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受賞おめでとう！

　今月のＭＪ大賞は、原真衣さ

んの「はじめての日」。ごめんね、

のんちゃん！そう言えるお母さんが素敵です。

お母さんだって人間です。いろいろな思いがあ

ります。はじめての日に涙を流すお母さんは、

やっぱり素敵。ウェブ大賞は、塚本静香さんの

「義母からのプロポーズ」。塚本さんも辛かった。

お母さんも辛かった。

その時があったからこ

そ人間は学びます。母

とは何か。高齢社会で

私たちが考えなければ

ならないテーマです。

　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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　夢だった、「一陸技」
（第一級陸上無線技術
士）を取得！ 合格率
20%という狭き門。しかも試験前日、長男がプール熱で
発病というアクシデントの中、田舎から母が飛んで来て
くれたので、なんとか無事取得できた。 
　高校時代は夢もなく、就職、進学試験も全滅。追加合
格で入ったのが職業能力開発大学校だった。毎日居残
りで学んだ半田付けや電気回路、数学…。自分でつくっ
た回路が点灯したときには深く感動し、ものづくりの楽
しさを体感。技術的な仕事に魅力を感じるようになった。 
　今秋、大学のときからの夢だった海上自衛隊技術海曹
にも入校が決まった。“教育は奇跡を起こす ”を信念に
技術と教育について追求していきたい。併せて、職業訓
練指導員の免許も取得したい。

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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技術と教育を技術と教育を
追求していきたい追求していきたい！！
（福垣千亜紀／横須賀市）

　家族で訪れた長野県鷹山ファミリー牧場
には、体験学習が用意されていました。その
中で、子どもたちが選んだのは「乳搾り体験」。
たくさんの親子と一緒に体験します。
　牛さんは係の人に体をきれいにしてもら
い、気持ちよさそうにリラックスしているよ
うに見えます。係の人から乳搾りの説明が始
まったのですが…。
　まずは、乳を採るための乳牛と、お肉を食
べるための牛さんがいること。その牛さんは
「経済動物」であり、人間のために身を削り、
命を削って生計を立て、人間の体をつくって
くれる動物であることを話されました。
　乳牛は赤ちゃんがいないとお乳は出ないた
め、常に妊娠状態を保っていること。出産
するとすぐに人工的に妊娠させるそうです。
ずっと妊娠しながら、人間のためにお乳を出
し続けてくれているんだと思うと、いつもの
牛乳にも感謝せずにはいられませんね。
　そして、やはり年齢を重ねるとお乳も出な
くなってくる。乳牛の寿命は12年といわれ
ていますが、餌代を賄えなくなる年齢（7歳）
で、そして肉牛さんは26か月で、屠殺場へ
連れて行くことになります。
　牛さんもわかっています。トラックに乗せ
るときは激しく暴れるんです。屠殺場の人も
楽しい仕事ではありません。肉牛は人間が食
べる用に、乳牛は豚の餌などに加工されます。
　そして最後にこの牛さんたちを成仏させて
あげられるのは、お肉を食べる人、牛乳を飲
む人です。「ありがとう」そう思ってくれたら、
牛さんたちも喜びます。だから、食べ残した
り、飲み残して簡単にすてたりしないでくだ
さい。さて、乳の絞り方の説明ですが…と。
　普通ここからなんじゃないの？　スゴイな
この人、いつもこんな説法のような話してる
のかな。してるんじゃない？と夫と話しまし
たが、完全に牛乳を見る目が変わりました。

　子どもたちに乳搾りの感
想を聴きました。「おっぱい
あったかかったぁ」「思った
より固かった」「あのね、柔
らかいときに搾ってもでな
いの。少しすると、固くなっ
てきて、搾ると出るんだよ」。
なんだか、人間と同じところを感じました。
同じ生き物なんだね。牛さん、毎日牛乳美味
しくいただいています。ありがとう！

幸せだなぁ！と
娘に言われて

來山光江／横浜市

　息子たち（6歳、4
歳）が赤ちゃんの頃、
夜中に少しでも声が
聞こえれば、飛び起
きてトントンしたり、
おっぱいをあげたり
していたもの。
　次第に夜泣きもな
くなり、熟睡できるようになったこの頃。
「ママ～　おしっこ…出ちゃった…」消え
るような、ちいさな声にもバッと反応でき
るものね。夜中でも明け方でも、まだまだ
「母力」健在中。

母力、健在！
　

鈴木明美／久留米市

たかが乳搾り体験と思うなかれ　
内田恵利／横浜市

MJ 体験リポートMJ体験リポート

　お盆休み最終日、夫と4歳の娘と3人で、
ワイナリーと温泉へ出かけました。夏休み
は帰省して、お友だちやいとこたちとたく
さん遊びました。それなりに楽しく過ごし
てくれていると思っていましたが…。
　帰り道、「お父さんの休みは今日まで。明
日から仕事やで」と娘に話すと、「え～、い
いなぁ、やすみおわって」ですって。娘に
よると、夏休みが終わって、早く幼稚園に
行きたいそうです。
　なるほど。休みが終
わってほしくないお父
さんと、休みが終わっ
てほしい娘と、やっぱ
り休みは終わってほし
いお母さんと（笑）、なん
だかほっこりした夏の
終わりの一コマでした。

　私の体調を気遣い、夕方まで、娘を「抱っ
こひも」に入れて遊びに連れて行ってくれ
た主人。がらんとした家の中。机の上を見
ると、彼の腕時計がそこにちょこんと置い
てきぼり。「抱っこすると、当たって痛い
だろう」と、家族で外出するときは腕時計
を外していく主人。
　置いてきぼりの腕時
計…それはやさしさの
あらわれ。寂しそうだ
けど、今日は私がそば
にいるよ。君の持ち主
は、すっごくやさしい
人なんだよ。

夏休みよ、
終われ～！

松村宏美／松本市

置いてきぼり
の腕時計

江崎香保里／久留米市

　朝起きてから寝る
まで、長女（小 1）
のことで頭と心を悩
ませている。きっと
どの親子にも、うま
く言い表せない課題、
時期があると思う。
そういうのがない親
子は、ある意味成長しない親子人生だとわ
かっていながら、悶々とする日々。
　さて今日は、朝から次女が発熱。次女を
旦那に任せ、三女を抱っこして、長女と買
い物へ。ところが案の定、長女は、こちら
を苛立たせるような理不尽な言動を多発。
ブチ切れて「もう絶対手もつながないから、
ついてこないで帰れ！」なんて言ってし
まった。が、何とか買い物帰りには、仲良
く2人でアイスを食べるまでに回復。
　夜、次女とパパが早々寝につき、三女は
おんぶで寝んね。三女をおんぶしたまま長
女をシャワーさせ、「寝る前に2人でかき
氷食べよっか！」と提案。「歯磨きしたけ
どいいの？　パパに内緒？」と長女。「い
いよ、いいよ、内緒で2人で食べよっ！」と、
かき氷器をガリガリ♪　ママはメロン、長
女はみぞれ。好きなだけシロップをかけな
がら2人でかき氷。すると長女が、「あ～、
なんか幸せだな。たくさんシロップかけて
食べるの。それと、ママと2人だけで食べ
れて幸せだなぁ！」って。
　母の心は涙だった。「お買い物の帰りに
アイス食べたのに、また2人でかき氷食べ
てるね！  パパやほのちゃん（妹）に内緒
だよね？」と、とてもうれしそうな娘。
　なんか、グチャグチャに絡まっていた糸
がすうっと解けた感覚がした。これまでも、
頭ではわかっていた長女の気持ち。構って
ほしくて寂しくて、だから厄介な言動、マ
マへの異様な執着をする。頭でわかってい
ても、その時々苛立ちがあふれ、そんな長
女を受け止める余裕がなく…。
　子どもは親の何倍もやさしくて謙虚で、
必死。親より何倍もわかってるのかもな。
「この子はなんでこんななんだろ…」と娘
を責めたり恨んだりするのではなく、本当
に反省しなきゃならない、自問しなきゃな
らないのは、母である私のほう。
　そんなことを考えながら、急に思いつい
た「交換日記」。あまりに時間的余裕がな
い生活。長女と次女、それぞれと二人きり
の時間をつくるのは難しい。だから、交換
日記で「二人きり」の時間を持とうと。

　記念すべき1ペー
ジ目は、ママから書
いちゃった。
　明日の朝、日記を渡
すのが楽しみだぁ！

おっぱい、
　　でろ～

もう～
　　もう～

あったか～い

ちょっと、
　こわいなぁ

●鷹山ファミリー牧場
http://www.famiboku.jp/


