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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/

お兄ちゃんと
赤ちゃんの狭間
佐藤悦子／北名古屋市

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

　いよいよ今日から臨月。お腹の
ふくらみがいっそう際立ってきま
した。
　息子は、赤ちゃんが生まれるの
を楽しみにしていてくれる様子。
　すでに名前も決めたので、お腹
に向かって名前で呼びかけてくれ
たり、保育園で先生に弟のことを
話したりすることもあるとか。
　あの甘えん坊な息子が、少しず
つお兄ちゃんになることを受け入
れてくれているのが、母も、なん
だかうれしい。
　その一方で、最近始まったのが
「赤ちゃんごっこ」。「お母さん、赤
ちゃんごっこしよ～」の合図で始
まります。
　語尾が「～でちゅ」になったり、
おっぱいの匂いを嗅いだり、抱っ
こして～とせがんだり。やっぱり
まだまだ甘えん坊。
　お兄ちゃん
と赤ちゃんの
狭間で、いろ
んな葛藤と
戦っているの
かな？

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

　「あなたの夢は何ですか？」と問われた時、私は何も答えられなかっ
た。自分には夢がないことを思い知らされた。幼い頃の夢は親の受け
売りばかりで、自分の意思で想い描いた夢などないに等しい。
　親になった今、子どもを介した夢はたくさん出てくるが、やはり自
分だけの夢は何も浮かばない。悶々としていた時、知人の言葉をきっ
かけに、はじめて自分自身と向き合えた気がした。
　夢に悩む「私」、何かに興味を持つ「私」、自信がない「私」、私の
中に未知の「私」がいたことに驚いた。
　きっと、これからも私が知らない「私」にたくさん出会うだろう。
　そんなたくさんの「私」に出会うことが私の今の夢。そして、いつ
の日にか「私」だけの夢を見つけて、自分に自信を持って生きたい。

探すことも夢
　　  （長野恵／久留米市）

旗当番

藤井裕子／東京都

　小学生の時、毎朝、旗当番の方
がいて、「おはよう！　いってらっ
しゃい！」と、笑顔で声をかけて
くれたのをよく覚えている。
　わが子が小学生になり、私が旗
当番になる日がやってきた。
　腕章を付け、車道へ旗を振りか
ざし、子どもたちに声をかける。
近所に住む子どもたちを大勢見送
るなんて、はじめてのことだ。
　緊張感もあるが、微笑ましさも
あり、笑みがこぼれてくる。
　「○○のおかあさんだ！」と息子
の友だちが何人も気づいてくれて、
「いってらっしゃい」と言うと、照
れ臭そうに手を振ってくれた。
　そのまだまだかわいい後ろ姿を
見送りながら、こうやって 地域の
人に見守られ、子どもたちが育っ
ていくこと
を、とてもあ
りがたく感じ
た朝だった。

生まれて
6か月
安達真依／久留米市

生かされてる

長谷栄子／一宮市

　よく、そう感じます。人・自然・
自分を取り巻くいろいろなもの。
それによって。子どもにも。おか
げでママは生きてるよ。
　昨日、また、友だちが増えた。
いろんなママの集まりやらイベン
トやら、退職してから出かけてみ
るのですが、小心者。はじめは息
子を連れていく。
　心細いママについてきてくれる
やさしい息子。子どものおかげで、
楽しく暮らせています。ありがと
うね。

土曜参観
2015

厚海有美／横浜市

　先週、土曜参観に行ってきまし
た。4月の授業参観の時は、PTA
の用事と重なって、5分くらいし
か見られなかったので、今回が実
質、今年度初の参観でした。
　2年生になって、ちょっと変わっ
たな、と感じたことが。
　1年生の時は、答えがわからな
くても（先生が問題を言う前に）、
「ハーイ！ハイハイハーイ！！」と
元気よく手を挙げていたのが、今
回は、わからない時は手を挙げず、
おとなしくしてる。もちろん、わ
かる時は元気に手を挙げて。
　でも、どさくさにまぎれて、ヤ
ジのように意見を言う時は元気
いっぱいなのに、いざ当てられる
と、緊張してうまく意見がまとま
らなかったりもしちゃって（笑）。
それも、1年生の時は見られなかっ
た姿。

　おもしろい
なぁ。子ども
の成長に伴う
変化って。な
りふり構わ
ず挙手しまく
る姿も、嫌い
じゃなかった
けどな。 

　うちのギャルたちは0歳児クラ
スから保育園に通っている。4年
目に突入しているにもかかわら
ず、毎朝「お母さんと一緒がいい
のぉぉぉぉ」と泣き叫んでくれる。
　うれしいけど毎日はねぇ…と友
人に話したら、「あんたもほんまは
仕事せんと、子どもらと一緒にお
りたいんやろ？　あんたの本音を、
長女ちゃんは毎朝毎朝目の前に見
せてくれてるねんで」と言われた。
　ええ、その通り！  私はギャル
たちと泣いたり笑ったり、時には
ケンカしたり、イライラしたり、
ぎゅーってしたり、お買い物した
り…。挙げた
らきりがない
けど、毎日一
緒にいたいの
です。
　長女よ、教
えてくれてあ
りがとう！

子は親の鏡

玉井直美／東大阪市

　昨年のハロウィンに誕生した三
男坊。2か月で寝返りをした。6か
月の現在、ハイハイがほとんどで
きている。お座りがもうちょっと
でできそう。つかまり立ちも少し
できている。そこから２、３歩あ
るく姿も見せてくれた。目覚まし
いほどの成長ぶり。
　生まれてまだ6か月しか経って
いないのに。1年前にはまだお腹
の中に居たのに。
　子どものパワーってスゴイ。で
もね、一人でがんばってるわけじゃ
ない。やさしいお兄ちゃんたちが
楽しそうに遊んでるのを見て、混
ざりたくてたまらないんだよね。
　私はお母さ
んとしてどれ
くらい成長で
きている？  私
は私としてど
れくらい成長
できるのだろ
う？  負けてい
られないね。

　お母さん記者（MJ記者）は皆フツーのお母さん。子どもとの他愛
もない出来事や、毎日の気づきを発信しています。老若男女大歓迎。
本紙年間購読料3000円のみ必要。申込みは、お母さん大学まで。
E-mail：info@30ans.com　TEL045-444-4030

泣けなく
なる日
三木春菜／河内長野市

　先日 1歳 11か月になった娘。
まだまだ本当によく泣きます。眠
い時、思い通りにいかない時、お
腹が空いた時など、泣く理由はさ
まざま。
　私の心に余裕がない時は、イラ
イラしてしまうことも。
　先日、実家に行ったときのこと。
なんだかご機嫌ななめで泣く娘。
「またか～」と私。
　そんな時に母が娘を見て一言。
「思いっきり泣けていいね～」。
　そして私に「こんな風に泣ける
のも今だけやで。だんだん泣きた
い時も我慢するようになるよ。そ
れを見るのはかわいそうやで」と。
　確かに、自分もそうだったなぁ。
　あと何年、娘はママの前でこん
な風に泣くのかなぁ。大人になっ
ても、ママの前では思いっきり泣
いたらいいよ。
　娘の泣き顔がいつもより愛しく
思えました。

く


