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子どもの“やりたい”に寄り添い
日常のカオス空間を楽しんでいます
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チリーーン！ 撮影スタジオに、子どもた
ちの気を引くためのベルが鳴り響く。長男
は聞く耳を持たず、大興奮でそこら中を走
り回っている。「親ごさんはそのままカメラ
を見て笑っててね！」そしてバッチリ引き
つる私たちの笑顔。…チリーーン！
--------- 写真撮影の日の思い出。
超マイペースな長男 4 歳と、お兄ちゃん
のコピーでどんどん進化する次男 2 歳。プ
ラスお腹に赤ちゃんが 1 人。子どもたちと
の毎日は予想の斜め上をいくカオス空間！
でもそれも楽しく、
子どもたちの「やりたい」
にできるだけ寄り添いたいと思っています。
しかし長男の入園、妊娠、次男のイヤイ
ヤ期でキャパオーバー！ 声を荒げ怒ること
も増えました。いつもやさしく面白く子ど
もたちを見守ってくれる夫も、怒りに任せ
てグーパンチで壁に穴を開けました。今は
次男がその穴をほじって遊んでいます（笑）
。
日々たくさんの成長があり、最近は話も
聞けるようになりました。少し前まで真っ
直ぐ歩くのもひと苦労だった 2 人が、今は
仲良く手をとって歩く姿はかわいすぎます。
私が辛いときは、察してふわふわと背中
を触りにきてくれる子どもたち。夫は斜め
横に座ってゆっくり話を聞いてくれます。
ダメだなぁという日も、みんなのやさしさ
にふれて、きっと大丈夫と思えます。
「今日もいい一日だったね、どうもありが
とう」毎日お布団で伝える言葉。なんだか
んだでいい一日だったと思える家族との今
日。これからも感謝しながら過ごしていけ
たら幸せです。
（話／須戸真美さん）

Photo: 親子の日（撮影 2019 年 7 月）© ブルース・オズボーン

▼留守番中の小 4 と小 3 の兄妹はパンを食べて
いた。その時、中に変な虫がいる！と妹が叫び、
「よし、お兄ちゃんが言ってやる！」とパン屋に駆け込んだ。虫
と思ったのは桜の花びらで、
「今だけ売っている天皇陛下のあん
ぱんだよ」と店主に教えられた▼ 1875 年 4 月 4 日、銀座木村屋
初代当主の安兵衛は天皇陛下のお花見にあんぱんを献上。八重桜
の塩漬けをへそ押ししたところ大変気に入られ、
以来
「桜あんぱん」
が店頭に並んだ。後にこの日を「あんぱんの日」と制定▼「どら
やきの日」も 4 月 4 日。桃の節句と端午の節句に挟まれた日、カ
ステラにあんを挟んだどらやきを食べて幸せ（4 合わせ）になろ
う、と定められた▼共通する「あん」
。同名の映画がある。樹木
希林扮する老婆がどらやき屋で小豆を煮るシーン。
「おもてなしよ、
遠くの畑からやってきてくれたんだから」
。万物は大切ないのち
と伝える印象的な台詞▼桜が咲くと、離れて暮らす兄を思い出す。

母 時 間〈PART2〉
特集 いいこと考えた！

子どもと楽しむ おうち時間

●新型コロナウイルス対策
大切なのは、お母さんの笑顔。私たちが今できること
●パパスタイル「マイナスをプラスに変える力を」
●暮らしの「オルタナティブ」を発信する三輪舎
●藤本裕子のお悩み・相談室 OPEN
●お母さんたちに聞いた「ほっとできる場所」

お母さんが感じる音

世界保健機関（ＷＨＯ）が、新型コロナウイルス
は「パンデミック（世界的な大流行）
」になったと
の見解を表明した。これを受けて、日本を含む世界
の株価が急落。東京オリンピックの開催も危ぶまれ、
経済の失速は２００８年のリーマン・ショック以上
ではないかともいわれている。
「ＡＩを制する者が世界を制する」という言葉もあ
るが、ウイルスの前では所詮、人間の力とはこんな
もの…。見えないウイルスは、人の体だけでなく、
生活までも脅かし、心がざわついている。
そんな不安な中でも、母であることをしっかり感
じながら生きている、お母さん大学生の吉村優さん。
お母さん大学サイトで発信された、彼女の記事を紹
介する。
ーー無観客試合の野球を見たら／いつもは聞こえな
い会場の音や選手の声まで聞こえた／昼間の公園に
行ったら、普段はいない小学生が遊びに来ていた／
この事態になっても、私の生活はあまり変わらない。
人混みを避け、適度に外遊びで日光を浴びる／でも
周りは変わった。今まで聞こえなかった声や音が聞
こえてくるようになった／オンライン化する授業に、
これなら不登校の子どもたちも学べる／今まででき
ることがもっとあったんじゃないか／私たちには、
今まで聞こえてこなかった声や音が聞こえるように
なった。この事態だからこそ、見えたことがある／
大切なのは、せっかく聞こえた声や音に、この事態
がおさまっても耳を傾けることーー
（母ゴコロ「聞こえるようになった音たち」３月７日）
私はＡＩには未来を感じないが、３歳の娘を育て
ているフツーのお母さんに未来を感じる。
かつて、
「掃除道」を説くイエローハットの創業者
鍵山秀三郎氏に、私たちの活動を応援していただい
たことがある。ふと、氏から学んだ「凡事徹底」を
思い出した。読んで字のごとく、平凡なことを徹底
するということ。
今、私たち母親にできることは、当たり前のこと
を当たり前に、淡々と続けること。いつもより心静
かに、いつもよりわが子をよく見ること。そして、
いつものように掃除や洗濯をして、ごはんを食べ、
よく眠ること。そうすることで、何気ない日々の幸
せが、どれほど素晴らしいことかが、見えてくる。
春深む４月。いつもと変わらぬ自然の営みの中で、
木々は一斉に芽吹き、花々は美しく咲く。
お母さんなら、聞こえるだろう。今まで聞こえな
かった音たちが。
（藤本裕子）

おうち時間を楽しむ

にっこり時間を共有する喜び
を感じています。一人でも多
くの人に読んでほしいです」
。
※登録方法などは８頁参照。
廣田新聞店とのコラボ

お父さんと子どもの交流
シーンもあちこちで見受けら
れた。窓を開ければ子どもた
ちの声が響き、ひと昔前を彷
彿とさせた。なんだかこんな
日も悪くない。

普通に生活すること

子ども向けのネット教材や
電子書籍は選ぶほどあるし、
進んでお手伝いする子もいる
だろう。お母さんもできた時
間に、本を読んだり映画を観
たり、気になっていた家事を
することもできる。
トイレットペーパーやマス
ク が、 一 時 は 食 材 も 消 え た。
モノがなければ節約するし、
あるものを工夫して代用もで
きる。日々の行動を見直せば
楽しい時間をつくれるし、快
適に過ごすこともできる。何
より寝て起きて家族と食卓を
囲み、談笑するという普通の
生活が、どんなに大切なこと
かと気づくことができた。
事態の終息までは先が見え
ない。けれども「お母さんの
笑顔」があれば大丈夫！
信頼できる家族や仲間と、
心を一つに知恵を出し合って
苦境を乗り越える。困ってい
る人がいたら助け合う。そん
な当たり前のことができる、
平常心の母でありたい。
（編集部）

検索

共済ショップ

●子育てサークルの活動に
●企業の CSR 活動に
●学校教育の一環に
●市民有志や自治体による子育て支援活動に

全国 47 都道府県に約

お近くの共済ショップをおしらべください。

200か所！

上映会＋ブルース氏のトークショー
親子写真パネル展など

「情報」ではなく、
「生活必需
品」であり、
活字が「心の支え」
になるという証でもあった。
スマホは時に人を惑わせる
が、活字には心を落ち着かせ
る力がある。もちろん新聞も
同じ。紙面の向こうにいる人
やつくり手の思いが行間を通
して伝わり、それが心の栄養
となり、活力にもなる。
「こんなときこそお母さん
業界新聞を読んでほしい」…
会長の言葉がうれしかった。
イベントのキャンセルや、
らいたい。読後の共感がお母
学 校・ 幼 稚 園 の 休 校・ 休 園、
さんの安心や勇気につながる
施設の休館などで新聞の在庫
だろう」と廣田会長。
は十分にある。私たちは新聞
「 お 母 さ ん に は『 お 母 さ ん （お母さんの笑顔の種）を提
業界新聞』を、
子どもには『学
供、種まきは廣田新聞店さん
年別小学生の漢字一覧表』を
にお願いすることになった。
配りましょう。新学年を迎え
もう限界！の声も
る今、お母さんが新聞を読む
横で、子どもにも文字に興味
を持ってもらい、予習・復習
教材として活用してほしい」
と続けた。
３ 月 半 ば。
「やることなく
てヒマすぎる～」と子どもた
ち。 だ が 子 ど も と べ っ た り、
あるいは子どもたちが大騒ぎ
の状況に、お母さんたちから
は「もう限界！」の声も。
外出自粛や在宅勤務のおか
げで電車はガラガラ。代わり
に公園ではスペースや遊具を
譲り合い、異年齢の子どもた
ちが仲良く遊んでいる。
中学生のかくれんぼやお母
さんたちの井戸端会議もあっ
て、 公 園 が に ぎ わ っ て い る。

映画

「OYAKO」

こくみん共済 coop の共済ショップで
「お母さん業界新聞」
を無料配布！

※１世帯につき１部とさせていただきます。

本紙表紙の親子写真を撮影しているブルース・オズボーンが出演！
映画を観て、みんなで「親子」について考えてみませんか？

お母さん大学「 “ 孤育て” をなくそう」プロジェクト

こくみん共済 coop

●全国労働者共済生活協同組合連合会
東京都渋谷区代々木 2-12-10
http://www.zenrosai.coop/

映画 OYAKO 上映会

新聞が人々の心の支えに
こ ん な 話 が あ る。 ９ 年 前、
東日本大震災が起きた 日後
に、仙台のある書店が営業を
再 開。 す る と 驚 い た こ と に、
開店前から長蛇の列ができ、
人々はあらゆる種類の本を買
い求めたという。
人々にとって、本はただの
11

2019 年 6 月、全労済から
「こくみん共済 coop」へ

ぜひ一度、
サンプル DVD をご覧ください！
（無料）

問合せ：上映会事務局（株）ワンダーランド
mail: oyako@w-lab.jp TEL03-6277-1181
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毎日もやもやしてるんです。
見たくもないけど、つい見てしまう、ネット
やテレビの情報。子どもたちの一斉休校もす
でに１週間が経つものの、まったくもって先
が見えない。
休校にしているのに、大人たちは今までと
ほとんど変わらない生活。こんなことしてい
て本当に終息するのか。
その間にも、子どもたちはたくさんの我慢
を強いられていて、それを受け止める親や保
育者、支援者たちも少しずつ疲れてきていて。
世の中が、疲れている。
だけど、だからこそ、私は普通の生活をする。
いきなりできた、2 人の子どもたちとのべっ
たりの時間。その中から見える、子どもたち
の成長。そして、この 1 週間でめまぐるしく
変化した社会。
専業主婦ゆえに、世間のバタバタにあまり
巻き込まれていないからこそ感じる、ある種
の違和感。大人たち、すごくバタバタしてる
けど、いら立ってるけど、子どもたちは意外
に楽しそうかもよ？
少なくともわが家の 2 人は楽しそう。長男
は学校に縛られることのない自由な時間を謳
歌し、次男は大好きなお兄ちゃんが常に家に
いるのでうれしそう。
私は、毎日三食つくって、おやつも出して、
ケンカの仲裁したり、すぐに泣く次男をヨシ
ヨシしたり、それはそれで忙しいけれど…。

「えーっ、子どもとずっと家
にいるなんて、いったい何を
すればいいのー？」突然の休
校にお母さんたちの不安や不
満が噴出。だがいつもと違う
日常に戸惑い、落ち着かない
のは子どもたちも同じ。だっ
たら思いがけずできた時間を
親子で思いきり楽しんでほし
い。そう考えて急遽、今月の
特集テーマを変更した。
タイトルは「子どもと楽し
むおうち時間」
。
「子どもがい
るから大変」
「子どもがいる
と何もできない」ではなく、
子どもと一緒に楽しい「おう
ち時間」を過ごし、お母さん
大学サイトに発信してくださ
い！とアクションレポートの
提出を求めた。
遊びはもちろん、ものづく
りや家事などユニークなおう
ち時間レポートの数々。本紙
４・５頁に特集として紹介し
ているが、編集作業中は癒さ
れ た り 感 動 し た り で、
「幸せ
のおすそ分け」をいただいて
いるような時間だった。

（天野智子）

お母さん業界新聞が、新聞
販売店とのコラボで実現した
企画もある。
「普段は忙しいお母さんに
も子どもとの時間ができた。
この機会に子どもといい時間
を過ごし、できるだけ穏やか
でいられるように…。
」
そんな私たちの思いに共感
してくれたのは、多摩田園都
市の地で、創業 年を迎える
廣田新聞店（横浜市青葉区）
の 廣 田 実 会 長 だ。
「地域貢献
に上限はない」を信条とし、
地元に７店舗の新聞販売店を
経営展開、地域をつなげる情
報紙『月刊ひろたりあん通信』
の発行や、子育て支援にも積
極的に取り組んでいる。
また今回の騒動では、お店
のお母さんスタッフそれぞれ
の状況に応じ、勤務時間を調
整し合うなど、社内でも迅速、
柔軟に対応しているという。
そ し て、
「お母さんの笑顔
に勝るものはない。新聞を届
け る こ と な ら、 お 手 の も の。
普段はあまり新聞を読む習慣
がないお母さんたちにも、お
母さん業界新聞に出会っても

3 月 8 日、今の思い

毎朝届くほんわかメール
そのほかできることとし
サ ボ リ
て、休止中だった「お母さん
業界新聞メール版」を復活。
普段なら子どもを幼稚園や
学校に見送った頃？ それと
も通勤途中？ 毎朝８時、パソ
コンやケータイに届く一本の
ほんわかメール。さりげない
日常を切り取った「子育てあ
るある記事」を読めば母力が
上がり、気持ちのいい一日を
スタートすることができる。
お母さん大学サイトから選
りすぐりの一本を選んで配信
するのはメール戦隊 ６。
「 リ ス タ ー ト の 合 言 葉 は、
イライラやモヤモヤを笑顔に
変えよう！ メール版を通じ
日本中のお母さんとほんわか
M
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新型コロナウイルス対策

大切なのは、お母さんの笑顔
私たちが今できること
新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るい、一向に収束の兆しが見られない。
政府は不要不急の外出を自粛するよう国民に呼びかけ、全国の小中学校・高校に
は春休みまでの臨時休校を要請した。
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がんばれ！

わたし版編集長

ご縁に感謝しながら
全力子育て中
「ひまわり版」
高良真里子（横浜市）

エンドケイプ

（坂上大輔 / 横浜市）

●エンドケイプ（作詞家・クリエイタ―） https://lineblog.me/endcape/

鈴木昭平 さんプロフィール

1992 年より発達障害児の改善指導に
取り組む。2009 年、一般社団法人エジ
ソン・アインシュタインスクール協会設
立、代表理事。現在、改善指導実績は約
6000 件に及ぶ。 著書「育てにくい子ど
もを楽しく伸ばす 17 のコツ」「発達障害
を改善するメカニズムがわかった！」
（コ
スモ 21）、「子どもの脳がどんどん良く
なる」（KK ロングセラーズ）等多数。

【講演会情報】
●東 京 4/12（日）
●大 阪 4/19（日）
●名古屋 4/25（土）

お母さん大学 育児絵日記

詳しくはコチラ▶

https://gado.or.jp/

奇跡を起こす家庭教育

鈴木昭平
相談室

は①安全、
②安心、
③安定です。
親が言い争うと、子どもは
恐怖で過剰に気を使い、脳が
疲れ、成長のための時間とエ
ネルギーが活用できません。
子どもが一番に求めるのは、
お母さんの「目が笑っている
笑顔」とホメ言葉です。
お父さんの仕事は、お母さ
んの笑顔を増やすことです。
夫婦の協力体制ができれば、
相乗効果により、改善スピー
ドは２倍以上になります。
子どもは、みんな発達特性
児 で す。 天 才 の 卵 な の で す。
その特性が強すぎるので、育
てにくくて悩むのです。
でも、悩む時間があったら、
一刻も早く実践してください。
超高速楽習カードをフラッ
シュ入力すると、集中力、記
憶力、判断力が良くなり、子
どもの行動が改善します。

EES 発達検査表付き

発達に問題がある子を産
んだのも私、発達がおかし
いのも私の育て方が悪いからだと、
夫に責められているように感じてし
まいます…。

子どもの発達に異
変が生じるのは、何
らかのきっかけで感
覚が過敏になり、極端に反応
するようになるからです。
そのとき、子どもの脳では
酸素と栄養素が大量に消費さ
れ、 炎 症 と う っ 血 が 起 こ り、
興奮するため、精神が不安定
になります。体中の血液が脳
に滞るため、頭は熱く手足は
冷たくなります。
まず、私の著書に掲載され
ているＥＥＳ発達検査表を
使って、お子さんの状態をよ
く観察してください。
そのデー
タを参考にすると、より効果
的な取り組みが実践できます。
お母さんの思考を切り替え
て一歩前に進んでください。
脳科学に基づいた新しい教育
を始めるのです。
子どもに必要な３つの感覚

◎
「お母さん業界新聞」は、全国版のほか「エリア版」
（横浜版、ちっご版、静岡版、
大阪版）
、
B4 の
「わたし版」
数十紙が存在。全国版 or エリア版＋わたし版を配布し、
お母さんの笑顔をつなげています。興味のある方は編集部へご連絡ください。

子どもの頃、
「好きな植物の絵を描きなさい」と先生
に言われたので、自分のイメージを絵にしたところ、
叱られたことがある。それがトラウマとなり、現在の
創作活動の原点になっている。
「バナナート」を始めたきっかけは、すぐに傷んでし
まうバナナの弱点を、傷ではなくアートととらえたら、
プラスになると思ったから。考え方や視点を変えるこ
とで、ネガティブを一瞬でポジティブにしてしまう。
世の中にはネガティブなものはないのだと、子どもた
ちに伝えたい。
一つとして同じ形のないバナナという独特のキャン
バスに、絵を描くことで想像力も培われる。毎日息子
の弁当に入れるバナナートは、ぼくにしかできない、
息子への愛情表現の一つ。
子育てで大切にしているのは、ダメと「言う」ので
はなく、ダメと「わからせる」方法を考えること。
否定しない否定。たとえば入り口がたくさんあると
して、それを一方的に親が閉めることはしたくない。
どのドアを閉めるかは、子ども自身に選択させたい。
新型コロナウイルスで幼稚園が休園に。そこで家族
プロジェクトを立ち上げた。初日は
「イナゴが食べたい」
という息子の希望で「イナゴ探しプロジェクト」を実施。
商店街のウナギ屋さんで売っていることを突き止め
わざわざ買いに行った。イナゴの佃煮のつくり方も
で調べた。息子は美味しい！とご満悦。自分
YouTube
で考え行動して食べたのだ、美味しいに決まってる。
決定と気づきによってモチベーションは格段に上がる。
子どもの発想力に驚かされ感動することが、クリエ
イター魂を刺激し、父の最大の喜びにもなっている。

「お母さん業界新聞」との出会いは 7 年前。最寄り駅で配布さ
れていた「お母さん」の新聞タイトルに惹かれて手に取りました。
そこにあった、お母さんたちの言葉に、笑ったり泣いたり、気
づいたり救われたり…。私たちは、子育ての中で親育てをさせ
てもらっているんだなぁと感じました。
その後縁あって、竹岡望さんと植地宏美さんでつくっていた、
当時の「地域版」
（金沢・磯子版）に 1 年半ほどコラムを寄稿し
ていましたが、昨秋「横浜エリア版」創刊にあたり、わたし版
編集長として独立し、
「ひまわり版」を創刊いたしました。
私の子育てのモットーは「愛は人を育てる」
。うれしいときは
一緒に笑うよ！辛いときは一緒に泣くよ！悩みがあったら一緒
に考えよう！悪いことをしたら叱るよ！ だって、子どもを想う
親心は絶対に変わらない。懸命に育て、
いつかそのときが来たら、
たくさんの愛情を込めて手を振って見送る。でもママはずっと
あなたのママだよ。手を大きく広げていつでも待ってるよ。…
そんな気持ちです。
この春長男が中学を卒業しました。
「そのとき」は、もうすぐ
かもしれません。うれしいけどやっぱりさみしさも…。
日々実感しているのは、子どもは一人では育てられないとい
うこと。うちの子 3 人、地域のサッカークラブでお世話になり
ました。同じ時間を過ごす仲間、愛情込めて叱ったり見守った
りしてくれるコーチ、保護者や地域の皆さんなど、たくさんの
方に支えられ、私も子どもたちも成長しています。
人づきあいって、時にめんどくさかったり鬱陶しかったり…。
それでも人とのつながりは人生の財産だと思います。たくさん
のご縁に感謝しながら、これからも全力で子育てをしていきた
いと思います。

マイナスをプラスに変える力を

バナナート

おいしくて、楽しい贈り物

厳選のみそ＋だし＋具材で味わう

風味豊かな時短みそ汁「みそまる」
ちょっとした手土産や、サプライズな贈り物に。
キャンプやハイキングなど、アウトドアにも最高です。

プレミアムみそまる
10 個入り 3240 円（税込）
人気の定番 5 味× 2 個

ネット注文
受付中！

プレミアムみそまる EC
https://ec061.stores.jp/

プレミアムみそまる
5 個入り 1620 円（税込）
うま味たっぷりの「切干大根×ゆ
ず」ほか、ミラノ万博で好評だっ
たイタリアン風「トマト×チーズ」
など人気の 5 味 1 セット。

・冷凍便でお届け。ご自宅の冷凍庫で賞味期限は約 1 か月。
・ギフト包装、メッセージカード、熨斗、到着日指定のご注文承ります。
・大口注文、オーダー注文等も承り中。お気軽にご相談ください。

んと子どもの笑顔で、
ウイルスをぶっ飛ばそう！

‼

しむおうち時間

２歳の末っ子はホームベー
カリーに材料を入れるのが楽
しいようで、目を輝かせてパ
パの元に駆け寄っていきます
が、上３人はつくることには
興味を示さず、
焼けた頃に「い
ただきまーす」と、焼きたて
パンに手を伸ばす有様。
私は「オイッ！」と言いた
くなるのですが、パパは気に
もせず「どうぞどうぞ！」と。
みんながそれぞれにおいしく
食べている、そんな時間が意
外と緩む時間なのかな。
（松本茉莉）

るんバンボ♪で一石二鳥
わが家の か月ボーイ。コ
ロナがなくとも、一日の大半
は「 お う ち 時 間 」
。とはいえ
何かいいこと考えよう！と思
いついたのが、遊びと家事を
一気に片付ける、この作戦。
①「バンボ」
（床置き赤ちゃ
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「でも待って。あなたたちの
サポートで、お母さん１行し
か書けなかった」と言うと、「何
してたのよ？ 早く書きなよ、
手伝ってあげようか？」と娘
２人。
「す、すみません！」
。結局
完成できなかったけど、楽し
い時間が過ごせたのでまぁい
（脇門比呂子）
いか。

と、お母さん大学生たちが母の知恵をしぼって

手づくりパンのおいしさ！
パンづくりの主役はパパで
す。私は「子どもたちと何し
よ う？」 と 考 え る の も 億 劫。
でもパパは違います。朝のう
ちに「何しようかな？」と考
えて、取りかかります。
昨日はソーセージを入れた
パンとチーズを入れたパンを
つくっていました。

ナウイルスより、子どもたちがずっと家にいる

子どもたちの新聞づくり！
連日のおうち時間。今月は
「折々おしゃべり会」も新聞
配布も中止のため、一瞬「わ
たし版」サボっちゃおうかな
と思いましたが、藤本裕子学
長にお尻ペンペンされ、今月
も書くぞと。
しかし書きたい気持ちはあ
るものの、一日子どもたちと
過 ご し て、 夜 に な る と 疲 れ
はピークで寝落ちする日々。
いっそのこと、子どもたちも
巻き込んでしまえー！「新聞
書いてみない？」と誘いまし
た。すると、全員ノリノリで
「書くーー 」っと。
長女は誕生日にもらった、
「クマのまーくん」のことを！
次女はお気に入りのおもちゃ
の絵と家族の顔を！ 末子の
息 子 は、 ひ た す ら ぐ ち ゃ ぐ
ちゃ担当。けれどなんとかみ
ん な で 書 き 上 げ た。 さ ら に、
「 印 刷 し に 行 か な き ゃ ね！」
と次の段取りまでしているの
にはびっくり！ 私がいつも
何気なくしている行動をちゃ
んと見てるんだなぁ。

こと考えた！
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おうちヘアアレンジ
ずいぶん伸びた娘（３歳）
の髪。陽に当たるとツヤツヤ
の栗色に輝いて柔らかい。
私の日課は、そんな美しい
髪の毛を「いぃーからじっと
しててぇっ！」と、漫画 湘
｢
南爆走族 の
｣ 彼らのような表
情で結うこと。最悪である。
フレンチクルーラー、一つ
に編み込みするとお姉さん

風、ハートツインテール。
油は何？ どこにあるでしょ
お出かけの約束もないの
う？」
「何から炒めるでしょ
で、朝の時間もゆっくり親子。 う？」と次々クイズを出題。
終わると髪の毛を触って無言
「えーっと、ここ！」
「この
で承諾する娘。
「油はごま油かな」
辺？ 違う」
散歩に出れば「あらっ、い
その後も「大さじ１ってどれ
いわねぇ、お母さんに結って
くらいでしょう？」
「どうなっ
もらったの？」とご近所さん
た ら 火 が 通 っ た で し ょ う？」
やすれ違う見ず知らずの方ま
クイズとともに、慣れない手
でが、
娘に声をかけてくれる。
つきで慎重に炒める長男。
（吉村優）
時々もやしをフライパンか
ら落っことしながらも「そろ
そろできたかも！」とシェフ。
最後に取り出したのは、わ
が故郷の味、おたふくソース。
とろーり、まぜまぜして味見。
「お好み焼きやーん！」とシェ
フ。 生 姜 が ピ リ リ と 効 い た、
お好み焼き風生姜焼きの出来
上がり。
次 男 は 卵 割 り 専 門。
「オレ
割るの天才的やけんね」左手
指全欠損ながらも、次男のや
り方で殻も入らずうまいこと
割るんですよね～。
さーて、次は何をつくって
もらおうかな？ （智原美沙）
クイズスタイルの男子ごはん
小６と小２の息子たち。そ
ろそろ自分の世界にどっぷり
ハマって過ごす時間が多い。
一緒に過ごすおうち時間は、
どうしても少ない。ここは私
が「えいやー！」と動く。
興味を向けるネタは「食」
。
とりあえずごはんづくりに誘
う。長男には晩ごはんのおか
ず、豚肉の生姜焼きを。
「じゃ
あシェフ、よろしくお願いし
ます」と注文。
「さあフライパンはどこに
あるでしょう？」
「最初にひく

鉄ヲタ長男のバイ
ブルは、分厚い全国
の時刻表です。
春休みの鉄道旅も
行けるかわからない
状況の中、
「女満別
（北海道）に行きた
かったのにー！」と
嘆く長男に、
「じゃあ、女満別旅行のルー
トを考えてよ」と提案。
息子はボロボロになった時刻表を見なが
ら、
「どれに乗るといくらかかるか」とか、
「でもちょっといい席に座りたいから、グ
リーン車やグランクラスもいいねえ」とか、
どんどん妄想を膨らませながら脳内旅行。
そして、旅行日程が完成！「普通列車
の運賃、バスの運賃、ホテル代を含まず
に、2 日間の電車代は大人一人あたり 7 万
8000 円超え」という計算に。
「高いなー！」と言ったら、
「早割とかは
使ってないか
ら、 も う 少 し
安くなるかも」
だそうです。
（天野智子）

ん椅子）を裏返し、古くなっ
たタオルをかぶせる。②麻紐
でタオルをバンボに固定。③
赤ちゃんを座らせ安全ベルト
を締める。④クリーナーを床
にシュッシュ。⑤
「ルンバー♪」
と言いながら、バンボを押し
て回る。
わが家にルンバはありませ
んが、
「（ルンバ＋バンボ る
+
んるん気分 ）
=るんバンボ」で、
なかなか手の回らない床掃除
が完了！
フツーの雑巾がけのほうが
時間も体力も使わないよとい
うツッコミは甘んじてお受け
しますが、息子は最高の笑顔
（杉本蘭）
になりました。

鉄ヲタ長男のエア鉄道旅

お母さんって社会から孤立しがち？ いえいえそんなことないんです！

お母さんがペンを持つとこんなにつながる！

構成・イラスト：須戸真美

”ら

考えた「子どもと楽しむおうち時間」
。お母さん

なかなか母となんか遊んで
もくれませんが、休校になり、
一緒に食事の準備をすること
ができるようになりました。
まめにアクもすくってくれる
おかげで、母は若干の手抜き。
今日のお昼は、お祖父ちゃん
に特製炒飯のつくり方を教え
てもらいに行くそうです。
怠け母のおかげで、生活力
増してきたな。 （渡邊智子）

わたし版

エリア版

全国版

WEB 版

載の新聞です
”満

さ
し

お母さん大学本部事務局
TEL045-444-4030 info@30ans.com

月１回有志で発行する
私だけのお母さん業界新聞。
手書きの人もパソコンでつくる人も。

横浜、静岡、大阪、ちっご
エリア限定で発行中。
新エリア版構想も続々…。

月１回発行される全国版。
みんなでつくるこの全国版が
お母さん大学の教科書。

http://www.okaasan.net/
全国のお母さんが日々の気づきを
ブログ記事にしています。

中３人で家にいるのはかなり
ずに大切にとっていたもの。
動画を見てヒーローに変身！
のストレスになりそう。
これに線をつけハサミで切っ
突然の長休み。子どもたち
娘が飽きて私がイライラ。 ていく。
「え～！ なんで～！」
と何か一緒にしたいなぁと漠
と言いながらも、ちょきん！
然と思っていたら。 YouTube 結果、娘が大荒れ…とならな
を 見 て い た 長 男 が「 マ マ 来
いように「おかあさんようち 「よーし、できた！ 完成～！」
て！ 早 く 見 て！ こ れ つ く
と喜ぶ母。ハサミ楽しかった
えん」を開園することに。
りたい！」と興奮しながら叫
けどバラバラでもったいない
娘に話すとめちゃくちゃ楽
ぶので見てみると、発売され
よ…と複雑な気持ちの長男。
しみというので、スケジュー
ていない変身ヒーローの玩具
でも「実はこれ。なんとな
ルを考え、創作材料を購入す
を手づくりする動画でした。
るなど、慌てて準備しました。 んと！ あるものに変身して
る ん で す！」
（深夜のネット
長男が小さい頃は手づくり
午前中から、早速予定とは
ショッピング風）
「えぇ～！」
おもちゃにも挑戦し、楽しん
違う遊びや順番になっていま
と表情が変わる息子。
でいましたが、い つ か ら か、 すが、今のところ順調です。
切ったパトカーや白バイの
「本物じゃないと嫌」と言わ
（曽我幸恵）
カレンダーは、つなぎ合わせ
れ、手づくりなんて久しぶり。
るとオリジナルパズルの完
なのでその発言がうれしい！
成！ 切る形や大きさを変え
出来上がったのは、簡単な
るだけで、何通りも楽しいパ
ものでしたが、本人たちは大
ズルになっちゃいます。
満足のようで、ケンカしなが
「そしてそして奥さん！ パ
らも楽しく一人でヒーローに
ズルだけどフレームがないの
変身していました。これなら
もありかな。
でジップロックにしまうだけ。
YouTube
（清水彩子）
省スペースにもなりますよ」
。
お外に出られないこんな
日、ハサミが活躍したお家遊
（岸千尋）
びでした。

そこにスポットを当てるのが「お母さん大学」です。

ペンを持って発信すること、

でもお母さんでいるって実はスゴイこと。

新聞をつくること、から始まります

お母さん大学に入学（年間 6000 円）
すれば、どなたでも「お母さん記者
＝ MJ 記者」として発信できます。
さらに「お母さん業界新聞わたし
版」をつくりたい方は、手を挙げて
ください。
「わたし版」を地域で配る
際は「全国版」か「エリア版」が必
要なため、本部または支局より提供
いたします。
「わたし版」のつくり方、配り方ほ
か、お母さん大学やお母さん業界新
聞の詳細は、本部までメールや電話
でお問合せください。

子育ての毎日は目まぐるしく過ぎていき、

お母さん大学での学びは

自分のことなんて考える暇がないお母さん！

model：左から中村紺乃・双葉・優来
「世界ねんど遺産」が大好き
な 長 女。 見 終 わ る と、
「これ
つくりたいねー」と毎回言う
ので、紙粘土を買ってきた。
はじめての作品はチュー
リップ！ 黄色の絵の具と粘
土を混ぜる。ここが醍醐味！
長女と「こねこね～ こねこね
～」とお粘土お姉さんを真似
してこねる。２人で「うふふ」
と笑い合う。
たんぽぽのようなものが出
来上がった。楽しい時間がも
ててよかった。 （竜﨑紗代）

女子トークに花を咲かせながらする
手作業は、たぶん時代が変わっても、
ずーーーっと引き継がれる「楽しい
こと」だと思うなー。 （中村泰子）

お母さん記者＝ MJ 記者？
「わたし版」編集長？

お母さん大学ってなあに？ キャンパスは家庭、先生は子ども

りが
ひと 者！
人
一
記
さん
お母

普段はＮＧ だけど特別に解禁
朝 か ら ど っ た ん！ ば っ た
ん！ 一 日 中 動 き っ ぱ な し
で、 ず っ と お し ゃ べ り！
ちょっと静かにして～！ 落
ち着こう。
よし、座って遊べるもの…。
普段は次男もいるし、危ない
からと隠している、あるもの
を解禁！ これが目に入らぬ
かーと、満を持して登場した
のはハサミ。
そして用意したのは、数年
前のカレンダー！ 大好きな
緊急車両シリーズで捨てられ

ジャ

子どもと楽し

楽しいこと、やり放題
ここまでの１週間、ピアノ、
紙芝居づくり（長女）
、家の周
りの地図づくり（次女）
、散歩、
ＮＨＫのみんなの体操、ロー
ラースケート、刺し子、お友
だちの誕生日カードづくり、
タピオカづくり、オンライン
授業、理科の実験などで、あ
れこれ楽しく過ごしました。
まだまだ続くお休み。そん
なに出かけられない中、もつ
（戸﨑朋子）
かな。

おかあさんようちえん開園！
普段、娘は長めに幼稚園に。
私は息子（生後３か月）のペー
スで休み休み過ごしているの
で、正直５歳が加わって一日

……そして 3 時間後。
ン！！！！
ーーーーーー

ことがストレスに。でも乗り越えるしかないと

お粘土お姉さんになってみた
Ｅテレの「ニャンちゅう！
宇宙！ 放送チュー！」ミニ版

みんな集中しています！

母 時 間〈PART2〉 特集 いいこ
息子生活力ＵＰで大助かり
小６にもなると、一人時間
がいろいろ増えてきました。

細かな作業で根気がいります！

突然の休校で、お母さんたちには、新型コロナ
女子トークとミニチュアドール
クラフトペーパーを楽しむ！

百万母力の子育て情報紙
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バタバタして

別れの日に

近藤美和子／福岡県筑前町
仕事で疲れたとき夫は、夜寝る前に、
息子たちに「バタバタして」と頼む。
うつ伏せになった夫の上に息子が腹ば
いになりバタ足をする。息子が夫のふく
らはぎをマッサージする格好になり、一
日中立ち仕事の夫は気持ちが良いそうだ。
ある晩、いつもの「バタバタして」が
始まった。毎回「オレがする！」と兄弟
で取り合いになる夫の広い背中。この日
は次男がバタバタすることに。いつもと
変わらない光景。
しばらくすると、
「グーグー」と音がす
る。見ると、電気カーペットの上に寝そ
べった 2 人が、
「バタバタ」の延長戦上
で寝落ちしている。お互いの体温を感じ、
安心して眠たくなったのだろう。2 人と
も寝息を立てて、気持ちよさそうだ。
長男とそれを見て「親子亀だね」と笑っ
た。たったそれだけの夜。でも、それが
最高に幸せで、平和に思えた夜。

植地宏美／横浜市
ウィルスの猛威により国が下した決断。
日本中の母親たちの心をザワザワさせる
のは、わが子の晴れ姿を見られないこと。
息子の小学校でも、今後の対応が決定
し、突然今日が、6 年生と在校生のふれ
あえる最後の日となってしまった。
息子は 5 年生。6 時間目に在校生全員
がベランダに出されたそうだ。校庭には
6 年生。卒業式で披露するはずだった「別
れのことば」
。体育大会のダンス、伝統の
ソーラン節に惜しみない拍手。
叶わなかっ
た思いと先生たちの苦労。
それでも、例年通りでない別れの日は、
さまざまな感情や感動をたくさんの子ど
もたちに残していったことでしょう。
きっとその思いを受け継いで、息子た
ちは来年度、最高学年として立派にがん
ばっていくと信じます。
卒業生よ、意地悪な運命に負けんな！
中学で活躍する姿を楽しみにしています。

＼ おめでとうございます！／
今月の MJ 大賞は、
「いつまで起きて
るの！」の竜﨑紗代さん。
「もーっ、い
2020
つまで起きてるの！」は、どこの家庭
にもあるだろう台詞。共感を生む記事
でした。真似してほしくないことに限っ
て真似をするのが、子どもというものですね。
もう 1 組は、ちっご版 3 月号で紹介したリトミック
＆ダンスチーム「ポップコーン」の皆さん。障害児親
子の絆となって 21 年。療育に通っていた子どもたち、
そしてお母さん同士の縁
を切りたくないと、今も
つながりを大切にしなが
ら活動している素晴らし
い皆さんです。
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アンパンマン
ありがとう
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確かなこと

白川奈保／さぬき市
宇賀佐智子／大阪市
あれこれ心配するよりも。
誰かが落としたアンパンマン。それを
。
拾ってそーっと置いてくれた誰か。思わ 「今日を楽しむことのほうがずっと確か」
海はいつだって自由だ。学校がお休み
ずニヤリとしてしまう通りすがりの誰か。
自分さえよければいい社会で、こんな になって、自転車をこぐ子どもの姿が目
立つ。釣竿持った子どもたちもいた。
ちょっとしたことがうれしい。
健全じゃ！！
道路側に向けて置いたのは、落とした
人が見つけやすいようにかな。
「運転気を
つけてね」ってドライバーさんに、
「おつ
かれさま」って働く人に。自転車に子ど
もを乗せて走るお母さん、子どもと手を
つないで歩くお母さんも見てるかな。
もちろん、社会全体を見回し、私たち
を守ろうとしてくれてるアンパンマンに
感謝。

うぐりす
萩尾かつら／佐賀市
公園で、ほーほけきょと鳴き声がした。
大きな木を見上げて、息子が歌い出す。
「♪うめのこえだで ” うぐりす ” が〜、
は～るがきたよとうたいます♪ほーほけ
子どもと新聞配達 きょほーほけきょ♪」。
うぐりす！！
小鳥なんだか、小動物のリスなんだか。
かわいいなぁ。このまま歌ってほしい
平野麻子／岡崎市
「お母さん業界新聞の配達に行くよ！」 から、母も一緒に歌う。
「♪うめのこえだで ” うぐりす ” が〜、
そう言うと、張り切ってお手伝いしてく
は～るがきたよとうたいます♪ほーほけ
れる子どもたち。
。
寒波で、寒くて寒くて仕方がなかっ きょほーほけきょ♪」
たけど。2 人してカートに乗り、キャッ
キャッと楽しそう。
18㎏＋ 13㎏＝ 31㎏とこの寒さ。カー
トを引っ張る手は痛かったけれど、楽し
そうな笑い声を聞いているだけでとても
とても幸せな時間でした。

副賞は地球納豆倶楽部の
「音更納豆」
。
100% 国産で有機
栽培した北海道の在来種を使
用。生産者限定でつくる選り
すぐりの納豆です。味わって
食べてください！

お母さん記者（MJ 記者）として
子育ての日々を綴ってみませんか。
お母さん大学学費 6000 円／年（新聞込）
E-mail：info@30ans.com

提供 ● 地球納豆倶楽部

http://www.natto-club.com/

TEL045-444-4030

お母さん大学特別企画

藤本裕子のお悩み
相談室

OPEN

LINE アプリから簡単登録！

「藤本裕子のお悩み・相談室」

2020 年 4 月、お母さん大学では、
「藤本裕子のお悩み・相談室」を
オープンします。
子育て中のお母さんが、子育ての悩みを相談できる行政や民間の場
は全国にたくさんありますが、お母さん大学はそことはちょっと違う
場を考えました。藤本がお母さんの「子育ての悩み」を聞くのではな
く、悩んでいるお母さんに、
「藤本のお悩み」を聞いてもらうのです。
お母さんを笑顔にする活動を 30 年も続けている藤本ですが、それ
なりに悩みも多く、一人で考えていても問題は何一つ解決しないこと
に気づきました。そんなわけで、
「藤本裕子の悩み相談室」ではなく、
「藤本裕子のお悩み・相談室」をスタートさせます。
えっ！違いがよくわからないって？ お母さんたちに、藤本裕子の
悩みを聞いてもらうことで、未来につなげたい。とは考えているので
すが、ただのおしゃべり会になるかもしれません。
ということで皆さん、右の QR コードからアクションしてください。
合言葉は
「子育ても人生も悩んでナンボ！」
。お母さん大学生に限らず、
悩んでいるお母さんなら、全国どこからでも、誰でも参加できます。

悩み

よ飛

んでけ〜！

【参加方法】
藤本のお悩み相談に乗ってくれるお母さんは、
下のQR コー
ド、または LINE のホーム画面から「@767znpod」で友だち
検索をして、友だち追加登録。藤本裕子からのメッセージを
受け取ってスタート。お母さん大学本部編集部（横浜）へ
直接来られない人は LINE 電話、ネット電話、SNS を活用。
内容の一部は WEB や新聞に共有することも。
子育てに悩んでいない方は対象外。
お母さん大学生でない方もぜひ！

百万母力の子育て情報紙
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全国のお母さん記者（MJ 記者）が発信中！

www.okaasan.net/
不要不急親子

かけがえのない
時間

杉本蘭／東京都
連日新型コロナの情報に埋め尽くされ
るメディア。
「不要不急」以外の外出って
なんだろう。夫は生活のために会社に行
く。わが家にとって「必要」な活動だ。
私と息子はどうだろう。
「10 か月児健
診で病院に行く」は不要不急度 10% ？
息子の健全な発育のためマストな外出。
では「オムツを買いに行く」はどうだ
ろう。夫に頼む、宅配を使う選択肢もな
くはないから不要不急度 50% としよう。
「引越してきたばかりの街を探索する」
うーん、不要不急度 90%。
「おいしいパ
ン屋さんを見つけて抱っこしながらコー
ヒータイム」不要不急度 100% ！ あれ？
私と息子との毎日って不要不急ばっかり
なんじゃない？私たち、不要不急親子⁉
でもね。道端のお花をもぎって食べよ
うとしたり、かーちゃんのクリームパン
に手を伸ばしてべったりついたカスター
ドにびっくりしたり、大きくなったら遊
びたい公園を見つけたり…知らない街の
お散歩は楽しかった。どれも不要不急だ
けど、あなたとかーちゃんにとってはと
ても大切で、今しかない時間です。
赤ちゃんとの日々は不要不急の時間に
あふれている。お風呂上がり…寝巻をお
顔にかぶせていないいないばぁ。ひとし
きり親子で笑う時間は不要不急の＋ 3 分。
離乳食…ぐちゃぐちゃになるのを覚悟で
スプーン食べのチャレンジタイム。床掃
除も含めて不要不急の＋ 10 分。洗濯の手
を止めて絵本の読み聞かせ。聞いてるか
わからないけど、昨日より笑ってくれた
からとってもうれしい不要不急の 30 分。
今は不要不急でも、後になればきっと
必要不可欠で何より優先すべき時間の
数々。だから明日も自信を持って、不要
不急なこと、いっぱいしようね。

咳エチケット

船木理香／那珂川市
「いつもママは我慢ばかりしている」と
子どもに言われ、この半年ほど自由に生
きてみました。
会いたい人に会い、行きたいところに
行き、昼も夜も出かけてみました。もっ
ともっといろいろしたくて、バイトも始
めました。
でも、私が一番楽しいのは、子どもと
一緒にいる時間でした。
先日、
友人たちとの会で「幸せの青い鳥」
の物語を絡めた話を聞きました。
「幸せの
カケラは身近にたくさんあるんだよ」と。
その通りだなーと。ふと思いました。
子どもたちとのかけがえのない時間を
もっと楽しもう！

育児と仕事の
隙間に

坂元悦維／さいたま市
新型肺炎にインフルエンザ。
「咳やく
しゃみをするときはタオルやハンカチ、
袖で口元をおさえましょう」テレビでも
よく言っていますね。
息子
（小１）
は学校でそう教わっていて、
咳やくしゃみをするときは必ず、肘下あ
たりを口元に持っていって「ハックショ
ン！！！」
一方母は…わかっていても、反射的に
手のひらを口元に持っていってしまうの
です。40 年近く手で押さえてきたから、
体にしみついているんだよな…。
家で手のひらで押さえてくしゃみをし
たら、息子がピシャリと一言。
「ママっ！
手を洗ってきてっ！」
。
はい、すみません！ 言われなくても洗
うってば…。
花粉症でくしゃみが頻発するこの季節。
正しく咳エチケットを身につけたいと思
います。

長谷川文／大阪市
在宅ワーカーの私。子どもを保育園に
送った帰り、コンビニのイートインコー
ナーでコーヒーとスイーツを買って静か
に食べる。そこが私のほっとできる場所。
1 歳児と母はまるで一心同体。いつも
息子の体温がそこにあってかわいい けれ
ど、たまに「一人になりたい」と思う。
出産直後、旦那さんは仕事が忙しく、
泣く寝る以外何もない未知の生物と、薄
暗い部屋で24時間2人っきりは辛かった。
産後 2 週間ほどでようやくとれた旦那
さんの休み。コンビニでほうじ茶ラテと
お菓子を買い、一人イートインコーナー
で食べた。びっくりするほど美味しくて、
涙がボロボロ出てきたことを思い出す。
今年もほうじ茶ラテを飲んだけど、涙
が出るほどではありませんでした（笑）
。
おしゃれなカフェが大好きだったけど、
今は何も考えない間の時間と場所にある
イートインコーナーがお気に入りです。

いつまで
起きてるの！
竜﨑紗代／横須賀市
「もーっ、いつまで起きてるの！ 早く
寝なさい！」今日も怒号が飛んでいます。
母の？ いやいや、これは長女（3 歳）
の一言です！
ごっこ遊びが好きな長女が、ベッドに
寝かせているぬいぐるみに向かって言っ
ている。
その光景に、言葉使いには気をつけよ
う、と反省する母でした。

夢に
カンパイ！

夢

親も子も全力で楽しめる場所をつくりたい！

（高橋由香／富士市）

田んぼや畑が広がるのどかな地域に住んでいます。それは、
私が子どもの頃からずっと変わらない風景。息子（小 6）が生
まれたとき「この環境で子育てがしたい！」と思い、娘（小 4）
が生まれるタイミングで、横浜から静岡に戻ってきました。
実家は農家なので、時折子どもたちも田畑で農作業を手伝い、
野山を駆け回ってのびのびと遊んでいます。やっぱり自然って
いいなぁ。そう思って一念発起、親子のための農業・自然体験
事業「ふぁみぷれ」を立ち上げます。誰と何をするかは自由！
「やってみたい」を「やってみよう」へ。大人も子どもも思い
きり楽しめる場所をつくっていきたいと思います。

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
に向かって
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「キリンゼロイチ」
（350ml
がんばっている
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時や行楽
自分に乾杯！
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

●●●

●●●

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

お母さん大学関連の
書 籍 や CD で す。 学 「月刊 お母さん業界新聞」
長 の 本 は、 読 め ば、 お母さん大学学費 ／ 6000 円（税込）
一気に母力が上がり 新聞は「お母さん大学」のテキス
ます。出産したお友 トとして年間 12 回届けられます。
母親の喜びや子育ての素晴らしさ
だちのプレゼントに を伝えています。お母さん記者
も、ぜひ！
400 人による発信は「お母さんの

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
心」で溢れ、読むとほんわかして、 手。読めば「母力」アップ。毎日
＊送料は 200 円〜。即日発送
人にやさしくなれます。
がキラキラと輝き始めます。
プレゼント梱包も承ります。

お申込み

お母さん大学

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。

https://www.okaasan.net/

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。

TEL045-444-4030

FAX045-444-4031

本「はじめての日

〜子育てに夢を〜」

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、肌荒れに悩
む藤本智子。途方に暮れる中、味
笑顔で子育てをするためのヒン
噌屋の良吉に出会い味噌の大切さ
トが満載。楽曲「はじめての日」
を知る。智子は味噌を生活にとり
誕生ストーリー、池川明先生と
入れ次第に心も体もキレイになっ
の対談「よいお産は社会を変え
ていく。それは、いつか母となる
る幸せの原動力」を併録。
ための大切な準備でもあった…。
著者／藤本裕子
発行／第三文明社
価格／ 1300 円（税別）

info@30ans.com
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詳しい情報はお母さん大学へ
〉
〉
〉http://www.okaasan.net/

一人時間が条件とは言ってないけど…
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AM10：00 のリビング／朝から、早く！起きて！着替えて！ごはん食べて！
あー、こぼれちゃった⁉ なんとか長男を送り届け、次男が寝る。ふ〜（岸千尋）
家の椅子／ここに座ってうとうとする時間が幸せ。時々首がイテテテ
ですが、ほっとします（山本 妙子）
近所のモスバーガー／コーヒーを飲みながら、スイーツも一人で全部食べ
られる。好きな雑誌も置いてあって、3 時間いたら満タンに充電（福田重満子）
リビング／子どもが寝た後かつ夫が帰ってくる前。なーんにもしなくていい時間。ほっ
として人をダメにするソファでダメ人間になります。月に 1、2 回ですが（菅野朋子）
近くのカフェ／折々おしゃべり会を開催している場。ゆっくりごはん食べ、コー
ヒーを飲みながら、子どもが遊ぶ姿を見ながら、癒されています（山﨑美由紀）
夫がいる日の家のトイレ／一人で何も気にせず入れるあの瞬間…。タイルを
眺めたり、飾ってあるかわいい絵を眺めたり。ついため息ついちゃう（吉村優）
お布団／朝っぱら、家事をしてると、息子に呼ばれて、再度布団に
戻ります。何かしたいなと、ストレッチしています（山本かおるこ）
2 人同時にお昼寝中の布団／２人の間で一緒にゴロゴロ、ほっとして小
休止。そのまま寝すぎて、気づいたら夕方！なんてときも（竜﨑紗代）
真っ白な食卓テーブル／娘が学校に行っている間、テイクアウトしておいた大好
物のシナモンロールとアールグレイティーでひそやかにお茶します（安藤ますみ）
広い庭／気の向くまま草むしりや木の剪定など庭の手入れ。鳥の鳴き声や
木々のざわめきを聴きながら、自分に向き合える静かな時間（中村あす香）
お風呂／子どもたちが寝た後に、一人でゆっくり。足を伸ばして
入るお風呂が、唯一ほっとできる場です（大塚未希）
リビング／ 4 歳の娘を保育園に送ったあと、リビングでほっと一息。
下の息子を見ながらお茶を飲む時間が至福のひとときです（林彰子）
マイカー／家に一人は広すぎて、車が落ち着きます。運転中は音楽やラジオを
聴きながら。駐車中は TV を見たり本を読んだりおやつを食べたり（坂元悦維）
真夜中のリビング／つながる和室に子どもたちが寝ているので、台所の
小さな灯りを頼りに、お気に入りの紅茶を片手に読書か刺繍を（松本茉莉）
ダイニング／ 10 年以上のつきあいの食卓で、子どもと宿題をしたり、夜の一
人時間を過ごしたり。常に家族の空気を感じてほっとする（中野久美子）
お山／週 1、野外活動センターへ。山の自然に、季節の移り変わりを感じ、
力が抜けてほっとします。のびのび遊ぶ子どもの姿にも癒されます（木綿萌）
畑／子育て中は、草引きしたり水やりしていると気持ちが穏やかに。今も畑に
立つと、時間の流れが変わる感じがして、気持ちが楽になります（高木真由美）
ピアノの前／ヘッドホンで一人の世界に。動かなくなった指がもど
かしいが、無心になれるし、あっという間に時間が過ぎる（植地宏美）
リビングから見えないダイニングテーブル／子どもに隠れてこっそりおい
しいおやつ食べたり雑誌を見たり、ケータイチェックも（西山妙佳）
わが家／「母」としての発言や行動を周りに見られていると思うと疲れて
しまうので、家が何よりほっとできて、自分らしくいられます（芦野梨沙）
湯船の中／朝からずっと騒がしくバタバタ過ごし、ようやく訪れる静かな
時間。お母さん大学の記事を書くのは、たいていこの中です（天野智子）
娘を寝かしつけるときの布団／朝から動き続きで、夜、娘を寝かしつ
けするとき布団に入ると、本当に力が抜けてほっとします（曽我幸恵）
隣の県にある実家／「お母さん」から「娘」に戻る場所。気が緩みすぎ、
普段の疲れも出て、熱を出したことも何度かあります（花島由香理 ）
体を伸ばせる布団／寝転んで伸びをすると、がちがちに体が固まって
いたのがよくわかります。寝ることが今一番の幸せ（井上成美）
子どもたちが寝静まった夜中のリビング／ヘッドホンをして音楽を聴きな
がらお菓子を食べる。頭をリセットし気持ちを切り替える幸せ（藤川綾子）
キッチンのコンロ辺り／リビングから見えないようにしゃがんで寄りかかり、
スマホを見ながら秘密のオヤツをコソコソ食べるのが幸せ！（脇門比呂子 ）
ベビーサークルの中／わが家では王国と呼ぶ。見るものすべてお口にイン、触る
ものすべてつかまり立ちなので、ここは安心。息子と2人で入っています（杉本蘭）
走る車の中／子どもたちが寝たら FM ヨコハマを聴きながら運転。遠回り
をし、海沿いの道を通ってみたりして、心をリセットします（竹林光未）
寝室／電気をつけないまま、夕方から夜になる途中の、カーテンを閉めるまでも
ない寝室。子どもたちが遊んでいる声が聞こえてくることが条件です（中村泰子）
お風呂／息子たちは夫と入浴することが多いので、一人になれる貴重な場
所。一日を振り返ったり、考え事をしたり、リラックスしたり（近藤美和子）

画・須藤真啓

中岡祐介

https://3rinsha.co.jp/
本屋・生活綴方
https://tsudurikata.life/

三輪舎の仕事は本づくりだけでない。

ーー「インドの少数民族出身の青年画

本と出会う場所をつくるのも、その一つ。

家が大都会ロンドンにやってきて、滞在

中岡祐介代表に出会ったのは、横浜・

中に出会った出来事を描いた絵日記のよ

妙蓮寺商店街にある小さな書店。
「小学

うな本」
（要約にすぎない）とか、
「バッ

館の学習雑誌」というレトロな看板。
「上

ジュ・シャームの手にかかれば、ロンド

の看板はあくまで目印で書店名はこちら

ンが動物たちの棲息するジャングルに

です」と指したボードには「本屋・生活

なってしまう」
（タイトルから想像でき

綴方」とある。

面白くない）などと、伝えようとすれば

営業は金土日祝、暮らしの中で気軽に

するほど、この本の魅力を少しも表現で

本に出会える場として今年 2 月に開店。

きていない自分の力量のなさに腹立たし

中岡さん監修のこの店にはひっきりなし

くなる。ーーと中岡さんの言葉が、添付

に客が訪れ、
「こんにちは～」と山仲間

の冊子に書かれていた。
中岡さんの謙虚さと同時に、作者や、

のように挨拶を交わす。心地よい空間だ。
速さを求められる自転車創業の世の中
に対するオルタナティブの活動を「三輪

この本づくりに携わったすべての人たち
への敬愛を感じ、羨ましく思えた。

的」と形容し、三輪的な活動を応援する

背景には、インド東南部にある小さな

三輪舎が生み出した本たちを紹介する。

出版社・タラブックスとの物語があった。

中でもイチオシの『ロンドン・ジャン

ここでは割愛するが、この本を読んで、

バッジュ・シャーム作 / 三輪舎刊（¥2800 ＋税）
【The London Jungle Book ストーリー】
インド最大の少数部族ゴンド族の画家、バッ
ジュ・シャームは、ロンドンのインド料理レス
トランに壁画を描く仕事を受け故郷を離れる。
はじめての海外、はじめての異文化。遭遇する
出来事すべてが森の住人バッジュの眼には不思
議なものに映る。飛行機は空とぶ象、地下鉄は
ミミズ、路線バスは犬、ロンドンの象徴・ビッ
グベンは時を告げるニワトリ、英国紳士はコウ
モリの群れに…。大都会は、動物たちが暮らす
ジャングルに姿を変える。
『夜の木』
『世界のは
じまり』の作家バッジュ・シャームのデビュー作、
インド・タラブックスの記念碑的作品。タラブッ
クスの職人による手漉き紙＆シルクスクリーン・
プリントの表紙を使った特別版！

猛烈に旅に出たくなった。お産したく

グルブック』を紹介してもらった。
わが子を抱くように愛おしそうにペー

なった。三輪車に乗ってみたくなった。

ジをめくる中岡さんだがなぜか自信なさ

久しぶりに、心が揺れる作品に出会えた。
（藤本裕子）

げにもごもご…その理由は後でわかった。

三輪舎の本たち………………

つなみ
3500 円＋税

チューモク！

本を贈る
1800 円＋税

未来住まい方会議
1500 円＋税

父親が子どもとがっつり遊べる時間は
赤ちゃんにきびしい国で
そう何年もない。
赤ちゃんが増えるはずがない。
1300 円＋税
1400 円＋税

新聞・出版業界も、おうち時間に着目！

新型コロナウイルスで「巣ごもり消費」
なる言葉もあるが、ネットでは、電子書籍
の公開が相次いでいる。活字業界も、家で
できるコトやサービスに着目。
3/17 発売『こどもオレンジページ』は
今まさに読んでほしいムック本。サブタイ
トルの「楽しく食べれば生きるチカラが身
につく！」の通り、食をテーマに子どもと
楽しむヒントがいっぱい。
3/5・12 発行『読売 KODOMO 新聞』で
は休校中の過ごし方を提起。ネットで勉強

もいいが、挑戦してほしいテーマの一つ
として、料理や掃除を紹介しているのは、
お母さんにはうれしい。
本紙も「子どもと楽しむおうち時間」
を特集。お隣さんのリアルな日常を楽し
むもよし、真似してやってみるもよし。
ケータイでもパソコンでも読めるメール通信
子育てあるある記事に、ほんわかにっこり
「お母さん業界新聞」は基本手配りだが
外に出ない、人に会えない今は、朝 8 時 「お母さん業界新聞メール版」の登録方法
空メールを送って
に届く「メール版」をお楽しみに。母ゴ
カンタン無料登録
コロあふれる記事にほんわかにっこり。
o@sg-m.jp
登録はパソコンかケータイからどうぞ。

小
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28 年前に行方不明になった

野村 香ちゃん

行方不明当時（ 8 歳 ）

『月刊お母さん業界新聞』Vol.142（2020 年 4 月）
□お母さん大学学費／年間 6000 円（新聞・送料込）
※お母さん大学サイトから入学申込できます。
□部数／ 7 万部
□発行／お母さん大学
□発行人／藤本裕子（編集長）
□デザイン／金子涼子
□編集／青柳真美、矢吹康文、沖山親枝、植地宏美
□表紙写真／ブルース・オズボーン
□イラスト／石坂香、須戸真美 校正／宇賀佐智子
□制作／お母さん業界新聞社（お母さん大学）
〒 221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町 1-8-406
TEL045-444-4030 FAX045-444-4031 E-mail：info@30ans.com
［お母さん大学］http://www.okaasan.net/
＊お母さんの笑顔を応援しています＊

三輪舎

編・集・後・記

26 歳の香ちゃん
（経年想像似顔絵）

平成3 年10 月1 日15 時50 分頃、
横浜市旭区本宿町に住む野村香
ちゃん（当時小学校 3 年生）が、
行方不明になって 28 年が経過
した。有力な目撃証言はほとん
どない。何らかの情報をお持ち
の方は、
今すぐご連絡ください！

暮らしの「オルタナティブ」を発信する出版社

●前号の「母時間」から「おうち時間」
へバージョンアップしたにもかかわ
らず、がんばってアクションレポー
トを提出してくれた、お母さん大学
生の皆さん、おかげでいい特集にな
りました。もしかしてみんな、宿題
のご褒美を期待してる？
● ９ 年 目 の ３・ に パ ン デ ミ ッ ク
宣言が表明されるなんて複雑な気持
ち。多くの人が鎮魂を捧げるその時、
東北の海にかかった虹の奇跡。あの
日を忘れずに、希望を持ち続けたい。
●先日、ちょっとした高さの場所か
らジャンプして着地に失敗、足の靭
帯を切ってしまった。だが子どもの
頃、交通事故で骨折経験があるため
松葉杖はプロ級。
「もう若くないん
だから」は聞き飽きたが、モノは持
てないし動きは鈍いわで、周囲には
何かと迷惑をかけている。猛省し、
肝に銘じている。
●「ずっと休みでヒマ～」と編集長
の孫たち（ ５・小２）が編集部に
遊びに来た。
バナナート
（３頁）
にペー
パークラフト、囲碁、麻雀に百人一
首、おうちシアターにプリンパフェ
づくりでもうヘトヘト。２日間でこ
んなに疲れるの
だから、３６５
日のお母さんは
さぞかし大変だ
ろう。お察しい
たします。
（青）

全国で香ちゃんを捜してください！
連絡先 神奈川県旭警察署 TEL045-361-0110
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ペンを持って発信しよう！

お母さん記者募集中

お母さんに還れる場

お母さん大学サイト

www.okaasan.net/

お母さんの笑顔をつなぐ
「百万母力プロジェクト」
百万母力パートナーズも募集しています

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。

