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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。

お母さんの笑顔のために

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 TAKE ACTION PROJECT

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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ひまわり

萩尾かつら／佐賀市
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　お隣さんがベランダに飾ってい
たひまわり。
　夕方、息子と家の外にいると、
お隣さんも外に出てこられて…一
緒に遊んでもらった。
　ごはんの時間がきて、お別れ。
その時、お隣さんが「これは、お
母さん。これはお父さん。これは、
あなた。どうぞ」と言って、ひま
わりを3本息子に持たせてくれた。
　家に帰って、ひまわりを花瓶に
飾った。
　今朝も、うれしそうにひまわり
を眺める息子。少し高いところに
飾っているひまわり。
　椅子を持って来て、ひまわりに
近づいて、小さいひまわりを指差
して自分の名前をつぶやく。大き
いひまわりを指差して「ぐーかん

（父さん）」とうれしそう。その隣
のひまわりを指差して「かぁか（母
さん）」と、私に向かってかわいく
言う。
　これがここ数日の朝の決まり事。
　家族のひまわり。お隣さんから
の素敵なプレゼント。

食べさせるの
一番上手

中村泰子／朝倉市

　6歳ふうちゃんは、妹こんちゃ
んに食べさせるのが一番上手。
　こんちゃんが、ブーッと吹いて
ごはん粒が周りに飛び散っても、
こんちゃんの服が汚れても、テー
ブルの上が散らかっても、やっぱ
り、ふうちゃんが一番上手に食べ
させる。ごはんは楽しい。ごはん
は美味しい。ごはんはうれしい。
ふうちゃんは、そんな大切なこと
を教えてくれている。
　こんちゃんが、ふうちゃんにニ
コニコ笑いかけながら。ふうちゃ
んが、こんちゃんにニコニコ笑い
かけながら、幸せごはんの時間が
過ぎていく。
　うちにはなかなかできない。ご
はんのあとの掃除や洗濯のことば
かりが気になって。
　いいなぁ。ふうちゃんと、こん
ちゃん。

おかえり

河口緩美／南アルプス
うれしいような、
さみしいような

上原倫子／鹿児島市

　もうすぐ2歳の坊や。最近オム
ツを嫌がって、お家ではすっぽん
ぽん。なのでえいや！っとトレパ
ンに変更。お兄ちゃんパンツになっ
たのがうれしくって、喜んで「パ
ンツー、パンツー」と連呼。
　昨日は保育園でもトレパン1枚
しか汚れず。ママは久々に少ない
お洗濯物でした。お兄ちゃんになっ
たなぁ。うれしいような、さみし
いような…。
　大きくなっ
てうれしい反
面、いつまで
もママの小さ
な坊やでいて
ほしいなんて、
母はワガママ
であります。

幸せにします

三木春菜／河内長野市

　今から2年前のお話です。
　病院に入ってから、約1時間の
スーパー安産で娘が生まれました。
　入院中、娘はおっぱいをよく飲
み、よく寝てくれて、本当に親孝行。
病院には、家族や友だちが会いに
来てくれて、幸せな1週間でした。
　退院前日、看護師さんが赤ちゃ
ん一人一人の写真をポラロイドカ
メラで撮ってくれました。
　「写真は産婦人科に飾るので、お
母さんが赤ちゃんにメッセージを
書いてあげてくださいね」とのこ
とでした。
　娘に贈るはじめてのメッセージ。
気持ちがあふれすぎて、なんて書
いたらいいかなぁ…。
　うーーん。悩みに悩んで私が書
いたメッセージは「幸せにします」。
まるでプロポーズ（笑）。
　でもこれが、この時の一番素直
な気持ちでした。
　いつか娘の大切な人から、この
言葉を聞くまでは、パパとママが

「幸せにします」よ。
　こんな気持ちを思い出した今日
は、娘の 2 回目の誕生日。私が、
お母さんになった日です。

　最近、わが家にはネコがいます。
　このネコは、突如として現われ
ます。
　「にゃーお、にゃーお」と甘えて
きます。たまに「わん、わん！」
とも鳴きます。「おぎゃー、お
ぎゃー」と泣くこともあります。
小さな手足で四つん這いになり、
一生懸命歩いてきます。
　はい。娘です（笑）。
　そんな娘に「ネコちゃん、お手！」
と言ってみました。すると、ちょ
こんと手を乗せるのです。「おかわ
りは？」と言ってみましたが、首
をひねるばかり。
　旦那が「ネコちゃん！  ムチム
チ！」自分のムチムチなほっぺを
乗せてきます。「じゃープリプリ
は？」すかさず後ろを向き、お尻
を乗せてきます。
　誰も教え
ていないん
だけどなぁ。
わが家のネ
コちゃんは
芸達者です。

手乗り

長野恵／久留米市

　「なんか知らないけど、家って落
ち着くね」。長男がサッカーキャン
プから帰ってきて、ごはんの時の
一言。
　よかったね、そんな場所で。母
もそう言ってもらえてうれしい。
　キャンプの話をいろいろしてく
れたけど、遠慮したり、控えめだっ
たり、緊張したり、暑くて眠れな
かったり…。張り詰めていたのね。
長男らしい。
　今は思いっきり妹にぶつけて、
父ちゃんにぶ
つけて、スッ
キリだね。
　今日からま
た家族 5 人、
安心して眠れ
ます。

ママへ

村本聖子／韓国

　韓国語教室に通っている次男。
時には歌い、時には踊り、時には
遊び、いろいろな方法で韓国語を
学んでいます。
　先日の授業の日。終了時間が間
近に迫り、お迎えに行くと、「あ～
あ～、もう1回！」と何やらゴソ
ゴソと音が聞こえてきました。
　何しているのかな？　楽しそう
で何よりねと思っていると数分後。
　「ママ～、目をつぶって来て！」
と次男。行ってみると、「ジャジャー
ン！  ママの顔だよ～」とニッコリ。
　なんだかサプライズでうれしく、
ジーンとした瞬間でした。
　ちなみにこの夜、仕事で遅いパ
パに今日の写真を送ったところ、

「おおっ、パパの顔 !?　ありがと
う！」と返信があり、「うーん、パ
パの顔にしとくか…」とちょっと
オトナな返事をした次男でした。

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

” 憧れのお母さん ”で  
あり続けたい
　　  （玉井直美／東大阪市）

　「”お母さん”なんて、しんどいだけやからなりたないわ」ずっと心
の奥にあった思い。ずっとずっとありすぎて、そんな考えを持ってい
ることすら気づいていなかった。
　そして、子どもたちを授かり、心の奥底からフラフラと思い出した。
母も私と同じように子どもたちを愛し、子育てを楽しんでいたはずな
のに、なぜ私はそんな思いを持ってしまったのか…。
　それは、きっと毎日忙しくて、ちょっぴり不機嫌になりがちだった
ところしか見えていなかったからだろう。
　今はまだ幼い子どもたちも、いつかかつての自分のように、「お母
さんは何してる時が楽しい？」と尋ねてくることがあるだろう。そし
たら私は、「あんたらの”お母さん”をやってる時が、お母さんは一番
楽しいで！」とちゃんと伝えよう。そして、いつまでも子どもたちの
”憧れのお母さん”でありたい。それが私の夢。


