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受賞おめでとう！
　MJ大賞は、石田麻子さんの「手

みかん」。手みかんをやって見

せてくれたお母さんも素敵だけど、そのお母さ

んに感動している石田さんが素敵。きっと、子

どもの心に寄り添えるお母さんになれますよ。

ウェブ大賞は、江崎香保里さんの「ないものね

だり」。授乳中、子どもと長時間離れ、おっぱい

がパンパンに張った経験がある方も多いはず。

おっぱいの痛さと、わ

が子が、「ママ！」と、

起きてくれない寂しさ

が、ぐっと伝わる内容

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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　近所のお家が売りに出ています。
お金があったら買いたいと思ってい
ます。立地と条件はばっちり。徒歩
30秒でバス停、徒歩10秒で児童公
園、広いお庭があって敷地も広い。
買うしかない！って思いましたが、広いお家はお高い。
　実際は買えません。でも、なぜ欲しいかというと、お母さん
の居場所をつくりたいからです。子どもの様子が見えつつお母
さん自身がそこに行ったら誰かに会えたり、ほっとできたり、
楽しいことがあったり。そんな場所をつくりたい。息子が小さ
い頃、独りで悩んで困った日々。そんな場所があったらなあと。
　そんな息子も16歳。今は遠くから見守っています。お母さん
初心者マークから熟練さんまで、みんなで楽しめたらいいなあ。

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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キリンフリー〈ノンアルコール〉
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　雄大な姿で私たちを見守ってくれている
立山には白い雪。厳しい北陸の寒さを、時
間をかけて体に慣れるように少しずつ寒さ
をくれる。これは自然の大いなるやさしさ。
　この季節は毎朝、布団から起きるのに勇
気がいる。子どもたちも、あたたかい布団
に1秒でも長くいたいようでなかなか起き
てこない。
　いつものように朝の支度をしてみんな学
校へと出かけていく。
　送り出したあとは、家中の窓を開けて掃
除の準備。一人ひとりの部屋の窓を開けて、
ベッドから落ちた布団を直し整える。あ、
あったかい。先ほどまで寝ていた次男の体
温でベッドの中はまだ温かい。
　寒い中、学校へと向かう子どもたち。今
日の一日を過ごす
のだろう。良いこ
とも悪いことも成
長のために。毎
日がんばってる
なぁ。みんな本当
にすごいなぁ。こ
のぬくもりまでも
が、愛おしくなる。

ぬくもり

城川理恵／富山市

ランドセルが
来た！

山中菜詩／東京都

お母さんに
効く「薬 」

萩尾かつら／佐賀市

　普段から病気でも、あまり薬を飲まずに
寝て治す私だが、今年はそうもいかない。
4か月の息子との3、4時間でおっぱいタイ
ムな一日だ。何時間かまとめて眠れたらす
ぐ治りそうなのにな…。一緒に絵本を読ん
だり、遊んだり抱っこしたり…そして授乳。
「休みがない」…先輩お母さんが言っていた
この言葉を実感することとなった。
　数日間家にこもって冬眠生活。ダウンし
ていた間に、とっても楽しみにしていた「講
座」があった。前日キャンセルをして迷惑
をかけた私に、講座の主催者からこんな返
信メールが！「出産後は体調を崩しやすい
ものです。私もわかりますよ」。準備もあっ
たろう。突然
のキャンセル
なのに…。　
　やさしい言
葉が最高の薬
になりました。 

　ランドセルが届きました。早速箱を開け
て使い方を確認し、しばしうっとりし、中
に雑誌を入れて学校に行ったつもりになる
息子。
　私を先生に見立てて「おはようございま
すっ！」「さぁ～て、お勉強お勉強♪」と
雑誌を取り出し、フムフム…。しばらくし
て、「ありがとうございました、さような
ら！」。さらには「お母さ～ん、ただいまぁ、
今日もお勉強してきたよ」。夜中の10時に
ハイテンション。だけど無下に寝なさいと
は言えない私でした。
　ランドセルを背負うというより、ランド
セルが乗っかっているというか、おんぶし
てるというか…。荷物をたくさん入れたら、
後ろにひっくり返ってしまいそう。
　このあと息子は、ランドセルを枕元に置
いて寝ていまし
た。どんな夢を見
たのかな。
　はじめてランド
セルを背負った今
の気持ちを大切
に、学校へ通って
ほしいな～。

手みかん

石田麻子／横浜市

　公園でお友だち数人と遊んでいて、おや
つにみかんを食べた。1人1個ずつ食べた
のに、長男だけが「なんで1個しかないん
だよー もっと食べたいよー」と泣き出した。
　ほかの子はもう食べ終わって遊んでいる
のに、１人だけまだぐずぐず騒いでる。「そ
んなこと言ってないで、遊んでおいで！」
とイライラしていたら、お友だちのお母さ
んが、手でみかんをつくってくれた。
　片手をぐーにして、それをもう片方で包
んで。「ハイ、みかん。むいてみてー」と指
をみかんの皮に見立てて、何度かむいて遊
んでもらったら、長男も気が済んで普通に
遊びだした。なるほど！！！　私には全く
なかった発想で感心してしまった。
　素敵なお母さんで、いつも助けてもらっ
ている。ムキになって対応するより、うま
く気持ちを切り替えてあげられたらいい
のはわかってるけ
ど。いざとなると
冷静になれず、子
どもと一緒にワー
ワーしてしまう。
感心してばかり
じゃなくて、私も
がんばろ！

　幼稚園へ息子を迎えに行くと、たくさん
のかわいいお友だちが声をかけてくれる。
「しんちゃんのお母さんだ」「ねえ、ねえ、
しんちゃんのお母さん」「しんちゃんのお
母さん、今日○○したんだよ」。
　かれこれ7年前、長女が生まれて「カレ
ンちゃんのお母さん」と呼ばれ始めたとき
は、慣れない呼ばれ方でなんだかこっぱず
かしいのと、「〇〇ちゃんのお母さん」じゃ
なくて、私にはちゃんと名前があるのにと
思ったこと。そして急に年を重ねたような
感覚がして、嫌だなと思ったことを昨日の
ことのように覚えている。だけど、今はう
れしい「しんちゃんのお母さん！」。
　それは「お母さん」である自分がとって
も好きになったから。そしてしんちゃん
の「お母さん」であることがうれしいから。
かわいいお友だち
が信頼してくれて
いる証拠でもある
から。
　「ねえ、ねえ、し
んちゃんのお母さ
ん」かわいい声が
楽しみな毎日のお
迎えの時間です。

しんちゃんの
お母さん！

池田彩／久留米市

　はらぺこなわが家の子どもたちのアク
ションは、実にストレート。「ただいまー！」
「おかあさーん！」「ばんごはん、なん？」
この3つは、いつもの言葉。
　そして「あー、おなかすいた」。これが「今
日も元気」の合図。この中の一つでも欠け
たら、何かがあった証拠。
　今日のメニューは、次女のリクエストで
豚テキでした。ジュワーッとお肉を焼く匂
いと音に誘われ、「お母さん、手伝おうか？」
「コップ出した？お皿出した？」…なんや
かんや言いながら、1人、また1人…。コ
ンロのそばの狭い隙間に群がってきた。だ
まされることなかれ。手伝いが目的ではな
い。肉の厚みと大きさ確認が一番の目的だ。
　「もう押さんでよ！ あっち行きなさい！
座っててって言いよるやろ？」長女の特
権とばかり、姉ちゃんが下の兄弟に指示す
る。そんな姉ちゃんをあざ笑うかのように、
長男は頭を横に向けてニヤリ。「お母さん、
ぼくコレね。この肉ね」冷静に肉の厚みや
幅を測る賢い長男。次女は目をキョロキョ
ロさせて、「大きいやつ。一番大きいやつ」
と私のお尻をこづいてる。
　「待て待て待てーい」と私。が、コンロ
を囲んで離れない3人。長女は私をピッタ
リマークし、長男は頭を横にしながらニヤ
リとし、次女はお皿を持って待っている。
なんか、お母さん、アイドルになった気分。
　で、サバイバルな取り合いが終わったら、
あっというまに消えた3人。はい、そんな
もんです。 

3 つの言葉

筬島美保／長崎県東彼杵郡

　共働きの家庭に育った私。私が寝付く頃、
台所で食器を洗う母。箸をこすりながらカ
チャカチャ洗う音が聞こえてくる…。
　先日、娘がキッチンにやってきて「ママ
～箸ばカチャカ
チャやってー！」
と言い出した。
　きっと娘に
とっても、箸を
洗う音は「お母
さんの音」なん
だと思い、うれ
しくなった。 　

お母さんの音

松永さつき／久留米市

お母さんの居場所をつくりたい  お母さんの居場所をつくりたい  
                             （横山貴江／堺市）
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