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講演会に行ってきました。
「今こそ全開母力パワー」講師 藤本裕子 氏

今 啓子

マニュアルを持たないで産れてくる
子供。たくさんの情報が溢れて不安が
いっぱいの子育て。マニュアル世代の
お母さんはストレスを抱えてしまう。
そんなお母さんが 「夢を持つ」 「夢
に向かう」 事の大切さ 「夢」 がパワー
を支えることを語っていました。
長期に渡る事業の子育てに時々息
切れしながらも、私の子育てはそろそ
ろ最終ステージ。手が懸らなくても気
懸りな事はまだまだ。残りの子育て私も
パワー全開で乗り切りたいと思いました。

櫻庭祐嘉里

母力パワー」に参加して
鰺ヶ沢町母子支援センター 助産師 中嶋 真優美
日頃、専門職との関わりが多い中、育児経験者の立場や子育ての有識者
としての先生には大きな期待と事業展開のヒントも頂けそうで興味があ
りました。しかし、先生から飛び出した一言は「支援を続けることは無気
力な母親を作ることになる」という予想外の言葉であり、衝撃で目が覚め
る思いでした。自分の軌跡を振り返れば、子育てもお産も似ています。決
して自然に逆らわず余計なことをしない、じっくり見守ることの大切さを
何度も経験してきました。今後は、町の皆さんで支え合える母子支援体制
の基盤作りを考えたいと思います。胎内記憶や胎内生活、羊水は「海」の
ような状態でありそこで胎児は成長する神秘性、そして流産も自然に出来
る事を実践している寛大な医師が存在することにも感動しました。

「いまこそ全開！母力パワー」
講演を聴いて

藤本裕子先生

講演会 「いまこそ全開

講 演会を聞いて感じたこと
は、母はもう少し自信を持っても
いいのかなということです。いつ
も家族のためにバタバタしてい
るだけのような気がしていまし
た。あれだけ大勢の人が「お母さ
んは…」と聞かれると笑顔になり、
いろいろな言葉を思いつくのは
すごいことです。
子どもを産み育てている最中
の人たちが、元気に楽しく暮らせ
る世の中になるように、みんなで
努力していければいいと思いま
した。
太田正美

正 直︑九十分長いかな⁝
と思っていましたが︑始まっ
て気づいたらもう六十分！
びっくりしました︒
女性っていいな︑すごいな
と思いました︒同時に﹁やっ
ぱり子どもってかわいいん
だよな﹂と自分の子どもに
対する愛情を再確認しまし
た︒大学生・高校生になる
とかわいいなんて気持ちは
薄れてきますから︒でも女
房はいまでも何かのひょう
しに﹁かわいい﹂って言って
ます︒
やはり母の子への愛はすばらしいですね︒お
父さんがきいても全然オッケーです︒
ありがとうございました︒︵四十代 男性︶

うちにタイムスリップで自分の子育ての頃が蘇りました。
４２年生まれの長男が、生まれつき心臓に疾患があると医者に言
われ、途方に暮れました。あの当時のお金にして「百万円を用意し
ろ」と言われ、保険も利かず頭を抱えました。すると主人が「長男を
殺すことになるから」と、一円もないのに「独立」と言うのです。毎日
の話し合い、計画を立て一〜二ヶ月で開店にこぎつけました。
お陰様でその後、長男は手術する事もなく育ち現在に至ってお
ります。その時は主人も私も夢中で働くことが出来ました。
藤本先生は、子供さんが生まれてから、パワーを発揮されたと聞
きましたが子供には、なにかしら不思議な力を持っているのでしょ
うか、今更ながら納得した次第です。
私には、今三人の孫がおりますが、時々会い良い状態が続いて
いますが、一番上が中学生になり、ついていけない会話も始り不
安もありますが、先生の話しの中にきらきら光るヒントがあるのを思
い出しながら成長を見守っていきたいと思っております。
今は成長期時代ですので時々は
藤本先生の御講演を拝聴したいと
思っております。またお目にかかり
たいです。有難うございました。
民生委員・児童委員 新保なり子

あ りがとう！

藤本先生の講演を、拝聴する機会に恵まれ、引き込まれていく

あいにくの雨︒
それでも藤本さんの講演が始ま
ると︑
雨音なんて気にならないくらいに引きつけ
﹁今こそ全開母力パワー﹂と題して
られるお話︒
繰り広げられた藤本ワールド︒中でも私個人とし
て一番胸にきた言葉︒
﹁お母さんは寂しいんです﹂
という一言︒
﹁お嫁さん︑
お母さん︑
奥様である前
に一人の女性なんです︒初めから決して強いお母
さんではないのです﹂そうなんです！ 今となっ
ては怖いお母さん︑
怖い奥様かもしれません︒
ここ
にくるまで︑
様々な経験をした結果︑
強い母になっ
たのです︒
皆さん︑
お母さんをほめて
いますか？ お母さんは家庭
の中の太陽です︒でもたまに
太陽の光が弱くなった時︑
気
付いてあげて下さい︒優しい
声をかけてください︒お母さ
んはその一言で︑
藤本さんの
話してくれた﹁百万母力﹂に
なれるのですから︒藤本先生︑
私達の心を代弁していただき︑
うれしかったですよ︒

８月３１日に、お母さん業界新聞編集
長の藤本裕子さんを講師にお招きして、
PTA主催の研修会が開催されました。
子育て中の保護者の方だけでなく、それを支える母子支援
センターや民生委員の方々の参加も多くありました。
子どもを産み育てることの尊さ、すばらしさに気づいてほ
しい。お母さんのもっている力を忘れないで。そんな藤本さん
の熱い思いが伝わる講演でした。

参加された方
々の声
特集！

いただきま〜す
親ばかは調子に乗って行って来ました。講師
の藤本さん達を送迎しました。
どんな話が聞けるのか、
期待と緊張が同乗してい
ました。せっかくの機会
なので、鰺ヶ沢を知って
頂こうと案内しました。
わさおとツーショット
の写真を撮り、わんどで
買い物、ミニ白神を散策。お昼ご飯は甘い赤飯
のおにぎりと生干しの焼きイカ（漬物忘れたー
！）。日頃見慣れた所を案内しただけですが、
「すごーい」と感動して
頂きました。地元でも
いっぱい遊べるんだー！
と改めて思いました。
鰺ヶ沢の良い所を発見
させられたツアーでした。
どんどん地元遊びしましょうよ。

＊９月のサポセンサロン＊
「なまえ絵本をつくろう！」
〜お子さんのお名前で絵本を作りませんか？〜
〜世界に一つだけの絵本ですよ〜

と

簡単プリン
簡単そうで難しいプリン作り。ゼラチンを使えば、手軽に簡単に作れますね。
子どもさんと一緒に作ってみてね！！

― 材料 ―
卵
牛乳
生クリーム
砂糖
バニラエッセンス
粉ゼラチン
水
カラメルソース

1個
２００ｃｃ
６０ｃｃ
３０ｇ
少々
５ｇ
大さじ３
適宜

― 作り方 ―
① 粉ゼラチンは分量の水でふやかしておく。
② 耐熱容器に牛乳・生クリーム・砂糖を入れ
レンジ強で 30 秒くらい加熱し砂糖を溶かす。
③ ①をレンジ強で 20 秒加熱し混ぜ、溶けた
のを確認して②に加え混ぜる。
④ ③に溶いた卵を少しずつ加えながら混ぜ、
バニラエッセンスを加え茶こし等でこす。
⑤ 人数分の容器にカラメルソースを底に少量入れ、
その上から静かに④を流し、冷蔵庫で冷やして出来上がり。
*カラメルソースの作り方
＜材 料＞ 砂糖200g、水１００ｃｃ、熱湯１００ｃｃ（準備しておく）
＜作り方＞
小鍋に砂糖と水を入れ中火にかける。沸騰して泡が立ち、周りからだんだん色づいて
きます。途中で少しかき混ぜながら、好みの色のこげ色になったら火を止め、熱湯100
ccを一気に加える（はねるので注意）手早く全体を混ぜたら完成。冷ましてビン等に
入れ冷蔵庫で保存できます。焦がすほど苦みのあるカラメルになります。

き ： ９月２６日 （月）

１０時〜１５時
場 所 ： 中央公民館２階 和室
参加費 ： １００円
※必要なもの：・絵本に使いたいかざり
（写真やシールなど）
.
r
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・手形をとるときにインクを
弘大生 v
使うので汚れてもいい格好

保育園
行事予定表
10月 22日（土）
11月 12日（土）
26日（土）

第２・４土曜日９時〜１１時

みなみ保育園

TEL：７９−２５３０

☆ママとパパが作るおいしい！簡単離乳食☆
日

時 ： 平成２３年１１月８日 （火）
１０時〜１２時まで
場 所 ： 舞戸公民館 （パル二階 調理室）
参加費 ： ２００円
〆切は 10 月 28 日（金）まで

申込み＆お問合せ ： 母子支援センター ７２−２１１１ 内線３００

日にち １０月２３日 （日）
時 間 ９ ： ３０〜１４ ： ００
場 所 舞戸保育所内
園児の作品展と軽食・
バザーがありますよ。

たていし愛児園 TEL：７２−１２４６

かかしっこデイ
中村保育所

10月 15日（土）
11月 19日（土）

TEL：７２−２７０４

10月 4日（火）身体測定
６日（木）おでかけネット
（大高山運動公園）

鰺ヶ沢保育所 TEL：７２−２０６７
毎週月〜金曜日
きてね

でに
時頃ま
は十二 出し物が
バザー
掘り
も！
くるとみつかるか

バザー のお知らせ

10月 19日（水）
11月 19日（土）

＜午前の部＞
８時３０分〜
１ １時３０分
＜午後の部＞
１３時３０分〜
１５時３０分

13日（木）お誕生会
18日（火）避難訓練
27日（木）お店やさんごっこ
11月 2日（水）身体測定
10日（木）七五三のお祝い
17日（木）お誕生会
22日（火）避難訓練
※11月にはグッドママスクールも
予定しています。

鰺ヶ沢町子育てサポートセンター

場所：中央公民館１階

【開設日】月・木【開設時間】９：３０〜１５：３０【TEL＆FAX】０１７３‑７２‑２８７４

【メールアドレス】kosodate@town.ajigasawa.lg.jp

