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爺（時事）川柳 ● お揃いの写真はババの膝の上（手塚俊孝）　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　　　　　　子育て川柳 ● 書初めの見本を敷いて賞もらい（八木橋真心）

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。

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

お母さん大学関連の
書籍やCDです。学
長代理の本は、読め
ば、一気に母力が上
がります。出産した
お友だちのプレゼン
トにも、ぜひ！

お母さん大学
購買部

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全国のお母さん記者（MJ記者）が元気に発信中！ Mother Journalisthttp://www.okaasan.net/

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

つながりの「きっかけ」を
生み出したい

（白川奈保／さぬき市）

　2013年、埼玉から香川へ嫁ぎ、2015年 3月に長女・響季
を産みました。
　私の夢は、「お母さん業界新聞」の香川版をつくり、つなが
りのきっかけを生み出すことです。
　私にとって、香川はすっかり第二の故郷。海も山もあり、
食も豊富な四国・香川が好きです。そうはっきり言えるのは、

「つながり」がたくさんあるから。
　母乳育児をきっかけに自然食を始めたのですが、食への関
心から参加したイベント、地元 JA婦人部に入会して出会えた
人たち、仕事を通して出会えた人たちなど、素敵なご縁に恵
まれて生活しています。
　「お母さん」であることも子育ても、「つながり」があって
楽しくなる。だからこそ、地域版をつくりたい！と思います。

　幼稚園のマラソン大会だっ
た。前日まで「1番になりたい！」

「メダルが欲しい！」と言って
いた息子。幼稚園でもそう話し
ていたらしく、練習もとてもが
んばっていたそうな。
　幼稚園に行って息子が走るの
を見ていた私。最初は1番最後
だったが、1周目が終わる頃に
は1人抜かしていた。走りが去
年よりもしっかりし、お兄ちゃ
んになったんだなぁと感じた。
　結局、最後から2番目だった
が、走る姿を見て、もうかわい
いだけの息子じゃなくなったん
だなぁと、寂しくもあり、成長
してるんだとうれしくもあり。
なんだか泣きそうになった。

　娘はアンパンマンが大好き。
いつの間にか、アンパンマンの
ことは「アンパン！」と言える
ようになり、気づいたらある日

「アンパンマン！」とはっきり
言えるようになっていた。
　それ以外のキャラクターは、
バイキンマンのことを「バイ
チー」と言っていたくらいで、
他は言えなかった。
　ところが、数日前 2 歳の誕
生日を迎え、いきなり「バイキ
ンマン！」と言えるようになっ
た。それから、「ドッキンちゃん」
と、ドキンちゃんまで言えるよ
うに！
　ちっちゃい「ッ」が変なとこ
ろに入るのと、イントネーショ
ンがちょっとおかしなところが
またかわいい。これからどん
どん話せるようになるんだね。
早くいろんな話がしてみたい
なー。

バイチー！

竹岡望／横浜市

　「ママ、明日の朝までに三角
定規と分度器を買ってきて」と、
娘。「あんた、こんな時間に何
言ってるの !?」。時計を見たら、
夜の8時を回っている。
　「だって明日使うんだもん。絶
対になきゃダメなんだもん！」
だって。
　三角定規と分度器、コンビニ
に売ってるかな？　それとも、
近所のスーパーに駆け込む？　
　いろいろ仕事もしてきたけれ
ど、どこの社長もここまで理不
尽な要求はしなかったなぁ…。
　冬服が欲しいと言うから買っ
てくれば、「着心地が悪い」と
言い、ついこの間は、風邪をひ
いて夜中じゅうの看病…。
　キライじゃないけど、ママっ
て職業は、どこよりもブラック
だと思う。
　さて、一句。「明日要る」夜
の8時に言うなかれ 。

ママは
ブラック
八木橋真心／日野市

マラソン大会

佐藤寿枝／大牟田市

　お母さん記者（MJ 記
者）が、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。
老若男女どなたでもOK。
年間購読料 3000 円。お
母さん大学へご連絡を！
E-mail
info@30ans.com　
TEL045-444-4030

　お陽様の匂いの残る洗濯物を
たたみながら、ぶつぶつ、ぶつ
ぶつ。気づくといつもつぶやい
ている。
　昨日は怒りすぎた、ごめん。
どうしてやさしくできなかった
んだろ…。
　最近、ご機嫌だね、何かいい
ことあったかな。あなたのこと
はいつも心配してる。あの時、
本当はとてもうれしかった。
　長女のシャツをたたみながら、
長女へ。次女の下着をたたみな
がら、次女へ。三女の靴下のか
かとを合わせながら、三女へ。
　言葉にするとウソになってし
まいそうな、言葉になる前の母
さんの本当の気持ち。言えな
かった、ごめんね。届かなかっ
た、ありがとう。
　たたみながら込めたら、こ
の宙に浮いたままの気持ちが、
そっと伝わるような気がして。

人知れず

益子由実／神奈川県葉山町
ク

　テレビで生まれ出たばかりの
赤ちゃんを紹介する時間があっ
て、それを娘と見る習慣がつ
いた。そのせいか最近は、娘と
赤ちゃんの話をすることが多く
なった。
　パパがお腹の赤ちゃんに話し
かけるのを見ているので、娘も
真似をして「ママの赤ちゃん～
まだ出てきたらダメですよ～。
まだ遊んでてね～」なんて、か
わいい娘。
　お風呂でも大きなお腹を見つ
め「プカプカきもちーですか？」
などと話しかけている。
　布団にゴロンとした時は、「赤
ちゃん出てきたらここに寝せて
いいょ～」と、自分の枕を半分
赤ちゃんに貸してくれる予定。
　まだ3歳と思っていたけれど、
しっかりしたお姉ちゃんのおか
げで、出産準備は完璧だ。
　まだまだお腹に入れておかな
いといけない時期だが、お姉
ちゃんな娘と、お腹の赤ちゃん
の2人に無性に会いたくなった。

出産準備
する娘
吉富みな美／唐津市

　朝、目を開けると、隣に娘の
寝顔。1歳３か月の娘の寝顔は、
生まれたばかりの寝顔と、いま
だに変わらない。かわいくって
かわいくって、たまらない。
　生まれてきてくれてありがと
うと見守った、はじめての夜を
思い出す。
　そうやってまどろんでいるう
ちに2度目のアラームが鳴る。
　さぁ、今日もお母さんの一日
が始まるよ～。

寝顔

林彰子／東京都


