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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

　
「ママの笑顔」の
お手伝い  　　  

（大蔭 幸／徳島市）

　息子の育児に役立てたいと学び始めた「絵本の力」に魅了され、
絵本セラピスト協会認定 絵本セラピストになりました。
　いつもは絵本を読む立場…24時間年中無休のママたちに、ほっ
こり癒しの時間をお届けできたらと、四国で唯一、子ども連れ
で参加可能な「ママのための『絵本セラピー ®』」を開催してい
ます。
　「絵本セラピー ®」とは、絵本の力を借りて、人間の感情を最
も自然に引き出す、大人のための「ふれあいと気づきのワーク
ショップ」（絵本セラピスト協会）です。
　家族を最優先に、今の自分にできる無理のない範囲で、子育
て中のママの笑顔のお手伝いをすることが、今の私の夢です。

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/

　昨日は、生後約2か月の娘が、
本当に珍しく、夜、20時から6時
間半も熟睡しました。おかげで、
出産後初めて旦那さんと一緒に食
事しました。
　いつもは娘が泣いていたり、ぐ
ずっていたりするので、娘をあや
しながら旦那さんと私とが交互に
食事をとるというのが日常なので。
　久しぶりの静かな二人の時
間。でもでも、なんだか物足りな
いー！って、二人ともうずうず。
娘の泣きにはいつも苦労している
けれど、それがないならないで、
めちゃくちゃ寂しい。もう、泣き
も日常になってるなーって、しみ
じみ感じた夜でした。

物足りない夜
　

林 彰子 /東京都

言葉で表現

廣松香奈美/久留米市

　2歳2か月の三男は最近おしゃ
べりがさらに上達した。
　水たまりの上を風が吹いて、水
面がゆらゆらするのを見て、いい
なぁと思ってたら「水が、水が。
キレイねぇ」。
　窓を開けた時にビューンと風が
吹いて折り紙が飛んでいったら、
「風強い！」。
　台所で座ってお鍋の番をしてた
ら、トコトコやってきて、「お父さ
んと大きい風呂入った！」（お風呂
屋さんが楽しかったようで）…。「そ
うなんやね」と相づちを打ったら
納得して去る。
　ちょっとしてまたトコトコやっ
てきて「座ってみる」とちょこん
と隣に座る。しばらく沈黙。「………
きもちいいねぇー」。
　なんなんだ、かわいいぞ（笑）。
　そうそう、台所が静かでさぁ、
少しぼーっと休息する時間がほん
と気持ちいいのよ。
　感じたことを上手に伝えられる
ようになったねぇ。

さっ、
起きようかな

福江理絵/鳥栖市

　今朝は朝から涼しくて、目覚ま
しよりも早く自然に起きられた。
　ふと横を見ると、片方に２人、
もう片方に１人、子どもたちが寝
ていて。うんうん。幸せな寝息が
聞こえている。
　最近、単身赴任中の旦那が帰っ
てきているから、子どものことを
手伝ってくれる。今まですべてを
一人でしていたので、心と時間に
余裕がある。
　毎日忙しくて手が回らなかった
子どもの写真を撮ったり、ホーム
ビデオを見返したり。3人の耳掃
除に爪切り、裁縫まで。
　昨夜も家族揃って夕食をとって
いる時、ふと手を止めて…何気な
い食事の時間に幸せを感じること
ができた。
　「あと何年こうやって過ごせるの
かな～」なんて、幸せを噛みしめ
ながら夕食をとる家族を見ていた。
　あと数日で、また旦那は行って
しまう。あと数日は、やさしいお
母さんでいられそう（笑）。

発想の転換

玉井直美/東大阪市

　次女は2歳半。今日着る服も私
が勝手に決めると「ちゃう！ うさ
ぎさん着る！」と号泣する。
　「べつに泣かんでもええやんか
～。うさぎさん出すやんか～」と
言っても許してくれない。
　うさぎさんTシャツを出しても、
時すでに遅し…。
　長女はここまで主張することは
なかったんで、「ほほー、これが噂
の魔の2歳児やな」って思いつつ、
正直、ちょっとイライラすること
もある。
　でもね、ここまで自分の気持ち
をストレートに出せるって、スゴ
イな。
　そんなにうさぎさんTシャツが
好きなのね。
い い な ぁ。
そんなに好
きなモノが
あるのって、
お母さんう
らやましい
よー。

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」

鼻歌

西村美香/鳥栖市

　最近、宇宙語が盛んな娘がはな
うたを歌います。
　私や息子が、もう1回うたって
とか、突っ込んだりすると、あま
のじゃくでうたわなくなるので、
そっとしています。
　数日前の歌がなんともかわいく
耳に残りました。「♪はんぶんぱ～
ん、はんぶんぱ～ん♪」…たぶん
意味はないし、本人はそううたっ
ていないと思うけれど、何度聴い
ても「♪半分パン♪」にしか聴こ
えないねと、息子と笑いました。

小さい
お母さん
岡野加奈子/松戸市

　2歳になったばかりの息子。お
しゃべりは早いほうだと思うけれ
ど、やっぱり泣くとワケがわから
なくなる。この間も何かが気に入
らなくてワーワー泣いていた。
　余裕のない私は内心「なんなん
だよも～」なんてイライラして。
　すると普段ケンカばかりしてい
る5歳の長女が、「どーしたのぉ～」
「〇〇したかったのぉ～。そっかぁ」
とやさしーい言葉をかけ始め、ど
うしようもないくらい泣いていた
息子が、「うん…」とか言いながら
泣き止んだ！
　娘から学びました。気持ちに寄
り添い、同
調するって
大事なのね。
　以来、真
似してやっ
ていますが、
意外と効果
アリ！

今日もまた、
また明日
川田理佐子/久留米市

　「部屋が片付かないのは、子ども
が小さいから…」。娘3人を4～5
か月の頃から保育園に預けて仕事
をしていた時、そう思っていた。
　子どもが高校、中学、小学生に
成長しても、お皿洗いを後回しに
している私。また今夜も片付かな
いまま眠くなるのは、なんでだろ
う。今夜もすこ～し、自己嫌悪。
　子どもたちとの、まったりした
時間。部活を終えて遅い帰宅の遅
い夕食をしている長女と妹たちが、
団らんしているその時間。先にお
茶碗を洗っていたら、その後お風
呂に入って出てきたら、末っ子は
もう寝ているから。やっぱり今夜
も後回しの片づけ。
　そんな自分に独り言。「いいのよ。
家族が集うこの時間、一緒にいた
いから」。
　みんなが寝てからの一人時間。
ゆっくりお風呂に入ったら、眠い
んだ～っ。今日もまた寝てしまう
のか、もうひとふんばりするのか。
少し考えたけど、眠いから、台所
だけ片づけてまた明日。

ん


