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受賞おめでとう！
　今月のMJ大賞は「長い長

い夜」の上原倫子さん。昼夜

逆転は大変ですが、お子さんは生まれてま

だ2か月。この世界が楽しくて、寝ていら

れないのかも。新米お母さんだから書ける

素敵な記事。お母さんも一緒に今を楽しん

でください。ウェブ大賞は、山中菜詩さん

の「山手線で子どもにウケる駅名は？」。最

近、電車の中ではみ

んな、大人も子ども

もケータイかゲーム

ですね。久しぶりの

子どもらしい風景に

ほっとしました。

　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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　やってみたいのは、パラグライ
ダー、スキューバダイビング、自
給自足の生活。野菜やお米をつく
り、草木染めをしたり、服もつく
りたいし、天然酵母を育てて美味しいパンを焼きたい。 学生時
代から妊娠まで続けたテコンドーも再開したいし、今は月1回
程度のヨガや気功も真剣にやりたい。フルマラソンも走ってみ
たい…とたくさん並べたけれど、本当に実現させる気はあるの
かしら。でも、次男が成人するまであと20年近くある。今から
あたためておけば、きっと全部叶えられるはず！ 
　子どもたちが大きくなったら美術館や映画館でデートしたり、
そのうちかわいい彼女を紹介してもらいたい。でもやっぱり今
の夢は、カフェで一人ぼんやりとした時間を過ごすことかな。

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

！

夢にカ
ンパイ

！
★ ★

★

★

★

キリンフリー〈ノンアルコール〉
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お母さん業
繁忙期

來山光江／横浜市

　娘が生まれて、夫の実家に家族でお世話
になっていました。数日前に自宅に戻り、
まだまだペースがつかめずいる毎日です。
　昨日は夫が当直で、自宅に帰ってはじめ
ての、息子と娘と3人の夜。息子が「今日
どうやって寝ると？」と聞いてきました。
　娘が生まれてからは、ずっと夫と2人で
寝ていた息子。自宅に帰ってからも、夫と
息子、私と娘と別々の部屋で寝ていました。
　息子に聞かれて気づいた私。どうしよう
かな…？  結局、いつも通り、別々の部屋
で１人ずつ寝かしつけることにしました。
　絵本を読んで、さぁ寝ようとしたとき息
子が「父ちゃんがいないときは、また2人
で一緒に寝ようね」と、うれしそうに言い
ました。
　娘が生まれてから、今のところ赤ちゃん
返りもなく、お兄ちゃん業を楽しんでいる
様子だった息子です
が、お兄ちゃんだか
らと少し我慢してく
れてたのかな。まだ
まだ、私を必要とし
てくれてるんだなと
うれしくて、うっか
り一緒に寝入ってし
まいました。

昨日の夜

西村美香／鳥栖市

　子育ての日常で、たくさん書き残したい
想いがあるのに、パソコンもスマホも触る
時間がない！  それだけ「お母さん業」が
繁忙期な証拠だ！と思うことにしよう。
　9か月の三女は、とにかく抱っこちゃん
おんぶちゃん極まりない！　お昼寝マット
必要なし！　必要なのはただ一つ、ママの
背中だ！　
　夜中も頻繁に泣いて起きる。が、夜は夜
で家族のためにやらなきゃならないことだ
らけの私。1時間足らずで寝室から頻繁に
呼ばれるのも厄介なので、夜な夜な3時間
以上、おんぶで「お母さん業」の残業。　
　8kg を超えた娘が背中にいると、重い。
腰が痛い。ヘルニア持ちにはかなり堪える。
しっかし、毎日毎日朝から晩まで、おんぶ
や片手抱っこであれこれ家事をこなしてい
ると、このずっしりさや腰痛にも麻痺して
くる。
　先日、おマヌケな自分に遭遇しました。
あれこれ残業を終えて、さて寝るぞ！と寝
室へ。すると、え！？ いない！ いない！ 三
女がベッドにいない！ お布団の中か？と何
枚もめくる。ベッドから落ちたのでは？と
ベッド周りを見回す。いない！ いないよ、
どこに？…。 
　あっ、いた！  そうだ、私の背中にいる
じゃないか。真っ暗
な寝室で一人苦笑い
しちゃいました。
　お母さん業が繁忙
期すぎて、身体が麻
痺してるのかなあ～。
子どもはいつもママ
と一心同体だからか
なあ～。

　おしゃべりが上手になってきた長女は、
夫のいる夜は毎回「明日お休み？」と尋ね、
夫は「仕事だよ、ごめんね～」と返してい
ます。が、時には、やはり寂しそうに「い
つお休み？」と聞き返す場面があります。
　そんな時は「お父ちゃんがお仕事して
くれてるから美味しいものが食べられて、
きーちゃんにもプレゼントを買ってあげら
れるんだよ。お父ちゃんはきーちゃんのた
めにがんばってくれているんだから、お父
ちゃんがお仕事の日は”お仕事がんばって。
お休みの日は遊ぼうね”って言ってあげよ
う」といった内容を話すことが多いです。
　昨日はいつも通りの会話の中で、長女が

「じゃあ、お菓子買ってね」を付け加える
アレンジをしていたので、調子に乗って「お
母さんにも指輪買ってねって言って」と、
長女におねだりをしました。
　それを夫に伝え、「高いからダメ～」と
返されるやいなや、「なんで買ってくれな
いの！ お父ちゃんなんか知らない！」と
文句を言い、私には「お父ちゃん買ってく
れないから、きーちゃんが買ってあげるね。
なんの指輪がいい？  選んどいてね」と言っ
てくれました。
　そんなこと言えるようになったんだ。前
は「買ってくれないって」で終わった会話
なのに。と驚きとともに涙が出ました。私、
こんな風に思いやってもらえるんだぁ、と。
　親バカですかね。でもとってもうれし
かった。「きーちゃんが買ってくれるなら
ほかは何もいらないや」と言うだけで精一
杯でした。
　この気持ち
をいつまでも
忘れずにいた
い。 お 母 さ
んって本当に
最高ですね。

長女の言葉

山口奈緒美／川口市

　お風呂に4歳ふうちゃんと1歳半ゆうく
ちゃんが、入っているときの話。
　ふうちゃんってば、ゆうくちゃんが、滑っ
て転けたりしないように、ずっとゆうく
ちゃんを支えてる。ちょっとでも、ゆう
くちゃんが、湯船に揺られてふらつくと

「あー、あー、危ない。姉ちゃんにつかまっ
て！」と、抱きかかえようとして、ゆうく
ちゃんに嫌がられ、払いのけられて、ゆう
くちゃんの手がふうちゃんに当たったりし
て、ふうちゃん、少し萎えて。でも、また、
ゆうくちゃんがふらつくと、「あ、あ、こ
こ持って！」と、自分の小さな肩を貸す（ゆ
うくちゃん、借りないけど）。
　お風呂なのにリラックスできず、緊張
しっぱなしのふうちゃん。上がる頃には、
もー、神経すり減らして、グッタリになっ
てました。
　ふうちゃん。
ありがとうご
ざいます。そん
な、ふうちゃん、
ばぁーり、好き
だよー。

好きだよ

中村泰子／朝倉市

月が
追いかけてくる

村本聖子／韓国

　お友だちの家から帰る車中。まん丸お月
さまが出ていた。ふと窓から眺めていた次
男「月がおいかけてきてる～」と。
　それを聞いていた長男「月は追いかけて
こないよ」と現実的な答え。地球があって、
月があって…具体的な説明をし始めた。
　一通りそれを聞いた次男「でも、月がお
いかけてきてるよ！」とニッコリ。
　うん。そう
だね。ずっと
ずっと追いか
けてくる月と
一緒に、家路
についたので
した。

　

い

逆転は

　小1息子、今年に入って4本目の雨傘を
折って帰って来た。
　「コレで最後だよ。6年生になるまで、こ
の傘をさすんだから、大事にするんだよ！」

「うん、わかった」。あの約束は一体…!?　
しかも、この最後の約束だった傘は、一度
もささずに折られて帰って来た。
　これにはさすがの私も大爆発！ 「もう二
度と傘は買いません！ 今度雨が降ったら、
お姉ちゃんの傘で行きなさい！」となった。 
　お姉ちゃんの傘は、お姉ちゃんが入学祝
いとして子ども会でもらった、よくある黄
色の傘。ちょっと破けて雨漏りがするので、
新しい傘を買ってあげた。彼女は今3年生。
その時買った傘を、今でも使っている。
　2人が傘を持たずに学校へ出かけたある
日のこと。下校時間になって雨が降り出し、
あっという間に大雨になった。
　2本の傘を持って学校へ向かった私は、
途中、下校中の子どもたちとすれ違う。う
ちの子と同じように傘を持っていない子も
ちらほら。そんな中、男の子の集団はほと
んどがみな折れ曲がった傘を差しているで
はないか。骨がバッキリ折れている傘。傘
の柄ごと曲がっている傘。先っぽが布を突
き破っている傘。みな男の子ばかり！ そん
な状態の傘でも、ケロッと傘を差している。
　プププッ！ この子たちのお母さんも、
きっと私と同じ思いをしてるんだろう
なぁって思ったら、なんかホ～ッ。
　折れた傘は、ある意味、男の子の勲章な
のかもしれない。男子の母たちよ、私たち
もたくまし
く生きよう
ではないで
すかッ！  そ
んなことを
感じた雨の
中でした。

折れた傘たち

杉本真美／島田市

カフェでゆったり過ごしたい             カフェでゆったり過ごしたい             
（石田麻子／横浜市）


