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受賞おめでとう！

　今月のMJ大賞は、とびき

りの月の本を紹介してくれた

積山礼子さんに決定。絵本から月が飛び出し、

今晩から見られそう。お母さんと子どもの心

にずっと、ずっと残る作品ばかりでした。ウェ

ブ大賞は、石田尚美さんの「今を一瞬を大切

に」です。お母さんの手を振り放す。みんな

経験することです。

大変だと思っていた

子育てがいとおしく

思える。母心が伝わ

ります。写真もなか

なかいいですね。

　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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ムーンベイビー
　旦那のお父さんは漁師さんでした。満
月の夜は、明る過ぎて漁ができず、船か
ら下りて家に帰ってくるのだそうです。
つまり、月に一度だけ満月の夜に帰って
くる。
　旦那は 8人兄弟。魚は釣れなかったけ
れど、子宝は授かったということかなぁ。

　　 （石坂香／川崎市）

満月の夜に産卵
　月の満ち欠けは、潮
の満ち引きにも関係が
ある？ ウミガメは満月
の夜に産卵することが
多いとか。月経も関係しているらしい。
　私も時々、意味もなく月をぼーっと眺
めています。あんなに明るいのに、自分
では光ってないんだから不思議。　  

（加藤知子／さいたま市）

月明かり
　震災直後、やけに月が煌々と輝いてい
たような気がします。節電を意識し、夜
もあまり電気をつけずに過ごしていたお
かげで気づいたのかもしれません。「月っ
て、こんなに明るいんだぁ」って。なん
だか心細く、月明かりの中で眠りたくて、
雨戸を閉めずに寝たりもしていました。
　百人一首に出てくる昔の人は、月明か
りを頼りにこっそり恋人のもとへ出かけ
たりしていたんですよね。
　　　　　　　   （厚海有美／横浜市）

『月の癒し』（飛鳥新社）
著者：ヨハンナ パウンガー、トーマス ポッペ

　新月から上弦の月、満月、下弦の月と、
ヨーロッパの人は、月と共に暮らしてい
ることがよくわかります。
　月が太っていく（満月に向かう）とき

●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

は、体も吸収するので
むくみやすく、スズメ
バチに刺されるとか、
きのこ中毒も症状が重
くなるとか。
　反対に月が欠けてい
く時期は、スズメバチ

に刺されても、自分の唾液を塗るだけで
済むこともあるとか、そんなエピソード
が満載です。 装丁も美しいけれど、その
知恵が素敵ですね。（松本優子／市川市）

28 日で蘇る肌
　月の満ち欠けの周期は 28 日。そして、
女性の月経周期も、ほぼ 28 日となって
いますよね。
　で、もう一つ、人間の皮膚細胞の寿命
もやっぱり28日。お肌のターンオーバー
という言葉は聞くと思いますが…。
　表皮は基底層（厳密には違うけれど）
14 層と角質層 14 層からできていて、毎
日、最表層の細胞が１個ずつ垢となって
剥がれ落ちていくそう。これがお肌の新
陳代謝というそうです。なんか面白いと
思いました。　　 　（松本芳子／加須市）

月エネルギーで美しく
　私は月に魅せられる…、いや、深くつ
ながっている感じが人一倍強いです。
　実は、誰にも話したことはないのです
が、子どもの頃、満月の日に、月光が一
晩中当たる場所にコップに水を入れて置
き、翌朝誰にも見つからないようにそれ
を一気に飲み干す、というおまじないを
よくやっていたんです。そうすると、キ
レイになれるんですって。（効果は？）
　私の細胞の中に、月のエネルギーがあ
るというか、月に魅せられる基が細胞に
入っているというか、そんな感じがする
のです。　　　  　　（杉本真美／島田市）

仲良し兄弟
　世紀の天体ショーと
いわれた昨年 12 月の
皆既月食。本当にきれ
いな満月の夜。ひんや
りと澄んだ空気の中、
月が欠けていくのを見
ていた。10年に 1度の好条件とか。
　臨月で予定日を過ぎていた私。見てい
るうちに今夜お産が始まる予感がして、
体力温存のために布団に入った。獣の
勘？ 日付けが変わるとすぐに陣痛はやっ
てきた。
　その日は、真ん中のお兄ちゃんの誕生
日。予定日を 1週間通り過ぎてこの日を
待っていたとばかりに生まれてきた三男
坊。この日を選んできてくれたのかな。
今夜も 2人は、離しても離してもくっつ
いて眠っている。　  （矢吹敦子／横浜市）

暗闇を照らすお月様
　ペーパームーンの夜空に満天の星。雪
が青く見える冬の美しい満月、雲から見
え隠れする怪しい赤い月。
　仕事を終え、子どもたちを乗せて家に
帰る車中、いつもお月様と一緒だった

真っ暗闇の森の中、
車を走らせながら、
「お月さん重たくて
落っこちちゃった
ね！」「おおきいお
月さんさわれるか

な！」「パパにこんどお月さん取って来
てもらおうね！」…かわいい会話に癒
されたもの。
　街から少し離れた一軒家のわが家の
街灯は「お月様」。足元を照らす明か
りにいつも感謝です。
　　　　　　　　（泉田美江／登別市）

※お母さん大学生専用SNSウェブコミュニティ
「夢ひろば」で盛り上がりを特別編集しました。

今月のMJ  
特別編

秋の夜長は、ちょっとだけテレビを消して、月明
かりの下へ。わが子とたっぷり語り合うもよし、
子どもを寝かしつけ、月を見てワイン片手に夢を
描くもよし。月のエネルギーをいっぱい浴びたら、
明日からの子育て、がんばれそう！

月でワイワイ　
今宵、母たちの井戸端会議で楽しもう！

狼と満月の夜
　私たちは、いつも吠えるべき「声」を抱
えています。たとえば、何かに不自由を感
じたり、どこか居心地の悪さを感じたり。
そんなときは、吠える方法を忘れているか、
吠える場所を見失っているのかも。
　今宵は見事な満月です。親だったり子
だったり、女だったり男だったり、いろん
な立場を乗り越え、一匹の狼になって吠え
ませんか。
　「アオーン　アウ　アウーン」。満月の夜
は、もどかしいほどに一番遠くまで「声」
が届きそうです 。　　（浦川拓也／町田市）

月夜に、母はペンを持つ
　

　満月の夜、海に近いお産処では、
妊婦や子どもたちが、月を見ながら
遊んでいた。すると、ひとりの子ど
もが、手を休め「もう来るよ！」と…。
すると、もうひとりの子が空を見上
げて、「うん、もうすぐだね！」と。
　子どもたちは、月からの指令をい
ちばんにキャッチする。
　命の誕生の儀式が始まるようだ。
あたりはざわめいてきた。月の祭り
の始まり。そして、主役となる妊婦は、
私の番だと深呼吸した。
　「あっ、うさぎさんと最後のお別れ
をしているよ」という声が聞こえた
…。妊婦の胸は高鳴った。
　小さな波が妊婦の体内に少しずつ
押し寄せてきた。
　これから、母を感じる大イベント
の幕が開く。月明かりのスポットラ
イト、海で遊ぶ子どもたちの笑い声、
そして、ＢＧＭはさざ波の音…。さぁ、
準備はすべて整った。
　「もうすぐ会えるね…」と囁いた。

　　　　　☆　☆　☆

　月を感じていると、こんなストー
リーが…。子どもの寝顔を見たら、
コレ、楽しいですよ。
　月を見て、ペンを持つ。みんなで
一冊の物語、つくりたいなぁ。母に
しか書けないラブストーリーもいい
なぁ。
　お母さん大学のコミュニティサイ
ト「夢ひろば」の「月とお母さん」
のコーナーに、遊びに来ませんか。


