、どっちを見て
よいのやら。
　こんなにモテモテなのは人生初。
この人気がいつまで続くのかわか
らないけれど、モテモテ生活をエ
ンジョイしよう。

じーちゃん、
ばーちゃん
森永幸枝／小城市

　息子と娘のじーちゃん、ばーちゃ
ん。旦那さんのお父さんとお母さ
んです。もし「息子さんどんな子
に育てたい？」と聞かれたら、私
は、「旦那さんみたいに育てたい」
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」と
言います。
　今日もくよくよ悩んでいる私。
旦那さんのお父さん（じーちゃん）
がトマトを庭に植えてくれた。私
は横で洗濯物を取り込みながら悩
み相談。じーちゃん「大丈夫。と
も（旦那さん）もそがんやった」と。
　旦那さんを育ててくれたお父さ
んがそう言ってくれると心強く、
本当に大丈夫と思える。「それより、
そんな悩んで、あんた（私）がき
つうなかか？」って。
　目の前では泣けなかったけど、
あとで涙が出た。そんな声かけを
してもらったおかげで、息子を迎
えに行く途中、うれしくて涙。
　このじーちゃん、ばーちゃんがい
れば、私の息子と娘も大丈夫だ…。
そう言い聞かせて今日もがんばる。
　旦那さんのお父さん、お母さん、
いつもありがとう。私を支えてく
れてありがとう。

　5歳ふうちゃんの、4歳から始
めたピアノ。それなりに楽しんで
いたけれど、なかなか練習をしな
かった。
　けど先月、旦那が「ふうちゃん、
パパはね、パパがつくるお店でふ
うちゃんにピアノ弾いてほしいん
だよ。だから、もっとピアノの練習
がんばって！」と伝えたところ…。
　カチッ！
　あ！やる気スイッチが入る音が
した。
　すごいね。ふうちゃんのピアノ
への姿勢がガラリと変わった。
　なるほど。なぜ自分はピアノの
練習をするのか。
　ふむ、ふむ。こうやって、目に浮
かぶほど具体
的にイメージ
を持たせると
いいんだね。

懐かしい笑顔

三木春菜／河内長野市

　私の両親2人と私たち家族3人
で、夕飯を食べに行きました。
　帰り道、娘が私の母の隣に行き、
さっと手をつなぎました。そして、
父とも手をつなぎ、娘を真ん中に
３人で歩き出しました。後ろから
私と夫。父と母の顔を見比べなが
ら、うれしそうに歩く娘。その様
子を見ながら、笑い合う両親。
　なんかこの光景、見たことある
な～。昔は私があの場所にいたん
だなぁ。この笑顔に包まれて。
　とてもあたたかい気持ちになり、
なんだか涙が出そうになりました。

夜更かしの
理由
安達真依／久留米市

　今日も寝かしつけは長期戦。最
初に寝たのは三男とも君。次に寝
たのは長男しょうた。そして、やっ
ぱり最後まで起きている、次男の
たいち。
　長男が寝たのを見て、次男に「に
いには寝たのに、なんでたいちは
寝ないのかな～」と言ってみた。
　すると、「だってママが好きだも
～ん」と返ってきた。あまりにぽ
ろっと言ったので、聞き逃すとこ
ろだった。
　本当かな。なんだかうれしいな。
いやいや寝
てくれない
と困るんだ
けどねっ。

ん、、、


