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受賞おめでとう！

　今月のMJ大賞は、中川理恵

子さんの「新しい自分に」に決

定。家事、育児と、埋もれてしまいそうな私たち。

でも、その中で「新しい自分になれる」。なん

て勇気と希望のあるメッセージでしょう。そう、

お母さんは毎日、進化しながら、母になってい

くのです。ウェブ大賞は、城川理恵さんの「子

どもたち、それぞれ

の節目」。すべてのお

母さんの心を代弁し

てくれている内容で

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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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！

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）
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　小さな頃から自分の家族
をつくることに憧れていま
した。子だくさんの大家族
で、笑顔に囲まれる毎日。 現在は無事結婚をし、子ど
も2人に恵まれましたが、やっぱり夢は大家族！子ども
は一人ひとり感じ方も遊び方もさまざま。その違いを発
見し驚くばかりですが、喜びもそれ以上にあります。
　一人がくっついてくると、もう一人もくっついてくる
毎日。子どもの数だけくっついてきてくれるのかと思う
とワクワクします。ただわが家の経済状況は緊迫してお
り、どこまでいけるかといったところです。これからも
笑顔満開の家庭を目指し、父ちゃん母ちゃん、力を合わ
せてがんばるぞ～！

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

★ ★★

笑顔満開の大家族
（山口 奈緒美／川口市）夢にカ

ンパイ
！

夢にカ
ンパイ

！
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★

★
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キリンフリー〈ノンアルコール〉
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　昨年から近所で、大々的な「水道管工事」
が行われています。雨の日も風の日も工
事に汗を流す作業員の皆さんの姿には頭
の下がる思いです。と同時に、寒い中ずっ
と立っている警備の方たちもさぞかし大
変だろうと思います。
　メンバーは、おそらく上は70代のおば
様から、下は20代の若者まで。中に一人、
茶髪のロングヘアーに爽やかな笑顔の若
者がいて、彼はどうやら子ども好きらし
く、うちの息子を見かけると、駆け寄っ
てきてはいろいろと話しかけてくれます。
　あるとき、「（仮面ライダー）ウィザー
ドは好き？」と聞いてくれ、息子は照れ
ながらも、「うん、好き！」と答えていま
した。それからというもの、息子はウィ
ザードの指輪を家から持ち出し、お兄さ
んに見せに行くなどのやりとりが1か月
ほど続きました。
　そして、先日のこと。2人で電車に乗っ
ていると、息子が突然に言いだしました。
「気づいちゃった。あのお兄ちゃんはウィ

ザードだったんだ！」。息子の中ではそう
いう結論になったのかと驚きつつも「よ
く気がついたね！」と褒めておくことに
しました。
　その後、「あのお兄さんは、ウィザード
の中のどのメンバーなの？」と尋ねると、
「うーん、レッドかな？」と答える息子。
改めてレッドに注視すると、確かにロン
グの茶髪にやさしげな微笑と、共通項多
し！ 
　息子の感性（思い込み）を大切にして
おきたい私ですが、小 6の姉は、しつこ
いくらい弟に「いい？ 警備のお兄さん
は、ウィザードのお兄さんとは別人なん
だよ！」と話しては、「違うよ～、ウィザー
ドのお兄さんだよ～！」と何度も反発さ
れていました。
　水道管工事は7月末まで続くというの
で、しばらくは姉弟
の会話に入らず、そっ
としておこう。彼に
は悪いけれど、目を
輝かせてウィザード
と話す息子の姿を見
ていたい。そう思う
母なのでした。

　年長の娘はとうとう保育園での「おひ
るね」の時間がなくなった。6年間の保育
園生活があと2か月で終わりとなる。
　あぁ、このときが来たんだなぁ。母は
感傷的な気持ちなのに「学校へ行くから、
もうおひるねはおわりだって」と言う娘
には寂しいなんて気持ちはない。むしろ
小学校へ近づくことがうれしいのだから。
　シーツに縫い付けてあった名前を取り
「1年間ありがとう」の気持ちを込めてア
イロンをかけてお返しする。4月にシーツ
に名前を付けるとき、この作業もこれで
最後なんだなあと思いながら縫い付けた
のが昨日のよう。毎日毎日、保育園生活
の一部だったシーツさん、ありがとう。
　こんなとき思い浮かぶのは、「い～つの
ことだか思い出してごらん♪」というあ
の歌「思い出のアルバム」。アイロンをか
けながら、母は心の中のアルバムを1ペー
ジ、1ページさかのぼって涙。
　楽しかったなぁ…。
ああ、私の保育園生
活だったわけではな
いのに、思い出も多
いものです。改めて、
卒園なんだなぁ。と
いう実感に包まれた
時間でした。

　過ぎてしまえば、なんて早いのだろう。
あの日、胸に抱いた双子の2人がまもなく
小学校を卒業する。この1年、私はほとん
ど学校の参観にも行けずに過ごしてきた。
　爪噛みが始まった日向が、「母さん、見て
よ。爪がボロボロ。母さんの愛情不足やけ
ん！」（笑）と言う。私は笑いながら、ごめ
んねと言いながら、寂しさを思う。
　中学受験をした空向。残念な結果だった
が、自分で決めて挑戦したことがうれしかっ
た。発表の日、結果票を見て開口一番、「お
母さん、ごめんね」と空向は言った。
　昨年、母が緊急入院し、闘病中である。
母の病院、学校（昨年から通っている看護
学校）、家庭、伯父伯母の介護に追われる私
を喜ばせたかった空向。受験しようと思っ
た気持ち、どんなに合格したかったかと申
し訳なく思った。
　私の父に「じいちゃんは中学を出ただけ。
勉強したいと思った空向はすごいぞ。人間
は死ぬまで学ばんといかん。でもな、一番
大切なのはどう生きるかだ。よくがんばっ
たな」と言われ、ポロンと泣いた空向。
　ありったけの感情をぶつける日向と、控
えめで目立たないところで親を支える空向。
卒業はうれしく、なぜか寂しい。羽を広げ
る音が聞こえる。巣立ちはそう遠くない。
　こんなにも愛しい2人に美味しいものを
食べさせることもできず、穴のあいた靴を
はかせている私。私にできるのは「あなた
たちが大切」と伝えること。それも足りな
いけれど、どんなときも精一杯、あなたた
ちのお母さんであり続けることを誓う。
　日向、空向、
卒業おめでと
う。お母さん
のところに生
まれてくれて 
ありがとう！

もうすぐ巣立つ
2人へ
田川亜寿香／佐世保市

サヨナラ「おひ
るね」の時間

内田恵利／横浜市

ウィザードと
お友だち

伊藤万里／多摩市

長女、
ずる休み
打海可奈子／川口市

　「ねえママ、ナッチャン、だいがくせい
になっても、このおうちにいていい？」。
私は大学入学と同時に実家を出た、という
話をしたら、急に不安そうな表情になった
姫（笑）。「もちろんいいのよ～、おうちか
ら通っても」。私はたまたま、実家から通
うにはちょっと遠かったから家を出た。
　「じゃあさ、じゃあさ、かいしゃいんに
なっても、このおうちにいていい？」「い
いよ♪」
　「けっこんしてからも、いていい？」「ん
～…それはちょっと微妙かも…」。私の経
験上、できれば所帯を持ったあとは、親と
子は一緒に住まないほうがいい。まぁ、で
も、「娘夫婦」だと、またちょっと違うの
かな。
　「ナッチャンがおばあちゃんになっても、
いていい？」「いいけど…」。ナッチャンが
おばあちゃんになったら、ママはいったい
いくつかな。
　一応すべての質問
に、「いいよ」と答え
たところ、やっと安
心した様子の姫。
　「よかったぁ。ナッ
チャンのみらい、マ
マに、いっぱいみせ
てあげるね」。

未来を
見せてあげる

厚海有美／横浜市

　朝起きて、「今日は幼稚園行きたくな
いー」と長女。とりあえず理由を聞くと、
少し考えて、「おうちのおひなさまを見て
いたいから」「お給食売り切れ（おかわり
のとき）になっちゃうんだもん」と。
　4歳の頭でよく考えたね！　
　なんかそういう気分。「家にいたい」「マ
マといたい」「人と接しないで充電したい」
…そんな日もあるよね。
　ずる休み。ちょっと抵抗もあるけれど、
ちょっとわく
わく。今日は
3人で一緒に
ゆっくり遊ぼ
うね！

　わが家で突然始まった、「杉本ゆうびん
きょく」ごっこ。子どもたちが手紙を書い
て、手づくりのポストに投函。それを配達
してくれる「杉本ゆうびんきょく」。
　最近、字が書けるようになった次男が、
私にくれた手紙は「かおりへ　まますき」。
はじめての手紙はラブレターでした（笑）。
ホントかわいい！
　きょうだい間でたくさんの手紙のやりと
りがあり、もちろん
4か月になった末娘
の元にもお手紙が届
きます。
　時々思うんです。
うちの子、遊びの天
才だなって。親ばか
で、すみません（笑）。

杉本ゆうびん
きょくごっこ

杉本かお里／藤沢市


