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受賞おめでとう！

　今月のMJ大賞は、山本照代

さんの「末っ子の陸上大会」に

決定。文章から400mリレーの第3走者で走っ

ている息子さんの姿が見えました。息子さん

もがんばった。お母さんもがんばった。最高

です。ウェブ大賞は、佐藤るみさんの「2歳

のままだよ」に決定。電車の親子を見つめる

佐藤さんのやさしい

まなざし。遠いあの

日を思い出させてく

れた親子のおかげか

もしれませんね。

　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/
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　三女の妊娠を知ってから、う
んと考えた。そして家族時間を
削って取った資格も、やっと決まった仕事も手放した。
　するとどうだ。目の前にただ一つ残った「母」という役割が
猛然と輝きだしたのだ。ああ、私は「母」で十分なんだ。母に
なってはじめて「母」である自分に満足した瞬間だった。｢私
の仕事はこの子たちをかわいがることだ｣ と真に受け入れ、そ
のことを軸に回りだしたら、ほかのこともうまく回りだした。
　当たり前に染み付いていた「書くこと」が自分にとってかけ
がえのないものだったことに気づけた。だから今日も書く。母
だから知ることのできた、たくさんの想いを。子どもに関わる
すべての人たちと分かち合うために。 

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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親子をテーマにした
エッセイで食べていきたい

（益子由実 ／神奈川県葉山町）
夢にカ
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！
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　夫の転勤に伴い、渡米することになった
わが家。クラスのお別れ会の日、たくさん
の手紙を持ち帰って来た長男。ある女の子
からの手紙には「大好き」の文字が！　
　手紙を受け取った日からその子が気に
なって、浮かれまくっていた長男。たまた
ま誕生日が一緒で、手紙にも「2人の暗号
は150818」と生年月日が。
　転校後、文通でもできたらと、「住所を
聞いたら？」と言ってみたが、どうしても
住所は聞けなかったらしい。長男のヒミツ
のメモ帳には「2人の暗号」だけが記され、
大事にその手紙が挟まれている。
　引越しの荷解きをしていて、長男の大事
な荷物として出てきたメモ帳。長男は「も
ういいよ～」と言っているが、私のほうが
あきらめきれない（笑）。クラスにお手紙を
書いたら、その子が返事をくれるんじゃな
いかと、長男をそそのかしています、私。
　向こうから「大好き」って言われてから、
気になっちゃったんだろうけど、あんなに
うれしそうな長男…めちゃくちゃかわい
かった（そして、そんな傾向のある息子で
あると母も心しよう！）。
　部屋には「レ・ミゼラブル」のサントラ
が流れているせいもあるのか、なんだか切
ないわ～。あぁ～切ない。この切なさ、青
春だわ。このままもう1年同じクラスだっ
たら、何か進展があっ
たのかしら？　
　私の自慢の長男く
んを、はじめて「大
好き」って言ってく
れた女の子。母もいい
夢を見させてもらっ
たわ！
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キリンフリー〈ノンアルコール〉

★★
★ ★

★

★

　4歳になる長女。口が達者で、ちょっと
した口応えにまだ子どもとわかってはいる
が、本気でイラッとくることも。言葉尻も
妙に気になり、「え？ 今のどーいう意味？」
といちいち私も過敏になってしまう。
「なんで？」や「ヤダ！」を連発されて会
話に疲れることもある。そんな時は「ピー
ピャプペポー、ピピ～ピョーリンペー」と
言う。そしたら長女も面白がって「ピャッ
ペーボンプーペペ」と返してくる。
　その時々で、してほしいことを入れる。
「靴を揃えてピンチャポタンピー」。すると
「わかったピンチャラピー」と言いながら
靴を揃えてくれる。それにも疲れたら、ひ
たすらわけのわからない「宇宙語」で会話。
　昨日は1時間半ずっとピーピャプペポー
で会話していました。でまたこれでだいた
い通じ合うからウケる。　
　3歳になりたての頃からやっているピー
ピャプペポー会話。3時間、ニャーだけで会
話したことも
あった。ほと
んど脳みそを
使わないので
疲労回復にも
なります。

長男の初恋

杉本かお里／アメリカ

　長いこと風邪をこじらせてしまい、毎日
しつこい咳との闘いでした。そんなある日、
息子が「お母さん、あっちを向いて」と部
屋の出入り口の方を指差します。
　素直にそちらを向くも、何もない。誰も
いない。「どうしたの？」と聞くために息
子に向き直ると、また「あっちを向いて」。
2度目に向いてもやはり何があるわけでも
なく、「なんなの？」と向き直る私。
　「いいからあっちを向いて～」三度目の
正直と出入り口付近を向いて変化がないこ
とを確認した私は、息子の意図がつかめず、
止まらぬ咳への苛立ちも手伝って「だから
何なの？ あっちを向いても何もないよ！」
と、少し声を荒げてしまいました。
　すると息子はうえ～んと泣き始め、ぐす
ぐすしながら、やっと
のことで言いました。
「お母さんが咳だから、
背中をとんとんした
かったんだよ…」。
　「短気は損気」とい
う言葉が身にしみま
した。

短気は損気

長谷川ともみ／カナダ

子どもとの会話
に疲れたら

中村泰子／朝倉市

　「青になりました～。動きま～す！」
「しゅっぱ～つ、しんこ～う！」。
　旦那が車を使わない時にだけできる、私
と子どもたちのドライブと買い出し。
　「いつ泣き出すかな？」「ミルクの時間
は？」…そうやって
ドキドキしながら後
部座席を気にしてい
たのが、いつの間に
か、こんなやりとり
ができるようになっ
たんだねぇ。
　 

出発進行！

朏絢子／平塚市

　末っ子（中2）の陸上大会があった。彼
はわが家では異例の体育会系で、地域の公
式野球のチームに入っていた。お世辞にも
運動神経が良いとはいえず、レギュラーに
なれない彼。時折、落ち込んだ様子を見せ
るたび「すごいな～。お母さんならとっく
にやめてると思う」と言葉かけをしていた。
　野球を続けられたのは、監督やチームメ
イトのお父さん、お母さんの存在が大きい。
みんなががんばる彼をほめてくれた。そし
て彼の面白さを受け入れてくれたチームメ
イト。どれだけ感謝をしてもしきれない。
　中学に上がり、チームメイトが地域の中
学生野球クラブに入る中、「ボール競技は苦
手みたい」と陸上部に入部。「陸上部なんて、
学年でもトップクラスの足が速い子が入る
んだよ～。これ以上劣等感を刺激してどう
すんのよ～」と心の中で叫んだ私。
　案の定、1年の時はほとんど大会に出ら
れず、「見ているだけだからヒマなんだ」と
彼。心が痛い。競技だから出られなくても
仕方ない。でも同学年の子たちが忙しそ
うに準備をしているときに、一人ポツンと
座っている姿を想像し、私の心は疼くのだ。
　でも、ここでも顧問の先生がとてもよく
してくださり、彼は朝練も休まず通って、
1年間がんばった。
　そして昨日、400mリレーの第3走者で
走る彼を、突き抜ける青空の下、真新しい
競技場で私は見た。私は立ち上がって応援
し、隣の夫もうれしそうだった。
　「新しく入ってきた1年生のほうが、ぼ
くより速いよ」思春期さながら仏頂面で彼。
　そんなこと
関係ないよ。
母はすごく、
すごく、すご
～くうれしい
のだ。

末っ子の
陸上大会

山本照代／岩出市

の
会会

登録してね！

　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
配信しています（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！

　今日は、娘が楽しみにしていた遠足の日。
　いつもは7時過ぎまで寝ていて私にたた
き起こされることが多い彼女、今朝は起こ
してもいないのに、自ら5時半起きで。い
つもはグズグズしていてなかなか進まない
朝食も、今朝はペロリと完食。いつもは「お
きがえ、てつだってよぉ～」とグズグズ言
うのに、今朝はあっという間に自力で着替
えちゃうし。遠足パワーってスゴイな。
　「まいにち、えんそくだったらいいのに
な～」って言いながら
出かけていったけど、
ママもそう思う（笑）。
　今頃は汗だくになっ
て遊んでるのかな？  
帰ってきたら、楽しい
おみやげ話をたくさん
聞かせてもらおう。

遠足の朝

厚海有美／横浜市

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）

お母さん大学生＆購読者は20％割引！お母さん大学生＆購読者は20％割引！


