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受賞おめでとう！

　今月のＭＪ大賞は、「幸せ

な昼寝」の安田歩さん。娘の

発熱をここまでに楽しんでいるお母さんは

滅多にいません。誰もが羨ましいと共感す

る記事です。ウェブ大賞（HP）は、打海

可奈子さんの「先輩お母さんの言葉」。子

育ての毎日はいろいろなことがあります。

それでも常に前を

向いて歩きたいと

いうお母さんの気

持ちが自然に伝わ

る内容でした。

　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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●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 PROJECT

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

　夢は2つあります。1つ目は
保育士の資格を取ることです。
子どもたちのあふれるパワーを
身近に感じながら、お母さんたちのお手伝いができれば…と。次
男がお腹にいるときに、長男を保育園に預けました。そのとき保
育士さんに、たくさん励まされ、私も保育士になりたい！と思っ
たのがきっかけです。
　2つ目は、お母さんと子どもが楽しめる活動を行っていくこと
です。お母さんたちは年齢に関係なく交流ができ、子どもたちも
年齢に関係なく楽しめる、そして地域の人たちとも交流できるよ
うな場の提供。まだ具体的ではありませんが、「地域全体で子育て
をする」ような活動ができたらいいなと思っています。
　まだまだ子育て真っ最中の私です。子育てを満喫しながら、一
つひとつ夢を実現していきたいと思います。

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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保育士の資格を取りたい
（田中仁美／横須賀市）夢にカ
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　「ママ～、手伝うよ！」夕食の準備をし
かけていたところの立候補。ありがたい。
が、うれしさ半分、焦り半分。
　エプロン、三角巾姿の次男が、お子様包
丁を持って張りきってスタンバイ！
　ということで、冷蔵庫から切りやすい野
菜をチョイス。ズッキーニ、キャベツ、ピー
マン…。豪快に繊細に、心のままに切る姿。
　母はすかさずメニューを再編成。ニンジ
ンとタマネギ、お豆腐追加で野菜炒めとお
味噌汁。不揃いの、でも気持ちが入ったお
料理が完成！
　ごはんの準備も任せたよ。お箸とスプー
ンの向きは逆だけど、一人でできて偉い
ね。お兄ちゃんとお
姉ちゃん、みんな揃っ
て、いただきま～す！
　「自分でつくった
よ」その喜びが最高
の隠し味。美味しい
ごはん、ありがとう。

夕方の立候補

（村本聖子／韓国）

　『のぞみ』が東京駅のホームに滑り込む
と、女性はピンク、男性はブルーの制服に
身を包んだ清掃係の人たちが、一斉にお辞
儀をして列車を迎え、お客さんが降りるた
びに、「ありがとうございました」「ありが
とうございます」と声をかける。
　列車の到着から折り返しの発車までが
10分か15分、お客さんの乗り降りの時間
もかかるから、実際に清掃作業ができるの
は、ものの7～8分てところではないだろ
うか？
　1両に女性2人男性1人というチームが
組まれ、男性が席を反対側に倒し、シート
カバーを外し、女性Ａさんが新しいカバー
を椅子にかけていき、Ｂさんがシートをき
れいに整える…と、彼らのきびきびした作
業を窓越しに見ていたら、「働いてるおじ
さんとおばさん、カッコええなあ！」と、
隣に並んだ小3ボウズが言うではないか！
　今回の週末旅行中、いろんなところで遊
び、おおはしゃぎするボンサンの姿を見る
のは確かに幸せだったが、働くことに対し
て羨望のまなざしを送る息子の横顔が、ぼ
くは一番うれ
しかった。 

かっこいい
おじさんとおばさん

（福田博規／大阪市）

早く明日になあれ

（内田恵利／横浜市）

　夕方、娘がこんなことを聞いてきた。「ね
え、お母さん。今寝てる人っている？」。「い
るだろうね」と答えると、「いいなあ。だって、
ねるとすぐ“あした”になるんだもん」。
　夜寝るとすぐまた忙しい朝がやってきて会
社へ…。だからなるべく寝たくないなと思っ
たことはあったが。明日が早く来ないかなっ
て、そんな気持ちがうらやましい。
　それなら早く寝ればいいのに…とは思うけ
れど、目の前の遊びに夢中で、なかなか布団
に入らないこともわかっている。
　「明日は誰と遊ぼう」「給食は何だろう」「先
生は何の本を読んでくれるだろう」と、ウキ
ウキしているのかな。
　「友だちの洋服がかわいかった」とか、「席
替えをした」とか、「お芋掘りの絵を描いた」
とか、毎日楽しそうに話してくれるもんね。
　人生には、一日として同じ日はない。毎日
を楽しめるっ
て、幸せの原
点だと思う。
　思い出させ
てくれてあり
がとう。　

　主人と母に子どもたちの世話をお願いし
てお昼から出かける予定でした。そのため
に朝早くから洗濯をし、家事を済ませ、バ
タバタとしていました。
　お昼ごはんを食べて出かけようとしたそ
のとき、次男が私が出かけようとしている
事に気づき、泣きだしました。 
　次男を母が抱き上げましたが、私に向
かって手を広げて泣いています。 その姿を
見たら切なくなってしまい、相手のない用
事だったので、出かけるのをやめて次男を
抱きしめました。 普段着に着替えても、私
のバッグを離さない次男。「出かけないで、
ずっと一緒にいるから大丈夫だよ」と言う
と、笑って離してくれました。 
　普段は、長男と次男、それぞれに構いた
いけれど私一人じゃなかなかできない現
実。その分今日は、主人と交代で子どもた
ちにベッタリできました。みんなが好きな
チーズケーキを焼いた
り、歌をうたったり散
歩をしたり…。
　出かけることはでき
なかったけれど、子ど
もたちの笑顔を見るこ
とができて、うれしい
気持ちになりました。

子どもたちと
ベッタリ

（北島真樹／多久市）
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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〉

★ ★★
★

夢にカ
ンパイ

！

夢にカ
ンパイ

！
★ ★

★

★

キラキラだけど
売れない宝石
（田川亜寿香／佐世保市）

ぽろろろん 
子どもの涙は
きれいだな
鼻水ずるずる 
鼻ちょうちん
小さな涙の川は氾濫
でかい鼻ちょうちんで
顔はぐじゅぐじゅ
よちよち歩いてまっすぐまっすぐ
お母さんに体当たり
わきめもふらず
ただただ受け止めてもらうことに迷いなく
顔中ぐしゃぐしゃで体当たり
安心してはまた母ちゃんの胸で
大洪水と鼻水大氾濫
愛しいなあ、いとしちゃん
お母さんの服は
いつも渇いた鼻水でキラキラばい
お母さんの心は
いとしちゃんのかわいさが
宝石のように積み上がり
石焼き芋の石のようにほかほかばい
キラキラ光ってるしあったかい
いろんな色があるんだけど
とっても輝いているんだけど
売れないなぁ
ダイヤモンドと違って高価なはず
鼻水は一瞬の輝き
洗濯するまでの
いとしちゃんが大きくなるまでの
ほんのちょっとの間の宝石
お母さんの心箱にだけ残る宝石

まっすぐな
愛情表現
（河口緩美／南アルプス市）

　赤ちゃんの頃から、ママ（私）のことが
大好きな長男。 これまでも、ラブレター
を何枚もくれていま
すが、小学生になっ
てからは、漢字入り
のラブレターを書い
てくれるようになり、
ました。右の写真→
　よく見たら「だい
じょし」なんですが

（笑）、言いたいことはめ～いっぱい伝わり
ました。
　妹が「シール帳」デビューを果たした、
先日のこと。はじめて買ったシールの中に、
キラキラのハートシールが 2 枚入ってい
ました。それを見た長男「それいいな～」。
私「え～、ハートのシールなんていらない
でしょ !?」。息子「いるよ～」。私「え～、
何に使うのよ～」。息子「ママへのお手紙」

（真顔）。
　近くにいた旦那さんに思わず、「ちょっ
と、今の聞いた～？　ハートのシール欲し
いって、ママにお手紙書くためだってよ～」
と私。
　このまっすぐで純
粋な愛情表現…旦那
さんにも少し見習っ
てほしいくらいです。
　いつまでこんな風
に言ってくれるのか
しら。まだまだかわい
いかわいい長男です。

お母さん記者（MJ記者）は、皆フツーのお母さん。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。お母さん大学生は、お
母さんだけでなく、一緒に子育てを楽しみたい老若男女歓迎！入学時、
本紙年間購読料3000円のみ必要。詳しくはhttp://www.okaasan.net/★MJ記者募集！


