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受賞おめでとう！

　今月のMJ大賞は、中村泰子

さんの「お空は？」。娘さんが

見ているきれいな空を、ずっときれいなまま残

していくことが私たち、お母さんの役目ですね。

ウェブ大賞は、石井洋子さんの「2013年さい

かいの夜明け」。韓国に渡った同輩のMJ記者、

村本さんとの『再会』を機に、「お母さん大学

の幽霊部員を脱却し、

積極的なMJ記者活

動を『再開』するぞ」

と誓った石井さん。

期待しています！

　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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TAKE　MOTHER（竹マザー）
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     BABY（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://www.earthspirits.co.jp/

竹炭坊クッキー
 1 袋 60g ／ 350 円（税込）
3袋／特価 1000 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   BABY（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

　新しい趣味を見つける“きっ
かけ ”、人や地域とのつながりをつくる “きっかけ ”、自分
自身の魅力を再発見できる “きっかけ ”…。このようなさま
ざまな “きっかけ ”づくりができる場を展開していきたい
と模索中です。
　私は趣味人間ですが、自分だけの趣味に留めるのではな
く、もっといろんな人に「これ面白いね」「私もやってみた
い」と感じてもらえるように、現在スキルアップ中です。
　「お母さん大学」への入学をすすめてくれた友人と一緒に、
「お母さん業界新聞地域版」創刊に向けて打ち合わせ中。ま
ずは「読む」目線からのきっかけづくりを、と思っています。

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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さまざまなきっかけ
づくりができる場を

（藤田律／西東京市）
夢にカ

ンパイ
！
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　3年間の育児休暇はもう終わり。2人の
子どもとの幸せな日々でした。のんびり部
屋でくつろぎ、抱っこしたり、べたべた、
ごろごろしたり。絵本を読んだり、おもちゃ
で遊んだり。天気がよければ手をつないで
公園へ。動物園や水族館へも出かけた。
　お買い物も一緒。ついでに私とチビが好
きなラーメンを食べたり。以前は私のラー
メンを取り分けていたが、最近はお子様
ラーメンをペロリ。もうすぐ3歳だもんね。
　小1のお姉ちゃんを「いってらっしゃ
い！」と送り出し、「ただいま！」と帰っ
てきたら、「おかえり！」と迎えてやれた。
幸せなことだ。
　来週からは仕事に復帰。お姉ちゃんが登
校する前に私は出勤。帰りももちろん遅い。
きっとバタバタと忙し
くして、早くしなさ
いっ！とか言って、カ
リカリするんだろうな。
　でも、この3年の幸
せな日々は、私の一部
になっている。私への、
人生の贈り物。

人生の贈り物

（長谷栄子／一宮市）
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心で見たんと
ちゃうの？
（福田博規／茨木市）

　「東京スカイツリー
まで見えるで！」年長
くらいの男の子が勢
い込んで話しかけて
きた。
　ここは空気がキー
ンと冷えた、夕方の大
阪城天守閣、最上階で
ある。
　彼のお父さん、お母さんは、まだあっち
のほうでゆっくり景色を楽しんでいるのだ
ろう。いずこも同じ、一緒に来た小3クン
も、8階に登り切るなり親の存在などきれ
いさっぱり忘却の彼方、ぼくが展望台に出
た頃には、もう後ろ姿すら見えなかったの
だから。
　「あっちから見たら、東京タワーも見える
でえ！」その子は見ず知らずのぼくに、赤
いほっぺに白い息をはきはき、興奮冷めや
らぬ様子であっちこっちを指さしてくれた。
　「すごいねえ、遠くまで見えるんやねえ！
いろいろ知ってるんだ！」とかなんとか話
していたら、お母さんが「すみませ～～ん」
と言いながら真っ赤な毛糸の帽子をかぶっ
た、よちよち歩きさんの手を引いて来た。
　「おとうさん、東京スカイツリー見える
で！」抱きつかんばかりに言う男の子に、「あ
ほやなあお前、そんな遠くまで見えるわけ
ないやろお！  あれはヘップファイブの観覧
車やないかあ！」と、“大人の答え”を返し
たお父さん。
　お母さんに手を引かれつつ、後ろ向きに
バイバイしてくれたその男の子を、ぼくは
ちょっと複雑な思いで見送ったのだった。

　湯たんぽを買いました。中2の長女のた
めです。小さい頃から冷え性で、幼稚園の
先生から「Sちゃんはいつも手が冷たいよ
ね」と言われていたほどです。
　その長女が、ベッドに入っても「寒い、
寒い」と言うので、以前から気になってい
た湯たんぽを購入。そしてこの冬、久しぶ
りに登場した石油ストーブ。そこに乗せて
いるやかんのお湯を、台所仕事が終わって
から入れて長女のベッドへ。
　すると「超、あったかい！」と喜び、寝
付きもよくなった長女。それはよかった～。
翌朝、そのお湯で長女が顔を洗うのも、と
ても効率的で経済的な感じがして、母は自
己満足しています。
　それから毎晩、ストーブのお湯を湯たん
ぽに入れベッドへ運んでいる私。それくら
い自分でやらせればいいのにな…と思いな
がら、それでもやってあげたいという気持
ちのほうが強い私。少しずつ、長女のため
にできることが減っ
ている気がするから
かな？
　長女がお母さんに
なったとき、その温
もりを、思い出して
くれたらうれしいな。 

湯たんぽ

（藤巻晴美／横浜市）

悪そうな顔

（松村宏美／横浜市）

　小2のお隣のお姉ちゃんと、3歳の娘と、
手づくりの割り箸鉄砲で遊ぼうと、的をつ
くっていたときの話です。
　画用紙にペンでそれぞれが描く。お姉ちゃ
んは「的」だからと、悪そうな顔をした人
の絵を描いてくれました。
　私が「すごい悪そうな顔！」と言ってい
たら、横から「ぜんぜんわるそうなかおに
ならへんっ！」と叫び声が！
　3歳の娘がお姉ちゃんの真似をして、一
生懸命に顔を描いていたのですが、どうし
ても悪そうにならないと怒ったのです。
　そういえば、先日おばあちゃんのお誕生
日プレゼントに添えるカードをつくったと
き、ニコッとしたお顔の描き方を練習した
ばかりでした。
　とっさに「角（つの）つけとき！ 口もギ
ザギザにしとき！」と言って、「なんちゃっ
て悪者」は完成しました。
　みんなで大笑いしながら、私は心の中で、
「いいの、いいの、悪
い顔なんてまだ描けな
くて」と思いました。
　お母さんは、3歳の
あなたの周りが、あっ
たかいお顔であふれて
いてほしいのです。

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。時にはペンを
持って取材やレポーター、モニターにも挑戦。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円のみ必要です。平日の朝8時に
発信されるほんわか記事の「お母さん業界新聞メール版」は無料。
今すぐご登録ください。詳しくはhttp://www.okaasan.net/

★MJ記者募集！

　よく、旦那と3歳の長女がするゲームに、
こんなのがあります。
　リズムに合わせて、たとえば、旦那が「り
んごは？」と歌うと、長女が「赤い」と答
えていきます。
　「プリンは？」「プルンプルン」。「バナナ

は？」「むける」。
「アイスは？」
「甘い」。「お空
は？」「きれい」。
　あー、よかっ
た！ この子に
も、お空はきれ
いに映っている
んだ！

　21歳と20歳の息子、中3の娘と一緒に、
毎年、野沢温泉にスキーに出かけています。
息子たちが高校生になった頃には、体力的
にかなわなくなっていました。
　にもかかわらず彼らは、私にかなわない
と思っていました。急斜面のコースに行か
ないのは、末娘のせいと思い込んでいまし
た。とんでもない！  運動不足の四十路は、
日々筋肉が劣ってくるということに、彼ら
は気づいていないだけです。
　今年は車の運転も2人が交替でし、私は
ノータッチ。スキー場では「カフェテラス
で待ってるよ」という私を置いて、さっさ
と子どもたちだけで吹雪のゲレンデへ。し
かも最大斜度39度の上級者コースや幅の
狭い上級者コース、カフェテラスからは見
えない向こうの山のコース、下まで滑り降
りてリフトで上がり、カフェテラスの前を
通ってまた別コースへ。
　前を通るとき、吹
雪の中、手を振る娘
と、その近くを滑る
息子たち。振り返し
た手でカップを持
ち、ココアを飲みな
がら、幸せを感じた
年明けでした。

幸せな時

（大谷聡穂／相模原市）

美味しく食べて
デトックス！

お空は？

中村泰子／朝倉市


