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受賞おめでとう！

　今月のMJ大賞は、松本茉莉

さんの「寝顔」に決定。三兄

弟のあどけない寝顔をまじまじ見て、あっ

たかい気持ちがむくむく。まさに、母冥利

に尽きますね。私たちはわが子がいるか

ら、母なる港になれるのですね。ウェブ

大賞は、山口みさ子さんの「人をHAPPY

にしたい」。山口さん

の発信で、誰かが笑

顔になれる。それが

自分自身の笑顔につ

ながりますね。 

　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/

ささ

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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　私の夢は、主人の夢
を一緒に叶えること。
依存でも自己犠牲でもなく、「おじいちゃんになったら、
広い庭にたくさんの子どもたちが走り回っていて、それを
見ながら、笑って、本を片手にロッキンチェアーで眠る
ように死にたいねん」その夢、素敵だと思う。そのとき
私は、大鍋いっぱいに美味しいごはんをつくっていたい。
　無償の愛を子どもたちが教えてくれたのだから、素敵
な感情を教えてくれた子どもたちへ感謝の恩返し。
　それが幼稚園、保育園でも、たくさんできた自分たち
の孫でもいい。いつまでも子どもの笑顔に触れられるっ
て素敵なことなんじゃないかなぁ～、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
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いつまでも子どもの
笑顔に触れていたい

（河端鈴香／高槻市）
夢にカ

ンパイ
！

夢にカ
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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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　　   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。http://www.okaasan.net/

★MJ記者MJ記者
募集！募集！

　親友とその息子とうちの息子の4人でお
味噌づくりをしました。お昼が迫った時間、
「お腹空いた！」「お手伝いする！」のチビッ
ココールに気が急いていた私です。
　圧力鍋で煮ていた大豆。本当は、時間に
なったら火を止めて、圧力が下がるのを
じっくり待つべきだったんです。
　でも、やっちゃいました !   強制的に少し
ずつ圧力を下げ、開けようとしたら、大豆
のゆで汁が大爆発！ 
　幸い鍋から離れていた子どもたちと友人
は無事でした。が、私は左手首に熱湯を浴び、
すぐに水で冷やしましたが、3時間後には
水泡ができ…熱傷を負ってしまいました。
　友人親子が帰ったあと、息子をおばあ
ちゃんに預けて皮膚科へ行き、処方箋も出
してもらいました。
　帰宅すると、息子は、折り紙でつくった
花束を私に差し出し「お見舞い！」ですっ
て。わぁ！ 痛みもあっという間に消えそ
う。お母さんの特権だわ！　
　2人にケガの状況と大丈夫であることを
説明し、夕食準備に取りかかると、まあ、
息子がよくお手伝いをしてくれること！ 
かきたま汁の卵を混ぜ、もやしのひげをが
んばって取り…何かと尽くしてくれます。
　ありがとう。いつの間にか、こんなに人
のことを心配し、人の
ために働こうという
やさしい子になって
いたんだね。
　怪我をしたけれど、
なんだかこれまでの子
育てに対して、ご褒美
をもらった心境です。

ゆっくり
コーヒーを

上坂紗絵子／高石市

　娘の運転に、助手席の息子。私たち夫
婦は後部席。バイト代が入ったから「う
んと食べていいよ」と自慢気に息子が言
う。今日の外食は息子のおごり。
　こんな日がくるなんて、不思議。大好
きなお寿司を家族で思いっきり食べて、
レジで支払う息子はちょっと大人びて、
なんだか頼もしい。娘は黙って運転して
くれている。これが娘の気持ち。素直に
なかなか言葉で言えない娘。
　テレながら何
度も「ありがと
う」を言う旦那。
私たち夫婦がだ
んだん小さく見
えてくる。

大人になったね

山本妙子／高石市

怪我をしたら、
ちょっとご褒美

渡邊智子／東京都

　4年前。地域情報紙に掲載する地元のお
花見情報を、かき集めていた。
　3年前。お腹にいる娘に、来年は一緒に
桜を見られるねと話しかけた。
　2年前。東日本大震災の後でもあり、長
女が8か月で寝返りもハイハイもしない
ことが不安で、あまり桜の記憶がない。
　1年前。長女を自転車の前に乗せ、2人
で近所の桜めぐりに連日出かけた。
　そして、例年よりも
早く、今年も桜がほこ
ろんだ。次女を前抱っ
こし、長女と手をつな
いで…。
　同じ桜は二度とな
い。さぁ、明日はどこ
へ行こうかな。

巡り巡って
桜咲く

朏絢子／平塚市

　次女の保育時間も日に日に延びてきまし
た。今日は2時半まででした。
　5月からは仕事が始まり怒涛の朝になる
はずだから、ゆっくりできるのは今のう
ち！と保育所に送った帰りに、近くのカ
フェに寄ってきました。
　のんびりゆっくりコーヒーを飲もう！と
張り切って行ったのですが…。
　いざ熱いコーヒーが目の前に出てくる
と、いつものくせで「ぐびぐびっ」と勢い
よく飲んでしまい、あかんあかんと反省。
　いつもなら、長女がお行儀よく座ってい
るか、コップをひっくり返さないか、次女
が熱いコーヒーに手を伸ばさないか、いろ
いろ考えて、ひやひやして…。「たまには
ゆっくりコーヒーを飲みたいなあ」と思っ
ていたのに。
　残りの半分のコーヒーはゆっくりめにい
ただきましたが、いざ2人がいないとなん
だかさみしいというか、手持ち無沙汰で…。
　「今頃保育所でどう
してるかなあ」と、やっ
ぱり2人のことを考
えて、ちっともゆっく
りできず、10時前に
はもう帰宅しました。

　本日、修了式。次男、3歳年少組。この
一年、一日も休まずに、元気に、楽しく通っ
てくれました。
　すごいよね。年少少組（2～3歳クラス）
なので、ゆっくりなスケジュールだし、お
昼寝もあるけど。
　お兄ちゃん（年中）がインフルエンザで
休んだときは、さすがにダメか！と思った
けど、「にいちゃんがいなくても大丈夫よ」
と元気に通園してくれた。
　幼稚園は楽しいと、一緒に通ってくれた
お兄ちゃん、ありがとう。いつも笑顔で迎
えてくれた先生方、ありがとうございます。
　よくがんばった。スゴイぞ、次男！ 4月
からは、とても楽しみにしている年少さん
だよ。
　でもでも、それって、私もスゴイってこ
とだよね。お
母さんもが
んばってい
るってこと
だよね。 

皆勤賞

鈴木明美／久留米市

　3年生の長女が毎
日『手ぶくろを買
いに』を読んでく
れている。音読の
宿題だ。私も大好
きな話。中には、印象的な場面がたくさん。
　たとえば、巣穴から雪が降り積もった野
原へこぎつねがはじめて出たとき、あまり
の眩しさに、目に何か刺さったとお母さん
ぎつねに訴えるところとか、雪をはじめて
触って、「おててがチンチンする」って言
うところとか…。
　音読の宿題は段落ごとに出ていて、昨日
読んでくれたのは、こぎつねが帽子屋さん
の看板を見つけたところまで。
　私だけでなく、妹や弟たちまでがお姉
ちゃんの読んで聞かせてくれる『てぶくろ
をかいに』に引き込まれている。次女が、
「えー、終わり？　続き気になるー」と、
お姉ちゃんにねだっていた。
　そうそう。そのあと、あれだけ間違えちゃ
いけないよってお母さんぎつねに言われて
いたのに、こぎつねは反対の手を出しちゃ
うんだよねぇ～。あー、早く月曜日になら
ないかなぁ。
音読の宿題、
楽しみでたま
らない～。

もうすぐ
クライマックス

岡本京子／西宮市

　平日朝8時、私たちメー
ル戦隊M4が、「日刊お母
さん業界新聞メール版」を
発行しています（無料）。
このページにあるような、
お母さん記者の記事です。
どれも、心がほっこり、お顔はにっこりの
ほんわかメール。「メール版読者拡大キャ
ンペーン」実施中。まだ読んでいない方は、
今すぐご登録を！ お友だちや夫のアドレス
も登録してね！
（メール戦隊M4）

o@sg-m.jp

メール版

読者募集！ メール版もよろしくね！


