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受賞おめでとう！

　今月のMJ大賞は、伊藤政子

さんの「感謝する日」。何気な

い日常にキラキラ輝くものを見つけられるお

母さんは素敵です。ウェブ大賞は、松村宏美さ

んの「蘇る『とき』」。「慌ただしい毎日に少し

だけふり返りの時間を持つ。 すると、やり過

ごしてしまった時間が大切な瞬間として蘇っ

てくる。母としての、

学びのとき。娘を感

じる、至福のとき」。

短い言葉に、松村さ

んの母力を感じます。

　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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　小4のとき、友だちに「ちえ
ちゃん、声がかわいいから声優
になれるよ」と言われました。
　2年後、「アリオン」というアニメ映画のパンフレットにあっ
た『ぼくの声を聞いて感動してくれる人がいたらいいなと思っ
てこの仕事をしています』という声優さんのメッセージに遭遇。
私は、とてもやさしいその声に涙が出るほど感動し、「私も自分
の声で誰かを幸せにしたい」そう思ったんです。けれども日々
に忙殺され、夢は消えていき…。二十歳の頃、知り合いに「夢
がないなんてかわいそう！」と言われて声優の夢を思い出し、
オーディションを受け研究生に。ところが埼玉特有のイントネー
ションが壁となり、結婚を機に夢を断念。
　でも今、思うんです。お母さんの経験を生かし、もう一度声優
を目指したい。目標は10年後。どんなに小さくてもいいから声
を使った仕事ができていたらいいな。そう思うと、今も幸せです。

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〉

★ ★★
★

声優の仕事がしたい
（牛尾智恵／埼玉県北葛飾郡）夢にカ
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　娘の髪は、やわらかくて、気持ちがいい。
何年ぶりだろう。こうして三つ編みをする
なんて。
　小さい頃は毎日触った娘の髪。思春期に
なると、なかなか触らせてもらえないし、
会話だって喧嘩腰。いつの間にか時間だけ
が過ぎて、すっかり忘れてた感触。
　三つ編みを編んでいたあの頃。「私はあな
たの味方だよ」そう言葉で伝えればよかった。
　今だってそう思っているのに、なかなか
言えない。今度
こそ、ちゃんと
伝えよう。
　私はあなたが
大好きだって。

三つ編み

（山本妙子／高石市）

　朝から子ども
たちに「今日は
お父さんとお母
さんの結婚記念
日だよ」とアピー
ル。別に何を期待しているわけでもないの
だけれど。なんだか家族でお祝いしたく
なった。別に、今晩ごちそうをつくるわけ
でもないけれど。
　夕方近く、次女（小5）と夫が好きな焼
きプリンをつくりました。夕食後、みんな
でプリンを食べながら、「今日は結婚記念日
だよ。お父さんとお母さんの～」と言うと…。
　長男（小3）から、手づくりのカードを
差し出されました。
　「おかあさんへ　おかあさんがおとうさ
んとけっこんしてくれたので、ぼくたちが
うまれてきました。ぼくたちがいつかおや
こうこうができる日を、たのしみにまって
てください」と書かれていました。

　こんなことを書けるよ
うになった息子が、なん
だか大きく見えました。
うれしくてウルウル。幸
せなひとときでした。で
も「おやこうこう」、待
てるかな～。

結婚記念日

（田中清美／横須賀市）
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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〉

★ ★★
★

★ ★

★

★

リンゴケーキ

（福垣千亜紀／横須賀市）

　「しょうゆが切れた
らどうしますか？ 隣
人に借りる方法もあり
ますよ」と、お母さん
業界新聞編集長・藤本
裕子さんは講演で語っ
た。私がマザージャー
ナリストっていいなと
思ったのも、「ペンを片手にドアをたたきま
しょう」という藤本さんのメッセージに響感
したからだった。
　以前、ふらっと、夜一人で近所の飲み屋を
訪れたときのこと。地方出身で身寄りのない
私の話に、おばちゃんはうんうんとうなずき、
助言をし、お土産に手づくりのバナナケーキ
を持たせてくれた。それはふんわり、包み込
むようなやさしい味がした。
　月日は流れ、おばちゃんのお店に行きたい
なと気になりつつも、なかなか行けずにいた。
そこで思い立って今日、のぞいてみることに。
　「お元気ですか？ こないだはありがとうご
ざいました。おばちゃんの顔が見たくて寄り
ました。おばちゃんのケーキ、すごく美味し
かったです」。そう言うと、和服にエプロン
姿で「元気だった？ 子どもたちを連れてき
てくれたの？ 寄ってくれてありがとう」と、
調理中にもかかわらず笑顔で迎えてくれた。
　すごくうれしかった。自転車の後部座席で
長男が船を漕いでいたので、玄関口で「おば
ちゃんのケーキが食べたくなって！」と言う
と、「こないだはバナナだったよね？ 今日は
リンゴケーキ。信州のリンゴだよ！」と話し、

持って出てきてくれた。
　帰宅し、子どもたち
と3人で味わいました。
今まで食べたことのな
いほど美味しいリンゴ
ケーキでした。

　午後3時過ぎ。おっ
と、時間だ！小学生
が帰ってくるぞ。洗
濯物を入れて、おや
つをおぼろげに考え
て、部屋をちょこっ
と片付ける。
　「ママ～ただいま

～」。そこから夕方まではノンストップ。
三姉妹（小3、小1、3歳）のおしゃべり
が始まる。
　「今日ね～」と一人が言えば、「あのね～」
ともう一人。ごはんをつくりながら、野菜
を切る途中で、末っ子が「ママおしっこ～」。
宿題をする小学生も、だまってはいない。
「ママ見て～」「こっちも見て～」。
　なんとかごはんをつくり終え、さあ食べ
よう。「今日の学校であったこと、ママが
座ったら話すから！」。はい、すぐに座り
ます。
　毎日のなんてことない風景。今日はそれ
を、遠くから見つめるもう一人の私がいた。
これ、この時間、ずっとは続かない。いつ
かみんな大きくなって、「ママ見てよ～」「マ
マ聞いてよ～」なんて言わなくなっちゃう。
　3時から自分のためにやったのは、食後
の紅茶と、お風呂上がりのハンドクリーム
だけ。
　子どもたちは大人になって、この夕方
の時間を覚えているのかな？ それとも忘
れちゃうのかな？  お
ぼろげでも、お母さん
が夕方はいつもそこに
いて、お家があたたか
かったって、覚えてく
れていたらいい。私は
この時間を、ずっと忘
れない。

永遠の時間

（印東光理／横浜市）

何もできない

（山中菜詩／東京都）

　生後数か月の娘、「くっついていたいの
症候群」。
　「抱っこでゆらゆらして～」「ちゃんと両
手で抱っこして～」「ぴったりくっついてい
たいの～」とさんざん訴え、やっと寝る…
くっついたままで。
　置くと泣く。また抱っこ。くっつけたまま、
ラッコちゃん状態でソファに座り、新聞を
読んでみる。ページをめくるたび、ビクッ
としたり顔をしかめたり。
　チラシをチェック。チラシ、ソファから
すべり落ちる、拾えない。雑誌を読んでみる。
私の腕と首が疲れる。ダメだ、何もできない。
　今日こそ掃除をしたい…。お腹もすいて
きた…。お手洗いにも行きたくなってきた
…。おしりがぺっちゃんこになりそう…。
私も、ちゃんと横になって寝たい…。
　でも、間近にあるこの寝顔を見ちゃうと、
動けない。
　悶絶。どう
してこんなに
かわいいの
～？

　わが家の冷蔵庫に貼ってある、その日の
予定を書き込むホワイトボード。
　そこに中1の娘からメッセージがあった。
「お母さん、1人で無理しちゃ絶対ダメだよ!!  
私はお母さんの味方だから」って。
　消せない～～～。消される前に写真撮っ
ておこう。

消せない
メッセージ
（三井田里奈／和光市）

　息子のラグビーの大会があった。試合前
日、お弁当のメニューを考えながら本人以
上に高揚する私。
　当日、グランドで凛々しく構える息子を
見ては、これまた本人以上に緊張。そして
1点1点に泣いたり笑ったり。
　わが子の晴れ舞台は、なでしこの決勝戦
を見ていたあのときよりも、もっともっと
ドキドキワク
ワク。
　息子よ、楽
しい時間をあ
りがとう。

決戦の日

（五十嵐紀子／横浜市）

TAKE　MOTHER シリーズ
①ランドリー＆バスウォーター
600mℓ／ 1600 円（税込）
1800mℓ／ 3780 円（税込）
②ランドリー＆キッチンソープ
600mℓ／ 1580 円（税込）
1800mℓ／ 3600 円（税込）
③ランドリー＆キッチンソープ
（オレンジミント）
600mℓ／ 1995 円（税込）
1800mℓ／ 4200 円（税込）

TAKE（竹）ベビー
入浴用石けん
80g ／ 498 円（税込）

TAKE ACTION シリーズがラインナップ！！TAKE ACTION シリーズがラインナップ！！
●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

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

竹炭坊クッキー
 60g ／ 350 円（税込）

 http://www.okaasan.net/お母さん大学推奨商品

「TAKE  A
CTION」が

ファミリー
になって

新登場！

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）

① ② ③


