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受賞おめでとう！

　今月のMJ大賞は、浅川晃子

さんの「当たらんでも」に決定。

子どもの心を大事にしたいと思う内容でした。

MJ大賞に当選？されましたけど「お家に納豆

あるよ」と言われるかも。地球納豆倶楽部の

納豆はほかにはない美味しさですよ。そして、

ウェブ大賞は、佐伯和代さんの「耳栓」。お母

さんの気持ちが伝わ

り共感。みんなその

時期を乗り越えなが

ら、だんだんお母さ

んになっていきます。 

　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
● 300mℓキャップ式     990 円
● 600mℓキャップ式   1680 円
● 1800ｍℓ徳用パック  3780 円
②ランドリー＆キッチンソープ
● 300mℓキャップ式  　   990 円
● 600mℓポンプ式  　     1680 円
● 600mℓキャップ式 　  1554 円
● 1800ｍℓ徳用パック　3675 円
③ランドリー＆キッチンソープ
（オレンジミント）
● 300mℓキャップ式     1200 円
● 600mℓポンプ式　　1995 円
● 600mℓキャップ式     1890 円
● 1800ｍℓ徳用パック　4200 円

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！！

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.okaasan.net/

お母さん大学推奨商品

① ② ③

美味しく食べて
デトックス！

★★

　夫と3人の子どもに
出会えて、自分のこと
をゆるすことができるようになりました。夢にも思っ
ていなかったくらいの幸せを感じて暮らしています。
　変だな、嫌だな、と思うことに自分なりの決着をつ
けていきたいです。食への不安、経済への疑問から始
めた生活クラブの共同購入。今は配達員としても関わっ
ています。子育てのしんどさ、理想は共同保育所、プレー
パーク、ご近所づきあいで叶えつつあります。
　エネルギー問題は？ 政治は？ 遠くのことにしてしま
わずに、今の暮らしの中で、自分にできることを見つ
けていきたいです。

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

★ ★★

気持ちいい生き方を
実践していきたい

（有園愛／川崎市）
夢にカ
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　何年ぶりだろうか、風邪をひいた。だる
くて動くのもやっと。長男、次男が代わる
代わる台所に立ち、食事の準備をしてくれ
る。長男が指示し次男が茶碗を洗う。母が
調子悪くなってもなんとかなるもんだと、
甘えることにし、布団でゴロゴロしていた。
　そこへ、そぉーっと戸を開ける音。「ママ、
お熱下がった？」と四男。「うん、ありがと
う。下がったよ。けどお咳が出るからママ

お熱下がった？

城川理恵／富山市

★

キリンフリー〈ノンアルコール〉

★★
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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！

　今日は雨降り。少しゆっくりしたい、
週の真ん中。朝のうちにつくっておいた
お弁当を食べてお昼を終えた。
　「一緒に寝よう」と誘われて、チビとこ
たつでゴロゴロ。ニコニコ癒しの時間。
新聞読みたいな～とか、天気どうなるか
な～とか気になってケータイを見ていた
ら…。私のおしりを枕に、チビさん寝て
ますけど。どうやって動き出そうかな～。
小学生の兄さんは早いお帰りだから、新
聞は読んでお
きたい。
　勇気を出し
て…。「おし
り枕」終了す
るぞ～。

おしり枕

河口緩美／アルプス市

　娘といろいろ話していました。娘から
「子どもは母親が笑顔でいてくれたら幸せ
なんだよ」って言われました。なので「母
は子どもが笑顔でいてくれたらそれが幸
せなんだよ」って言いました。
　両思い♥母と
子が微笑み合っ
ていられる。世の
中が、そんな風で
あったらいいな
と思いました。 

両思い

笹本翠／交野市

いくらなんでも
そんなにいっぱい

ヒラー瑞子／ドイツ

　幼稚園の「カーニバル」（日本のお楽し
み会のようなもの）で、ストローを使って
皿に入っているお菓子を吸って別の皿に移
動させ、そのスピードを競うというゲーム
をやったそうです。
　帰宅して、レゴ（ブロック）でそれをや
りたい！と言いだした娘ハナ。遊びに来て
いた1歳下の友だちと一緒に楽しめるよう
にとゲームの準備をしましたが…。
　お友だちのほうはあっという間に飽きて
しまいました。けれども、娘のほうは一人
で黙々とやり続け…。
　友だちのお迎えが来て帰ってしまってか
らも延々とやり続け、「ママー！ハナ勝っ
た！」という声に子ども部屋に行ってみる
と、2つのコップと2枚の皿に、レゴが山
盛りに！
　これ全部、
レゴの箱から
ストローで
吸って移した
んだそう。
　いやいやいや、いくらなんでもこんなに
いっぱい。しかも、小さいレゴは吸いやす
いけど、大きいレゴはけっこうな肺活量や
コツがいるのか、私に
はできませんでした。
それを軽々とやっての
けた娘。
　2時間ぐらい練習し
てたもんね。普段は飽
きっぽい娘の底力を見
た、冬の午後。 

　雪が降りました。わが家は佐賀県でも田
舎の方で、しかも裏手に山があり、雪のと
きは道路凍結で危険とタクシーに断られて
しまうほど。主人の通勤や子どもたちの病
院通いなどを思うと、正直、雪は憂うつです。
最寄の駅から家までは30分以上。仕事帰り
の主人は、実家に泊まることになりました。
　けれども子どもたち、特に長男にとって
は、雪がうれしくてたまらないようで、「か
まくらをつくりたい」「雪だるまをつくりた

い」と大はりきりです。
　風邪で幼稚園を休ん
でいるのに、祖母が雪
かきついでにつくった
雪だるまを見た途端、
外へ出たがりました。
　ダメと諭すとション
ボリ。かわいそうになっ

おうちの中の
雪だるま

北島真樹／多久市

　思春期の長男。iPodの待ち受け画面は弟
の寝顔になり、毎日夕飯の食器洗いをして
くれるようになりました。
　パパは「育児休暇とろうかな」とまで言
い出すし…。私は出産した日の夜、これ以
上はないだろうといううれしさで、興奮し
て眠れない状態。なんだろうこの満足感は！
　同じ日に1時間違いで男の子を出産した
隣室のママさんにも全身から満足感が溢れ
ていました。沐浴練習で一緒になったとき
に「7年ぶりだから沐浴とか忘れちゃった～」
と言ったら、「私は 20年ぶりよ。上 2人は
もう成人だから、老後のこと考えたりして
たのに、赤ちゃん抱っこできるなんて奇跡
だわ～」とのこと。20年ぶりとは、上には
上がいるもん
です！ 
　小さな奇跡
は、周りを大
きく変えてい
きます。

　赤ちゃんが生まれて2週間が経ちました。
長男13歳、長女12歳、次男7歳がいるので、
4人目の三男です。
　「べつにお兄ちゃんになりたくないんだけ
ど。ぼくのオモチャは貸さないからね」と
意地悪なことを言っていた次男も、赤ちゃ
んを抱っこしたら、かわいさにメロメロ。
頭やほっぺや耳にさわって「かわいい～」
とうっとりしています。
　長女は「幸せすぎて夢みたい」と言いな
がら一緒にお昼
寝。早起きが苦
手なのに、赤
ちゃんのために
6時に起きてき
ます。

小さな赤ちゃんの
大きな力 
西尾沙紀子／神奈川県大磯町

たので「ちょっと待って
て」と声をかけ、ボウル
を持って外へ飛び出しま
した。
　ボウルいっぱいの雪を
持ち帰り、「小皿の上でつ
くってごらん」と言うと、
大喜び。雪だるまの顔を一生懸命に考えて
完成させました。
　雪を取りに出たとき、小さな足跡を見つ
けました。何の動物かなと考えたり、自分
の足跡と比べてみたり。ふと、子どもの頃、
真っ白な雪の上に、自分の足跡を見つけて
うれしかったことを思い出しました。
　大人には憂うつな雪ですが、息子のおか
げで、小さい頃の気持ちを思い出すことが
でき、少しだけ息子の気持ちに寄り添えた
ような気がして、この気持ちを忘れたくな
いなと思いました。
　「雪だるまさん、明日も解けないといいな」
と言っていた息子の願いは叶いませんでし
た。でも「今度、雪が降ったら、お外で雪
だるまさんをつくろうね」と約束しました。 

のお部屋に入るときはマスクをしてね」。「う
ん、わかった～」。
　しばらくしてまた戸を開ける音。ちゃん
とマスクをして入ってきた。布団に潜り込
む四男。
　うつると思って、昨日から子どもたちに
近寄らずにいた。あぁ、
抱きしめたかった小さ
な体からエネルギーを
もらって元気を充電。
　食事で栄養はとれて
も、心の充電はしてな
かったね。もう少しで
元気になるからね。 

洗濯1回あたり
   12～18円

●日本の竹から生まれた天然素材100％　●洗濯機や浴槽の排水溝、河川や海を汚さない
●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

（竹ベビー）

TAKE  BABY
竹炭灰マイルドミネラル洗浄液竹炭灰マイルドミネラル洗浄液
ランドリー＆バスウォーターランドリー＆バスウォーター
原材料は、竹炭、竹炭灰抽出液、水だけ。
赤ちゃんから未就学児童の衣類の洗濯
と入浴（全身洗い）に最適です。洗濯は、
20分のつけ置き後、すすぎ洗い。お風
呂では、やわらかい布で体をやさしく
洗ってあげてください。

● 300mℓポンプ式    　1300 円（税込）
● 1000ｍℓ徳用パック　3000 円（税込）●●●

TAKE     BABY（竹ベビー）
入浴用石けん
80g ／ 498 円（税込）

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


