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受賞おめでとう！
　今月のMJ大賞は、鈴木明美

さんの「まぶしい～」に決定。

オリンピックに感動している息子さんの様子

を知って、さらにオリンピックの感動が蘇り

ました。息子さんには、編集部から金メダル

を。ウェブ大賞は、福田博規さんの「歳相応」

です。「飴とラムネのつかみ取り」は、笑え

ました。中1の女の

子と小 3の男の子、

２倍楽しめて、お父

さんも幸せ。もう、

来年はない光景かも

しれませんね。

　副賞は、フード・アクション・ニッポンアワード
2010入賞という栄誉に輝いた、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。生産者を限定してつくる選りすぐり
の納豆です。 提供●地球納豆倶楽部

http://www.natto-club.com/
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　夢実現への棚卸し？  ①洋裁を学ぶ→
学ぶ前に慣れておこうという思考へシ
フト。②手づくり服を子どもに着せる
→今夏はじめてつくりました。娘は喜んで寝るときまで着ていたい
と。うれしい！  ③小物や服をつくって売る→ちょっとぼやけてきた
なぁ。④自給自足生活をする→自家菜園に挑戦しました。⑤世の中
の景気に振り回されない人生を送る→旦那をビックに育てるぞぉー。
現在、錬金術を身に付け中。⑥孫やひ孫がたくさんいてみんなから
愛されるおばあちゃんになる→ぼちぼちいきます。⑦家で音楽イベ

ントを定期的にして地域に貢献する→ぼ
ちぼちです。⑧「かもめ食堂」のまさこ
さんのようなオーラを放つ→ぼちぼち
ね。⑨庭にピザ窯付きレンタルカフェを
つくる→棚やテーブル、お皿を探し中。 

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」（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

キリンフリー〈ノンアルコール〉
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夢の途中、経過報告
　　　　中村泰子（朝倉市）夢にカ

ンパイ
！

夢にカ
ンパイ

！★

★ ★

★

★

　暗闇に映える、とってもきれいな白い
花だった。私が子どもの頃も、母が大事
に育てていた花だった。
　私が4歳くらいだったと記憶している、
ある夏の朝のこと。
　ふくらみ始めた夕顔のつぼみを前に、
「今日の夕方には咲くかもね」と、うれ
しそうな母の姿。数分後、母が目を離し
たすきに、そのつぼみをブチッとむしり
取ってしまった私。すぐに見つかって、
ものすごい勢いで叱られたのは、言うま
でもなく。
　「どうしてこんなことしたの！」と繰
り返し問い詰められたけれど、自分でも
理由がわからない。「かわいそうに…」
と夕顔の鉢に語りかける母に、ごめんな
さい、ごめんなさいと泣きながら謝り続
けた私。
　本当に悪いことをしてしまった、お花
にも母にも申し訳ないことをしてしまっ
たと感じた記憶ははっきり残っているの
に、何が目的で、どういう気持ちでつぼ
みをむしったのかだけが、今でもさっぱ
りわからない。
　何かが私にとりついたんだろうか。「手
のかからないいい子だった」という私は、
突然悪いことをして、母の気を引きたく
なったんだろうか。夕顔の花を見るたび
に、今でもそのときのことを思い出して、
胸がきゅっと痛くなる。
　ちなみに、「手のかからないいい子」
とは対極にいるようなわが娘は、今のと
ころ動植
物に意地
悪をする
ようなこ
とはない
なぁ。

娘の押し売り
プレゼント

（中島秋／枚方市）

夕顔

（厚海有美／横浜市）

好きをとことん生かして

　いろいろな子育てがありますが、ぼくは、
「好きなものを食べればいいし、嫌いなもの
は食べなくていいよ」という子育てをして
います。食べ物だけじゃなく、なるべくす
べてのことでそうしています。
　日本には「好き嫌いをなくしなさい」と
いう独特の文化があり、嫌いなものをなく
しながら、好きなものもなくしていきます。
　以前、歴史が好きで歴史に詳しい天才少
年がテレビに出ていて、その子が高校卒業
くらいにどう育ったかを放送していました。
　その子は親に、歴史はもう十分だから苦
手な教科をがんばりなさいと言われた結果、

　6歳の娘は小さい頃から、いろんなもの
をつくっては私にくれる。描くこと、つく
ることが好きで、わが家はいつも制作物で
あふれている。だが、捨てるのは忍びない。
かといってすべてを残しておけないので、
いくつかを残して処分。あるときはこっそ
りと、叱ったあとやお片付けをしないとき
は、娘が見ていてもゴミ箱へ入れることも。
　ところで、パパは掃除魔である。そこら
へんにちょっと物を積んでいると、すぐに
プンスカ文句を言って全部捨ててしまう。
娘の作品もしかり。
　昨日の夕方、仕事を終えて気づいたら、
本に挟んでいたはずの、娘の作品がない！
　大学院の修了作品として、本一冊を和訳
している間ずっと使っているソレは、娘と
私が笑って寄り添っている紙切れ。
　自分でも驚くぐらい動揺していた。きっ
と週末の大掃除のときに、捨てられてし
まったんだ…。お迎えの時間に遅れてしま
うとわかっていても、それどころではない。
ゴミの日は終わってしまった。そう思いな
がらも、ゴミ箱をあさっていると、下の方
からくしゃくしゃになって出てきた。
　よかった！  思わず大声を上げて泣いて
しまった。娘がくれたソレは、紙の形をし
ているけれど、本当は紙ではなかったこと
にやっと気がついた。もしかして私って愛
されてるのかしら？ってやっと気づいた。
　大きくなったからか、大事にしてくれな
いと思ったからか、最近はめっきりくれな
くなった。きっと、紙から別のものに形を
変えたん
だ ろ う。
しっかり
見守って
おこう。

歴史の才能は消
えていました…。
　そのまま歴史
を好きでいれ
ば、歴史をもっ
と極め、好きな
ことをして生き
ていく幸せな人生を送ることができたかも
しれないのにと、悲しくなりました。
　ぼくがこの人を育てた人はスゴイなと思
うのは、さかなクンの両親です。大好きな
魚のことをとことんやらせて、魚のことで
大成功しています。
　ぼくも子どもたちには、どんなことでも
いいから、好きなことを見つけて、好きな
ことをやって生きていく幸せな生き方をし
てほしいと思っています。
　そのためには、父親であるぼくも、好き
なことをやり続けたい！と思うのです。

★ ★

柏木尚明（大和市在住）

消

●日本の竹から生まれた天然素材 100％
●合成界面活性剤・合成化学物質ゼロ
●手肌にやさしく、皮膚過敏症の方も安心安全
●洗濯機や浴槽の排水溝、
　河川や海を汚しません

池川明先生×お母さん大学共同企画

産婦人科医
池川   明先生

 http://www.okaasan.net/

お母さん大学推奨商品

竹炭灰マイルドミネラル洗浄液　
TAKE（竹）ベビー

ランドリー＆バスウォーター

● 300mℓボトル
　 1300 円（税込）
● 1000ｍℓ徳用パック　
　 3000 円（税込）

赤ちゃんや幼児の
肌はとても敏感な
ので、経皮毒の心
配が全くない、安
全安心、こだわり
の洗剤をお使いく
ださい！

【使用方法】（ランドリー）
●洗濯機に水または温水を入れ、約 20分間漬け置きしてから
洗濯をしてください。●界面活性剤・合成化学物質等は皆無
です。泡が立ちませんので、すすぎは 1回で充分です。●手
押し洗いの場合も、約 20分間の漬け置きが必要です（手肌は
全く荒れません）。すすぎは1回で充分です。●頑固な汚れは、
その部分に姉妹品のランドリー＆キッチンソープを直接つけ
て部分洗いをし、本液に漬け置きしてから、洗濯してください。

【使用方法】（バス）
● 1歳未満の赤ちゃんは、本液を定量入れた浴槽で、頭や顔、
全身をガーゼ等の柔らかい布で、やさしく洗ってあげてくだ
さい。● 1歳以上の幼児は普通に入浴し、浴槽外で全身を洗
う時は、洗い桶に本液を1mℓ入れ、その桶の水（湯）で全身（頭・
顔含む）を洗ってください。●有効成分が流されてしまいま
すので、あがり湯は必要ありません。全身をよく拭いて OK
です。●化学化合物が入っているボディーソープや浴用石け
んのご使用はお控えください。

使用量の目安（バス用）
300mℓ容器のポンプは、1プッシュ約 3mℓです。

●原材料／竹炭・竹炭灰抽出液・水●用途／赤ちゃんから未就
学児童のための、全ての衣類の洗濯用と全身洗いと入浴用●液
性／弱アルカリ性

311 TAKE A
CTION PRO

JECT

竹炭灰万能
ミネラル液

に

ベビーバー
ジョンが新

登場！

販売者／　　　  株式会社アーススピリッツ　〒 192-0072 東京都八王子市南町 8-2-701　TEL045-482-9801　http://eathspirits.luna.bimdsite.jp

　夏休み中の子どもたちのワクワクを増や
したい。お母さんが少しでもラクになれば
という一石二鳥の企画「キッズクッキング」
を開催しました。年長さん～小5の子ども
たちに、ペコちゃん先生がお手本になり、
計量の方法から教えます。

　みんなで
レタスを手
でちぎりサ
ラダをつく
りました。
「ここは固

いから食べられないんだよね～」「芯だから
捨てちゃっていい？」そんな声が聞こえる
中、ペコちゃん先生が一言「全部食べられ
るんだよ～！  ちょっと固いけど、小さくち
ぎればいいんだよ」。
　みんなビックリ。普段私も、芯を捨てて
いました。でもよくよく考えたら食べられ
ないことはないんですよね。食べ物は、隅々
まで大切にしましょう！と教わりました。
　メインのパエリアは2人1組で材料を切っ
ていきます。包丁の
持ち方は先生から指
導がありましたが、
こちらがドキドキし
てしまいます。
　ペコちゃん先生は
「子どもたちが子ど
もたちの力でつくる
ことに意味がある」と。なので、なるべく
手をも口も出さずに見守っていました。
　そして、「お母さんがそばにいると、子ど
もの本当の力が発揮できないことがある」
と同時に、「お母さんも、一時子どもと離れ
てリフレッシュしてください」と言われ、
一旦会場を後にしました。

　その後、「上
手にできて
いるかな？
楽しめてい
るかな？ ケ
ガとかして
ない？」と思いつつ会場入りすると、とっ
てもいい香りと、子どもたちの和気あいあ
いとした雰囲気が伝わってきました。
　初対面だった子どもたちも距離が縮まっ
て一致団結、楽しそうに後片付け＆掃除を
していました。

　食事会で
は「コレ切
るのが大変
だった～」
「これ混ぜた
んだよ～」

「味が薄い～」…いろんな声が聞こえる中、
みんなとても楽しそうに、うれしそうに食
べていました。
　最後に子どもと親と一緒に感想をシェア。
「楽しかった」「参加してよかった」の声の中、
お母さんたちの感想で最も多かったのは、
「やらせる手間が面倒くさくて、やらせてい
なかった（下の子に手がかかるので、やら
せてあげられなかった）。でもできることが
わかったので、これからはもっとやらせて
あげたい」という声でした。
　見守る大切（大変）さと、育てる大切（大
変）さを感じた「母力ＵＰキッズクッキン
グ教室」。好
評につき、
定期的に開
催していき
ます。

静岡支部

アクション

レポート

毋力 UPキッズクッキング教室
楽しくって、美味しくって、最高！

by　杉本真美／島田市


