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受賞おめでとう！

　今月のＭＪ大賞は、河口緩美

さんの「もうすぐ8年だけど」

に決定。お母さん歴8年の中で、ギュッと詰まっ

た大切なものを感じている河口さん。これから

の長い母歴も、さらに充実した日々になりそう

ですね。ウェブ大賞は、宮下彩さんの「ふとし

た瞬間の幸せ」。洗濯干しをしている母を見て

いるわが子。それだけ

で、幸せの瞬間を感じ

られる。そう。子育て

の喜びは、すぐ傍にあ

ることを教えてくれる

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/

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！！

            お申込み／お母さん大学　〒 221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町 1-8-406   TEL045-444-4030

 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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　昨年、仕事中の交通 事
事故で、突然に夫を亡 く
くしました。
　大切な家族を失ってはじめて、何気ない毎日が幸せ
であったと知りました。落ち込んでいる私たちを励ま
そうと、ママ友たちが寄り添ってくれました。一緒に
ピクニックに行ったり、パーティーをしたり…。
　保育園の頃からずっと一緒に育ち合ってきた子ども
たち。そして、悩みを打ち明け合ったお母さんたち。
将来、みんなどんな大人になるのかな。
　私の夢は、大人になった子どもたち全員と、ビアガー
デンを貸し切って乾杯すること！  オムツをしていた頃
からの話題は尽きないはず！

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

★ ★★夢にカ
ンパイ

！
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キリンフリー〈ノンアルコール〉
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　ここのところの息子、離乳食の手づかみ
食べがワイルドになりました。
　最初は豆腐を手づかみで食べ始め、その
後、おかゆをだんだんとかたくしてきたら、
手づかみを始めました。
　スプーンで飴玉くらいに小さくとって
テーブルの上にのせたり、お椀の中に入れ
たり、小分け容器のタッパのお尻に乗せた
り…。その時々で、ヒットする場所は違い
ますが、うまくいけば手づかみながら完食
します。
　つかんで食べるだけならいいものの、顔
いっぱいににじくってご飯粒だらけ。服も
顔も、親のほうもご飯粒だらけ。しかも、
スプーン2さじくらいの量をつかんで口に
入れようとするので、あちこちにこぼれま
くりです。
　「ワイルドだろぅ～～」と言いながら、
うまく調子に乗せて食べさせようと私。あ
まりの豪快ぶりに笑いが出ることもありま
すが、これには息子も、つられてニヤ～～。
　でも、そのあとはって？　
　ご飯粒いっぱいの顔と服のまんま、和室
に畳んである布団にダイブ！  顔や手を拭
こうと、ガーゼを片手に追いかける私を尻
目に、キャッキャと笑って逃げ回ります。
　やれやれ。食べさせるより、この後始末
のほうが時間かかります。
　それでも、これも成長のうちと、本人が
したい「つかみ食べ」を優先させています。
　今週末は、主人に写真を撮ってもらおう
と思いま
す。いつ
かの証拠
写真とし
て…。

ワイルド
だろうぅぅ

佐伯和代／大分市

活気が戻った

内田恵利／横浜市

　子どもたちが1週間ぶりにばーちゃん家
から帰り、わが家に活気が戻りました。
　子どもの騒ぐ声が懐かしい。ほほえまし
い。そんな気分。ばーちゃんに怒られた話
とか、水遊びをしてパンツが濡れた話とか
を、たくさん聞かせてくれる。
　帰ってきた２人は、やけに仲がいい。大
好きなばーちゃん家だったけれど、自分の
家ではない緊張感もある中、お互い気を許
せる仲間、頼れる存在に感じたのかもしれ
ない。
　きっと2人で、私の知らない経験をたく
さんしてきたんだろうなぁ。なんて、最初
の1時間くらいは余裕で、心穏やかにいら
れたが、やっぱり「うるさ～い！」「片付
けて～！」と大声を出さざるを得ない状況
にもなってくる。私の大声も活気の一つか
もしれない。
　静かだったものなぁ…この家。「子ども
が居ないと、家の中のモノが動かないねぇ」
と言っていたけれど、帰った途端にどこか
らともなくモノが出てくる。ちらかる。人
とモノの動きが激しくなる。
　家の中の「気」が動いてる、って実感。
目に見えるものだけじゃなく、自分と子ど
もの生活を考えるから、脳みそもフル回転。
私の感情も激しく動く。
　イライラもあれば笑いもある。褒めるこ
ともあれば叱ることもある。心にいろんな
感情がわいてくるのも、子どもがいるから
こそ。やっぱり子どもたちは私の心を豊か
にしてくれる存在であり、私を活気づけて
くれる存
在なのだ
なぁ。
　改めて
感じる今
日この頃
です。

　私、ほんとは人のことを「おともだち」
と呼ぶのが苦手です。「しんゆう」なんて、
一番だめ。軽々しく使えない言葉なんです。
　でも4歳の娘を見てたら、「おともだち」
という言葉は、やっぱりいいなぁと感じま
した。
　今年、知り合いの全くいない松本に引っ
越してきた私たちにとって夏休みは、お友
だちと遊ぶ回数が少なくて、娘がちょっと
かわいそうかなぁと感じていました。
　今日も特にすることもなく、朝から公園
は暑そうだったけれど、街より少し標高の
高いアルプス公園という、大きな森のよう
な公園に行くことにしました。
　広々とした公園の遊具で遊んでいると、
娘と同年代の子もちらほら。すると、娘は
じわじわ近寄り、何気にニコニコ話しかけ、
一緒に遊び始めていました。
　そして、遠巻きに見ていた私に一言。「お
かーさーん、おともだちできたよー」。言っ
たもん勝ち。もうお友だちの輪ができてい
ました。
　子どもってステキだな。あんなに簡単に
仲良くなれる。楽しい時間を共有できる。
私もお友だち、欲しいなぁ。娘がやっぱり
先生だわ。

お友だち
　

松村宏美／松本市

　無駄にイライラして、ちょっと怒りすぎ
ちゃった気がした昨夜。
　寝る前に「ごめんね」と娘に謝ると、「ナッ
チャン、ママのことだいすきだから、だい
じょうぶ。ママは、いてくれるだけでいい
んだよ」とのお言葉。
　こんなに怒ってばかりのママなら、いっ
そいないほうがいいのかもなぁなんて思っ
てしまったが、そんなことはないらしい。
　5歳の彼女のほうが、ずっと器が大きい。
　私には
もったい
ないくら
いの、よ
くできた
娘です。

いてくれる
だけでいい

厚海有美／横浜市

　今日は旧暦の七夕。
この日に合わせ、図
書館にはまだ笹の葉
が置いてありました。
　短冊に「お金持ち
になれますように」
と書くと言う息子に、
「かわいくないからほ
かのにしなよー」と言うと、「じゃあ『ま
まがおこりませんように』ってかく」と。
　代筆したのは私ですが、以来、そのこと
がずっと気になっています。
　けれども、怒らないのはなかなか難しい。
去年までは「怒っても、まだちっちゃいし」
と思っていましたが、年中になり、何度言っ
ても聞かない息子に、「もう赤ちゃんじゃ
ないんだから。できるんだから」と怒るこ
とが増えました。
　適度にやさしく叱る、というのは難しい。
たいてい、最後はひどい顔をして怒鳴って
いる。
　怒鳴るのはよくないと思う。ただ、ご飯
をちゃんと食べてほしいだけ。ただ、さっ
さとお風呂に入ってほしいだけ。ただ、

ちゃんと歯磨きをし
てほしいだけ。もう
遅いから、早く寝か
せないと、と思った
だけ…。
　怒らないママにな
りたいけれど。 

ママが怒りま
せんように

高橋牧／久留米市

もうすぐ
８年だけど
河口緩美／南アルプス市

　母になってもうすぐ8年。長男とだけ
向き合っていたあの頃…若かった。知らな
かった。わからなかった。
　必死だった。何を大切にするか、探しな
がらだった。でも毎日、感じながら、考え
ながら、それを探ることはやめなかった。
　長女、次男が来て歳も重ねた。いろいろ
知る。わかる。また考える。
　まだ必死。まだまだ自分じゃない。自分
のものにしていない。なってない。
　けど、つながる。大切なものとつながる。
つなげる。大切な人と
つながる。つなげる。
　まだまだ成長途中
だが、それもヨシと
して前に進んでみよ
う。時に止まること
もあるけれど、それ
もヨシとして。

子どもの友だち全員と子どもの友だち全員と
ビアガーデンで乾杯！ビアガーデンで乾杯！
（植地宏美／横浜市）

ぐ
どどどど


