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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/

命の重さ

岩根直子／久留米市

ストレス解消法

安達真依／久留米市

　長い長い夏休みが終わるころ、
なぜだか、急に泣けてきた。毎日
子どもたちと一緒に過ごし、たく
さん叱って、たくさんケンカして、
たくさん遊んで、たくさんダラダ
ラして。
　仕事をしたわけでもないのに、
なぜか毎日ヘトヘトで、お金を稼
げたわけでもない。誰かに褒めて
もらえるわけでもない。なんだか
空しくなる日もある、休みなしの
夏休み。
　でもやっぱり、こんなに幸せな
夏休みってないな。なんて幸せな
夏休みだったんだろう。そう思っ
たら、急に涙が出てきた。
　私の涙顔を不安そうに見つめる
子どもを見たら、ますます泣けて
しまった。
　たくさんの幸せをありがとう。
この平和がずーーっと続きますよ
うに。

幸せな
夏休み

浅川晃子／福岡市

　早いもので３か月になった娘。
おかげさまで元気にすくすく育ち、
体重は生まれた時の倍になった。
　長時間抱っこすると、腕や肩が
痛くなる。でも、これが命の重さ
なんだよな～。そう思うと、より
いとおしくなってくる。
　だから、いっぱいいっぱい
ギューッと抱っこする。命を抱け
る幸せ。ありがとう。

レストラン

萩尾かつら／佐賀市

　ソファーが調理台。バターナイ
フが包丁。積木入れの蓋がまな板。
積み木やブロックはお野菜。フラ
イパンにお皿、スプーンにお箸…。
台所からあれやこれや引っ張り出
してきて、大忙しの息子シェフ。
　まな板の上でブロック（野菜）
を「カチーン」と切って、お皿に
盛り付けまでをばっちりとこなす。
フライパンをさわって「あっちっ
ちー」とおどけて見せたり、味見
をして「おいしいねー」と満面の
笑顔を見せたり！
　「かぁかー（母さん）。はぁーい」
と次々と料理がやってくる。かわ
いいシェフのレストラン。
　フライパンの上で野菜の焼ける
音が、ごちそうのいい香りができ
たてのお料理から上がる湯気が本
当にここにあるみたい。子どもの
遊びの世界は豊かだ。

今、できる？

仲道貴美子／鳥栖市

　毎朝ギリギリにドタバタと行く
幼稚園。それでもいつもマイペー
スな長男は、玄関にルービック
キューブを持ってきて、「あと2つ
で赤。これお母さん今できる？」と。
ちょっと気を使っての言い方。「今
は、できない」と言ってから、靴
を履いて急いで車へ。
　車に乗ってシートベルトしたと
ころで「今できる？」とまた。「あ
のね、今はできない」と言って出発。
　運転している途中でまた「お母
さん、今できる？」と。ここで、プッ
ツーンときた私。「だから今できな
いって言ってるでしょ！ 帰ってき
てからするから！」と怒ってシー
ンとした車内。そのまま長男と手
を振って幼稚園へ。そして反省。
　そうか、子どもの「今」ってそ
の時の一瞬一瞬なんだよね。幼稚
園に行こうとしてる今、のつもり
だったけど、全然伝わっていなかっ
た～。悪いことしたな…。
　もちろん帰ってきてから、一番
に赤を揃えてあげました。ふー。

下がったら
上がる
河口緩美／南アルプス市

　いつもの時期でも、子育ては悩
みながら。長男との関わりで、「あ
～あ、まだまだだな～っ」て落ちて。
　次男のお迎えの時。「ママー見て、
飛行機雲！」。空を見上げるときれ
いな夕焼け。今度は地面を見て走っ
て、バッタがいたと追いかける。
バッタもつかまるまいとパタパタ
飛んで逃げる。一緒になって追い
かける。「やった～、すげ～デカイ！
つかまえた～！」。イキイキする子
どもたちの笑顔に、こんな時間が
いいな～とほのぼのする。
　「ダメだな～っ」て落ち込む時も
あるけれど、そんな時ばかりでは
ない。一歩ずつ一歩ずつ。ゆっく
り子どもたちと成長していきたい。

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

　

　毎日仕事に家事に子育てに疲れ
きって、ストレスがたまっていた。
お菓子を食べたりお酒を飲んだり
して、ストレスを解消していた。
　でも気づいた。子どもとしっか
り遊ぶこと。これが一番のストレ
ス解消法だ。お金もかからないし
身体にもいい！
　公園に行って、子どもが楽しむ
姿を見ること。子どもの笑顔を見
ること。それだけでなんだかすっ
きりした。
　お菓子もお酒もやめられないけ
ど、これからは、もう少し減らし
ていけるかな。

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。

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

月刊お母さん業界新聞」

大きく
なったら

赤瀬裕子／長崎市

　寝る前のひととき、「あかせしょ
うです。2歳です。大きくなった
らアンパンマンになります。よろ
しくお願いします」と次男。きっ
と園で言う機会があるんだろう。
　「何歳ですか？」と聞かれたか
ら、「あかせゆうこです。39歳です。
大きくなったら…」と抱負を述べ
てしばし遊ぶ。
　次男は早くから保育園に預け始
めたからか、言葉が早い。ふと長
男が年少の時、幼稚園のお誕生日
会で、壇上であいさつしたことを
思い出した。
　たしか骨折していたな、あの時。
でも、「あかせけんたです。4さい
になりました。好きな食べ物はブ
ロッコリーです」と、はっきり言
えて感動したんだよなー。
　長男は親もすべてがはじめてで、
ドキドキ感動をたくさん味あわせ
てくれてるな。忘れてた。ふと日
記に書いとかなきゃと思いました。
　次男もやんちゃだけど、ただた
だかわいく、成長を見るのも楽し
いし、本当にありがたい。子ども
たちの平和を守れますように。

「肝っ玉母ちゃん」に
なること
　　  （澤田久里子／茅ヶ崎市）

　私の夢。それは「肝っ玉母ちゃんになること」。
　息子が生まれてから生活が激変し、今日が何曜日だかわからなく
なる毎日だったり、思うようにいかない日常にイライラしたり、涙
が出たり。ネガティブなことを考えたらキリがないほど！
　だけど息子のとびっきりの笑顔を見た瞬間に全てがポジティブに
なる。そんな息子の笑顔を守るために、いつの日かどんなことにも
動じず、どっしり構えた母ちゃんになりたいと思うように。
　そう簡単になれるものではないけれど、「育児」は「育自」。今や
その思いが生きる喜び、目標になっています。
　そしていつの日か「家族ひとりひとりがこの家族でよかった」と
思える家庭をつくれたら、こんなに素晴らしい人生はないでしょう。
　息子1歳、私の夢は始まったばかり。


