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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

　 自信を持って生きること

　　　       （檞 祐希子／北九州市）

　10か月の息子が成長していく姿を見ていると、つい「こうなって
ほしいな」と勝手に想像してしまう。やさしい人になってほしい、努
力家になってほしいなど…。果たしてそんな思いが通じる日が来るの
かな。自分も他者の期待通りに生きてきたとはいえない。でも、そん
な私にも周囲の人は助言をくれた。親や上司、友人の言葉も心に届く
けど、彼らの日々の言動のほうがよほど心に響いていたと思う。彼ら
の生き方こそが、最大の助言になっていたように思う。息子に望むこ
とは、自信をもって生きてほしい、ということかな。私自身が人生を
楽しく自信を持って全うする姿を見てほしいな。
　今の私が楽しく努力できることって何だろうと考えた時、学生時代
に細々と続けていた書道を思い出した。そうだ。書道の師範をとろう。
　息子よ。母のがんばる姿を見ていてね。そして、いつの日か、そん
な母の姿を思い出してね。

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/

　あ～、ゆっくりできてる～。今
日は実家にお呼ばれで、夜ごはん
の支度はなし。家族5人でおこた
でまったり。
　むむ。それにしても狭い。狭す
ぎる。誰かの足が私の足に乗っかっ
てる。長男は、足が伸ばせないと
文句を言い始めた。
　娘は…なぜだ。私の太ももに座っ
てお絵かきを始めてる。しびれて
くるぞ～。
　うん。でもこれがいい。この時
間がいい。
　う…、娘が私の背中に寝転びだ
した。もう少し。ゆっくりできる
時間をまったり過ごそう。

こたつ

河口緩美／南アルプス市

おせちを作って
あげる側に

林  彰子／東京都

　生まれてはじめて、おせちを全
部手作りした（黒豆だけは実家の
母の手作りだけど）。
　おせちは縁起物だからと、結婚
前はしぶしぶ食べていたけれど、
結婚し昨年出産した今は、おせち
を食べるのが楽しみなだけでなく、
作るのも楽しかった。
　栗きんとんのお芋を煮る時に、
くちなしを入れるとこーんなにき
れいになるんだって感動したり、
かずのこを塩抜きしたり、田作り
には食べやすいようにアーモンド
を入れてみたり。あと、喉を傷め
ている旦那さんのためもあって金
柑の甘露煮、そして紅白なますに
かまぼこ、お煮しめ、えびの塩焼
きなどなど。一つひとつの食材に
家族や仲間の健康、繁栄の願いを
込めて。
　うちの母も毎年、こんな幸せな
気持ちでおせちを作ってくれてい
たんだなーって。買い物したり、
煮込んだり、味見をしている間も
幸せ～な気持ちになりました。
　作ってもらう側だった私も、作っ
てあげる人になった。2016年、気
持ちのいいスタートです。

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。

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。

漫画「いつか母になるために」
ミソガール藤本智子 物語
発行／美健ガイド社
価格／ 400 円（税別）
アパレル業界で働き、ひどい肌荒
れに悩む藤本智子。途方に暮れる
中、味噌屋の良吉に出会い、「味
噌は美蘇」「味噌は命の源」と知る。
智子は味噌を毎日の生活にとり入
れ、次第に心も体もキレイになっ
ていく。それは、いつか母となる
ための大切な準備でもあった…。

＊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/
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ちょっと遅れの
サンタさん

山中菜詩／松戸市

　12月30日、小2の息子が突然、
「あのね、実はお父さんとお母さん
に、クリスマスプレゼントがある
んだ。ちょっと遅くなってしまっ
たけど」と言い出した。
　え？ なになに？
　「お笑いチケット8枚。お母さん、
オレのお笑いを見たいって言って
たでしょ？」 。え～、びっくり !?
　もらったのは「おわらいチケッ
ト とくとうせき 3人分」×8枚。 
　クラスのお楽しみ会で友だちと
お笑いをやるんだと時々練習して
いたが、お楽しみ会では出番が回っ
て来ず、まだクラスでは披露して
いないとか。
　早速「とくとうせき=こたつ」で、
お笑い鑑賞させていただきました。
　3人分（お父さんとお母さんと
3歳の妹）のとくとうせき。
　クリスマスに私が、「お父さんや
お母さんにはクリスマスプレゼン
トはない」と言ったことも、気に
してくれていたんだね。
　ありがとう、ちょっと遅れのサ
ンタさん。
　お笑い
はすごく
面白くて、
泣きそう
になりま
した。

恩返し

小出美紀／京丹後市

　村のおばあちゃんから、7か月
の息子をベビーカーに乗せて散歩
している時に、声をかけてもらい
ました。
　「あんなにちっちゃかったのに
ねぇ。よー大きくしたげたね。み
んなそうして大きくしてもらった
んだで。自分の子どもを大きくす
るのが恩返しだと思って、大変だ
けどがんばるだで。顔見せてくれ
てありがとう」。
　はい。
　そうか、私は今、私を育ててく
れた人たちに恩返しをしているの
か。この子のおかげでみんなに恩
返しができるんだ。子は宝。こう
して散歩で出会う人たちが、この
子を見て笑顔になる。
　何か特別なことをしているわけ
ではないけれど、元気に育ってい
くこの子を見てもらうだけで十分
みたい。がんばってよかった。

子育て
パラドクス
八木橋真心／日野市

　怒れば虐待かと眉をひそめられ、
放置すれば、しつけがなってない
とささやかれる。
　見ず知らずの人の親切に触れる
機会が増えるが、「あんた、誰？」
というような他人から文句を言わ
れる機会も増える。
　子が育つ喜びもあるが、子ども
のせいで頭を下げる機会が増える。
　昨今、ママ業もねー、いろいろ
あるのよねー。

はだかもうふ

上尾有希子／大分市

　息子はお風呂がキライ。湯船に
浸かるのがキライ。髪を洗うのが
キライ。だから、お風呂では必ず
不機嫌になる息子。
　そんなお風呂ギライな息子の唯
一の楽しみは「はだかもうふ」。湯
上がりに真っ裸で毛布にダイブ！
　これがたまらなく気持ちいいら
しい。この時ばかりは満面の笑み
で毛布の上を裸でゴロゴロ…。
　そんなに気持ち良いの？…と、
先日、私も一緒に「はだかもうふ」
をやってみた（笑）。
　…こりゃ最高です。
　お互い湯冷めしない程度に、こ
の冬は「はだかもうふ」を楽しみ
たいと思います。

本「百万母力」

お母さんの笑顔のために

月刊お母さん業界新聞」

画「いつか母になるために」

　大晦日～１月２日は親せきの集
まりで実家に。ごちそうを食べて
テレビ見て、じいちゃんとお風呂
に入って、おそばを食べて。たく
さんの大人に遊んでもらって、プ
レゼントをもらって…。
　娘2人「お正月」の意味はわか
らなくても、いつもと違って「特別」
なのはわかったみたい。
　2歳の次女は今朝起きて、開口
一番、「きょうも、おしょうがつだ
よね！」って。「あのね、おしょう
がつってね、夜になったら、じっ
じいのお家に行って、みんなでパー
ピー（パーティ）するんだよ！」と、
一生懸命に説明してくれました。
　去年のお正月は1歳で、記憶に
残っていないかもしれないけれど、
今年の楽しかった記憶は、ずっと
残っていくのかな？

今日も
おしょうがつ
中村あす香／鹿児島市


