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受賞おめでとう！

　今月のMJ大賞は、スペシャ

ル企画として、ダブルおっぱい

MJ賞です。受賞者は「気がつけばおっぱい」

の河端鈴香さん、「おっぱいの味」の三谷香織

さん。人生において、長そうで短いおっぱい

の時期。お母さんにとって、最高のひととき

です。河端さんちの「立ち飲みおっぱい」、最高。

三谷さんちのおっぱ

いはメロン味なんて、

高級なおっぱいなん

ですね。お母さんな

らではの記事でした。

　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/

　

ル

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◆
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　夢は「休みなんかい
らない！」と思えるほ
ど、楽しい仕事に出会うことです。
　今年度から下の子が幼稚園へ通うようになったの
で、自分の後半戦の人生計画を練っているのですが、
一番難しいのは自分自身を知ることですね。
　今までさまざまな仕事をしてきて、自分は指示さ
れた仕事をこなすよりも、自分で決断したいという
気持ちを強く持っていると感じました。
　ということは…起業 !?   可能性はゼロじゃないし。
自分の納得がいくまで突き進みたいです。

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

★ ★★

休みなんかいらない！と
思える仕事に出会いたい

（難波かずみ ／善通寺市）

夢にカ
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キリンフリー〈ノンアルコール〉
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おじいちゃんと
ぼく

村本聖子／韓国

　日本からやってきた両親の滞在期間中、
ずっと側で過ごしていた長男でした。
　ぼくはおじいちゃんと仲良し。何でも話
を聞いてくれるし、ぼくの気持ちをわかっ
てくれる。だから、おじいちゃんと寝るし、
話すし、お散歩もする。
　目が見えなくても、何でも挑戦するとこ
ろ。いろいろ教えてくれるところ。いつも
心に寄り添ってくれるところ。おじいちゃ
んのスゴイところはいっぱい。
　ぼくが馬に乗っているところも、心の目
で見てくれたよね。手をつないで歩きなが
ら人生について教えてくれたよね。泡だ
らけのお風呂も楽し
かったね。寝る前の
おしゃべりも。
　楽しい時間はあっ
という間だったね。い
つまでもいつまでも
元気でいてね。大好
きなおじいちゃん。

　母と一緒に居ることが、これほどの安心感
をもたらしてくれるなんて、実家にいた頃、
どうして私は気づかなかったのだろう。
　高校を卒業したら県外へ出ることが大人へ
の第一歩みたいな空気があり、田舎に育った
私は都会への大きな憧れを抱いていた。
　それが今、緑の少ない大都会のド真ん中で
暮らしているせいか、故郷の広い空や草いき
れ、稲穂、道ばたに咲く野花、ちょろりと出
てくる蛇まで、いろんな「田舎くささ」が愛
おしくてたまらない。
　先月、長女が逆境を覆して志望校へ進学で
きたことを祝うため、わざわざ来阪してくれ
た母。一緒に居た時間は短かったけれど、中
身は濃くて強くて、私の心を満たしてくれた。
　小さな体で重たい荷物を新幹線で持ってき
てくれた。たくさんの野菜と苺、そしてお米

お母さん、
大好きだよ

川口由起／大阪市

　娘より年下のお友だちが次々に卒乳する
ことに焦ったり、虫歯を心配したり、実家
の母に怒られたりしていましたが、添い乳
での寝かしつけがラクなのと、寝る前の
おっぱいを楽しみにしてる様子がかわいく
て、なかなか卒乳できずにいました。
　でも花粉症がひどく、どうしても私が薬
を飲みたくて、娘に事情を伝え、卒乳に踏
み切りました。娘2歳2か月。
　卒乳して3か月が経ちました。時々ふざ
けて「おっぱい、おっぱい」と甘えてきます。
　「おっぱいはどんな味？」と聞くと、少し
考えて、「メロンのあじ」とうれしそうに答
えてくれました。
　まさか、おっぱい
の味が聞けるとは !?  
高くてめったに買え
ないメロンだけど、
美味しいものですよ
ね。遅い卒乳もいい
もんですね。

おっぱい
の味
　　　三谷香織／町田市

　「おっぱいブーム再び！」のわが家。先
日の発熱をきっかけに、ほとんど卒乳でき
ていた末っ子が「おっぱい星人」に戻り、
私の服をめくっておっぱいに吸いつくよう
になりました。電車やスーパー、参観日の
学校…ところ構わずなので困っています。
　授乳中に妊娠した長女は、もともと粉ミ
ルクも嫌いではなかったのであっけなく卒
業。長男は第2子の忙しさによるストレス
からか、おっぱいが全然出なくて生後間も
なく粉ミルクになりました。
　その後、6年も空いての出産だからおっ
ぱいも涸れているだろう。そう思って粉ミ
ルクを買い込んでいたのに、母乳出まくり
でずーっとボイン（笑）。しかも粉ミルク
嫌いのため、片時も預けることができず、
ずーっとおっぱいに張り付いていた娘。粉
ミルクもよそへもらっていただきました。
　けれども1歳を機に、夜中に泣いたとき
だけというルールにし、がんばっていたと
いうのに…。
　あんよが上手になった今では、膝立ちで
洗濯物を畳む私の服をめくってきます。立
ち飲みなんて、マスターしないでください。
　それでも100歩譲って飲むことは許せ

るんです。困るのは
「歯！」。上下 4 本で
きりきりされた日に
は叫んでしまいます。
　おっぱいブーム、
いつ終わるのでしょ
う。悩ましい日々は
続きそうです。

気がつけば
おっぱい

河端鈴香／高槻市

　今日は、次女の授業参観日だった。学校で
会うと、やけにドライな態度の娘。授業中、
振り返った次女に手を振っても、「いたの？」
という感じで笑顔も見せない。
　懇談会で学校に残るので、先に帰る娘に「傘
忘れないでね」と声をかけても、「うん」と
だけ言って、友だちと話しながら、さっさと
帰ってしまった。
　でも、家に帰ると「おかえり～！」と抱き
ついてきて、おっぱいに顔をスリスリ。そん
な風に、毎日毎日おっぱいに顔を寄せてくる。
　「あのね、○○さんも△△さんも、本当は
おっぱい大好きなんだってさ。○○さんは男
なのにね～。今日こっそり話したんだよ」と、
食事をしながら小声で話してくれた。
　2年生になって、後輩もできたし、覚える
漢字もいきなり増えたし、算数も難しくなっ
た。ほかにもきっと、親の知らないところで、
たくさんがんばっているんだろうね。だから
みんな、家では思いっきり甘えたいよね。
　すました顔で授業を受けていたクラスのみ
んなの顔が浮かんできて微笑ましくなった。
　もう役割は終えたと思っていたけれど、ま
だまだ次女たちには、愛しい「おっぱい」な
んだね。
　だったら、もういら
ないと言われるまで、
おっぱいスリスリさせ
てあげよう。
　そしてどうか、同じ
気持ちのお母さんが、
たくさんいてくれます
ように…。

愛しの
おっぱい

藤巻晴美／横浜市

仲直り

山口麻由／海老名市

　お食事のあとお兄ちゃんが、何度やさし
く言ってもやってくれなかったことがあっ
てイライラして。そのあと妹が言うこと聞
かぬことしてイライラして。
　むしゃくしゃする気を抑えるために、一
人で陰で甘いものを食べてきた。だまって
お皿を洗っていたら、お兄ちゃんを抱きし
めて癒されたい気持ちになってきた。
　洗い終わったら行こうと思っていたその
ときに、台所の入り口へ向かってお兄ちゃ
んが急ぎ足で寄ってきた。

　手におままごとの食材をのせた豪華なプ
レートを持って「ハイ、ママ、これ」「さっ
きのきぶんがかわるとおもって」だって。
　ありがとう。もう変わっていたよ。変わっ
ていたけど、もっとうれしい気持ちになっ
たよ。抱き上げた。
　お兄ちゃんに続いて、妹もお椀を持って
差し出してきた。
　ありがとう。うれ
しくって、穏やかに
なる。
　「ママ、このこと
詩にかいて」とお兄
ちゃん。「あとでみ
せてね」と。
　もちろんだよ。

まで。それらを出したらトランクとカバンは
すっからかん。
　短い滞在期間中、ベランダをキレイにし、
長女の中学校の制服のスカート丈を短くして
くれた。
　ちょこちょこと体を動かす様は亡き祖母に
そっくり。そういえば祖母が亡くなったとき、
その寝顔が母にあまりにも似ていて余計に哀
しくなった。私も帰省するたびに「お母さん
に似てきたね」と言われるけれど、家事力も
似たいなぁ。
　お金や物を送ることだけが親孝行ではない
けれど、早くヨーロッパへ連れて行ってあげ
たい。だからそれま
で絶対に元気でいて
ね。登山も家庭菜園
も楽しんで、いっぱ
いいっぱい人生を謳
歌してね！ 
　お母さん、大好き
だよ。

いい

ばば

香／


