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受賞おめでとう！

　今月のＭＪ大賞は、井上彩

さんの「帝王切開だってお

産」。子育ても生き方も、お産もみんな人そ

れぞれ。わが子に出会えた喜びは一緒です。

共感するお母さんも多いでしょう。

　ウェブ大賞は、山本妙子さんの「こっそ

り」。1年生が歩いているそばに、こっそり

母の姿。それに便乗

する山本さんも素敵

です。地域の人たち

が、こんな風に子ど

もたちを見守ってく

れたらいいですね。

　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/

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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　私はお母さん。みんなが出かけている静
かなお昼。一人お弁当の残りでご飯をすま
せ、リビングにゴロリ。窓から見えるのは、
今朝みんなが出かける前に干したお布団と
雲の多い空。朝見た天気予報の曇りマーク
が目に浮かぶ。食べたばっかりで動きたく
ないけど、お布団しまうか。
　2階に上がったら、今朝そのままにして
おいた洗濯物の山。
お布団しまって、洗
濯物たたんで、その
後は夕飯の支度。
　やっぱり、意外と
ゆっくりする時間が
ない。そうそう。私
はお母さん。
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　いつかご飯屋さんを開きた
い。おうちカフェみたいな、
こじんまりしたのを。しかも
ただのカフェではなく、メ
ニューは糖質制限で。
　というのも、妊娠糖尿病に
かかって途方に暮れていた時、糖質制限料理に出会い、救わ
れたから。低糖質で美味しい料理づくりにはまり、楽しく美
味しく明るく妊娠糖尿病とつきあえたから。料理大好き、食
べること大好きな私、糖質制限料理に出会わなければ味気な
い妊婦生活だったはず…。今は赤ちゃんの世話でてんてこ舞
いだし、夫が転勤族なのでまだ無理ですが、いつか同じ悩み
を持つ人に、私の料理を食べてもらえたら…と夢見ています。 

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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ご飯屋さんを開きたい
（上原倫子／鹿児島市）夢にカ

ンパイ
！

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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長男の
びっくり発言

松本茉莉／横浜市

　ある晩、お風呂でのこと。「まえからき
になってたんだけど、パパとママはおう
ちがとおいのにどうしてけっこんできた
の？」と息子。
　おぉ～、そんなことによく気づくなぁと
感心したハハ。「パパとママは…」と、大
学の時に一緒に活動していた団体で出会っ
たことを話した。
　パパは群馬生まれ、ママは千葉生まれ。
最近立て続けに、パパの実家とママの実家
に行ったこともあ
り、時間のかかる
移動に、「距離」を
感じたのだろう。
　6歳って、こん
なことにも気づく
んだぁと驚き、そ
の成長にハハは感
動した。

ご機嫌に
遊んでたから

山中菜詩／東京都

　白雪姫になりたい！と言ったのは、もう
すぐ2歳になる息子。3歳の娘と3人でお
風呂に入っている時、最近、俄然おしゃべ
りが上達してきた息子が、突然そんなこと
を言い出したのです。
　「ねぇねがおうじさまで、きょうたが白
雪姫ね」。そこで「ダメだよー！ きょうた
は男の子だから王子様だよ」と娘が反論。
うん、正論である。
　けれども「いやだーしらゆきひめが
いぃー！」と息子は号泣。「じゃあティン
カーベルになる」。妥協したらしいが、「ダ
メだよ！ きょうたは男の子だからピーター
パンだよ！」と、
またもや姉の正
論に号泣。
　見ている私
には、なんと
もかわいらし
い姉弟ゲンカ。
20歳にもなっ
て、同じことで
泣かないこと
を願います。

白雪姫に
なりたい！

吉末瑞菜／佐賀市

　成長真っ盛り。なんでもかんでも興味
津々のわが息子、1歳2か月。
　レンジの扉を開けてターンテーブルごと
中のものを引きずり出す。家じゅうのコー
ドを引っこ抜く。トースターのボタンを押
して空炊きする。使用中のガスコンロのツ
マミを回して消す。冷蔵庫の野菜室を開け、
野菜を出してかじる…と、まあ、いろいろ
やらかしてくれます。
　先日は玄関のドアノブを攻略し、ついに
はノブを垂直方向に取り付け直す有り様。
危険回避のため、玄関にはベビーガードを、
出入口にはハードル状のガードを3本取り
付けました。
　ここまで野放しにしていいのか？とも思
いますが、したいことはさせるというのが、
私たち夫婦の方針。正直、親は疲れますが、
息子の進化は続きます。
　離乳食もミルクも、こだわらなくなりま
した。親の食事の延長で味噌汁ご飯にした
り、野菜をたくさん使った混ぜご飯にした
り…。考えたら「離乳食」がゴールじゃな
いですし。離乳食づくりに一生懸命になっ
て疲れ果てても、と思い始めました。
　ミルクだって、本人が飲みたいから飲む
し、要らなくなれば減っていくでしょう。
おっぱいは好きなだけ飲ませたらと思うの
に、ミルクは1歳半で卒業。なーんて考え、
焦っていた自分に矛盾を感じました。
　おそらく専門家に相談したら、ミルクを
減らさないと食べるわけないです！と言わ
れそうですが、ミルクを制限したからご飯
を食べるというわけではありませんしね。
育児書や保健指導マニュアルなんて、なん
のその！という気がしてきました。
　家にある「保健指導マニュアル」は、私
が保健師になるための勉強に使っていたも
ので、すでに10年以上前のものです。
　育児を経験してわかることもあります
が、仕事のために妊娠・出産ができるわけ
ではありませんから、なんとも矛盾を感じ
ながら、保健師の仕事をしていたことは、
今でも記憶に新しいです。
　とにかく、子どもに寄り添ってあげるこ
とが一番。疲れることもありますが、間違
いはないのだろうと思えます。
　育児を経験し、保健師の仕事に戻ってみ
たいと感じるよ
うになった、今
日この頃です。
役所では「マ
ニュアルに惑わ
されるな」と
声高に言ってし
まって、「変人」
扱いされるかも
しれませんね。

マニュアルに
惑わされない

佐伯和代／大分市

私はお母さん

河口緩美／南アルプス市

　保育園からの帰り道。「今日は積み木で
スゴイおうちをつくったんだよ。まだ壊し
てないから、明日の朝、お母さんも保育園
に来れば見れるよ」（朝の送りはいつも夫）
と、話してくれる息子（5歳）。
　どんなおうち？ どうスゴイの？ …ふむ
ふむ、それはすごそう、何色のおうちなの？ 
等々の質問のあとで、 「そのおうちの名前は
何にしたの？ 」と聞くと、「あっ、名前付
けるの忘れてた、ご機嫌に遊んでたからさ」
だって！
　そっかぁ、ご
機嫌に遊んでた
んだね。それは
よかった。その
「スゴイおうち」
見たいなぁ～ 。

　「ナッチャン、うたつくったの！ ママ、
うたってね、ハイがくふ」と渡されたのは
…楽譜というより歌詞カード（笑）。
　おもちゃのキーボードの自動演奏に合わ
せて歌えと。「茶色の小瓶」のメロディー
に合わせてこんな歌詞。

　ララララ／夢見る
／キラキラ／夢見る
／ドキドキ／キラキ
ラ／ルルルル／楽し
み／ラララ／ルルル
／ルルルルルルルル
～……♪
　意味不明だが、茶

色の小瓶のメロディーに合わせて歌うと、
とっても楽しい気持ちに。うちの子らしい、
底抜けにあっかるい歌詞だなぁ。「いい歌
だね」と言ったら、彼女調子に乗ってしま
い、その後何度も
何度も歌わされる
はめに。
　久しぶりに大き
な声で歌ったなぁ。
ちょっとのどが痛
くなったけど、な
んだか楽しくて
スッキリしたぁ。

娘がつくった
楽しい歌

厚海有美／横浜市

登録してね！

　平日の朝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）。お届けするのは、こ
のページにあるような、お母さん記者によ
る、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」
をまだ読ん
でいない方
は、今すぐ
ご登録を！ 

o@sg-m.jp

メール版

  読者募集！ メール版もよろしくね！


