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受賞おめでとう！

　今月のMJ大賞は、森永亜

希子さんの「みなみ」。148

枚のオムツ一枚一枚に書いたわが子の名

前。お母さんの愛情が詰まったオムツがあ

れば、保育園生活も安心です。もう一つは、

鈴木牧子さんの「親孝行」。海外旅行より、

美味しいものより、おじいちゃん、おばあ

ちゃんにとっては、

最高の孝行です。家

族のやさしさは、こ

うやってつながって

いきますね。

　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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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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　来週から慣らし保育が始まる。私はやっ
ときたなという思い。娘が生まれてから毎
日一緒だったから、離れるのは寂しいとい
う気持ちと、早く仕事がしたいという気持
ちが行ったり来たり。
　そんな中、保育園で使うすべてのものに
娘の名前「みなみ」と書いている。ほんと
は「実菜美」なんだけど、漢字で書くと油
性ペンがにじんで読めなくなってしまう。
　もう、何回書いただろう。一番大変だっ
たのは、オムツ一枚一枚に名前を書いたこ
と。オムツを箱買いしてきたので148枚。
　書きながら、「みなみ」という名前の由
来を思い出した。
　名前を決めるのも、すごく悩んだな。出
産前に決めていた名前だから、いつも「み
なみちゃん」って大きいお腹に話かけてい
たな。あれからもう1年も経つんだ～。と、
なんだか不思議な気持ちになった。
　うれしいことも悩んだことも、今ではど
れも貴重な時間。みなみがいなかったら、
この一年は
なかった。
　そう思う
と、この名
前書きも楽
しい時間と
思える。 

みなみ

森永亜希子／小城市

母失格

河口緩美／南アルプス市
　子どもの頃描いていた夢
はコロコロ変わり、ケーキ
屋さんに始まり、そして漫
画家から建築家へ（笑）。今はコーディネーターという立場で、
建築士の主人と2人独立開業。夢は叶ったようでいて、厳しい
現実と忙しい毎日。そんな中で出会ったお母さんたちのあたた
かい輪の中で、新しい夢が芽生えてきました。
　自分本位で生きてきた10代、20代。人との関わりを疎まがっ
ていた私が、結婚して子どもを持ち、人に助けられて弱い自分
を見せることができました。
　お母さんたちにこそ、いい出会いが必要！  お母さんたちが
集まり助け合える場所づくり。大分にも、佐賀の「オヤモコモ」
みたいな、「心地いい」素敵な場所をつくりたいです。

　わが家で事件が起きた。
　家の中に、長男（小２）、長女（年長）、
次男（年少）と私。朝からワーワーギャー
ギャー、ケンカばかり。スマホが破壊され
た翌日だった。手紙を投函しようとのり付
けをしていた私の前で、またも取っ組み合
いの大騒ぎ。長男が仕かけて下2人が手を
出す、足を出す。
　も～いい加減にせい！！！だった。キレ
た。イカッた。それに噛みついてきた次男。
ギャーギャー泣きわめきながら文句を言っ
てくる。腹が立って、持っていたのりを投
げてしまった。
　そしたら…それが唇に当たって流血。い
つもかわいくてチュッチュするのに。ひど
いことをしてしまった。でも怒りも悲しみ
もおさえられなくて。
　「大切なきょうだいなのにケンカばっか
り。ママの大切な子どもたち、ママのお腹
から生まれた3人なのに、なんでそれぞれ
が大切にしてくれないの！ 困ったときに
助けてくれる、一番は家族だよ！」…長々、
泣きながら、久々泣きながら子どもたちに
説教をした。
　長男、長女も涙を流しながら、私の話を
聞いていた。モヤモヤしながらも吐き出し
た私は、泣きながら部屋を出ていった次男
に謝りに行った。
　こんなの絶対いけない。想いを伝えたく
ても、感情的になって。わかっているのに
できてない。なんて母親。も～イヤ。失格。
自分にぐったりだった。旦那さんにはメー
ルで伝えた。「そーすけにケガさせちゃっ
た、ごめん」。
　夜、お布団で長男が「ママ何で泣いてた
の」と言ってきて、昼間の続きを話してい
ると、旦那さんが帰ってきた。
　長男に「今日はどうだった？　宿題やっ
たか？」といつも通り話して、「唇切っ
ちゃった」と言った私の頭をよしよしして
下に降りて行った。
　そのあと長男、なんでか泣いてた。「父
ちゃん帰ってきてうれしいの？」聞いても
何も答えない。
　そんな一日があった。 

ぬか漬

藤巻晴美／横浜市

　同居の義母が、ずっと守ってきた「ぬか
床」がありました。嫁に来て以来、ずっ
と母の味のぬか漬を美味しく食べてきまし
た。家族はもちろん、主人の兄弟、その子
どもたちもみんな、おばあちゃんのぬか漬
が大好きでした。
　一方、実家の母の母、つまり私のおばあ
ちゃんも「ぬか漬の名人」といわれる人で
した。子どもの頃からずっと、おばあちゃ
んのぬか漬が好きでした。ぬか漬はつくる
人によって、全然味が違うけれど、みんな
美味しい。その人、その家の味なんですね。
　でも義母は持病のリウマチがもとでぬか
床が混ぜられなくなり、長年守ってきたぬ
かを駄目にしてしまいました。本当は、嫁
が受け継ぐべきだけれど、私は見て見ない
フリをしていました。
　ところが夏にキュウリを栽培したのを機
に、母にならってぬか漬を始めました。始
めてしまえば、ぬかを混ぜる作業は休めま
せん。続けることの大変さは、きっとやっ
ている人にしかわからないと思います。
　けれど美味しい美味しいと食べてくれる
家族を思うと、怠けるわけにはいかないと、
毎日野菜を漬けています。今日ぬかを混ぜ
ながら、「おばあちゃんもお母さんも、きっ
と同じ気持ちで毎日混ぜていたんだろう
な」と思いました。大変でも、家族が喜ぶ
顔を見るためなら平気。それがお母さんの
生きがいなんだって、つくづく思いました。
　そしてこれは、き
ちんと受け継いでい
かなければと。今、
私の後ろでのん気に
甘酒を飲んでいる娘
にも、いつかそう思
う時が来るとうれし
いなと思います。

母の手

山本妙子／高石市

　お正月。私たちのために料理を用意して
くれる手。ドアを開ける手。大好きなお花
を飾る手。スパークリングワインを美味し
いと言って飲む手。片付ける手。洗い物を
する手。孫にお年玉をあげる手。アイスク
リームを食べる手。冷蔵庫を開ける手。コー
ヒーを入れる手。和菓子を食べる手。
　母の手はごつごつして、太くなっていく。
母の手はいつもあ
たたかく、そして
ちょっと曲がって
いる。
　私の手はどんど
ん母の手に近づい
ていく。

　長男6歳の
レゴ作品のト
ラックです。
　前と後のタ
イヤのホイー
ルの違い。本
物 の 大 型 ト
ラックも、前と後ろでホイールが違うんで
すよね。はじめて知りました！

　息子の素
晴らしいこ
だわり。よ
く観察して
いるのね。
　その違い
に気がつく
パパも、男
の子だ。

男の子の
こだわり
鈴木明美／久留米市

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
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！

お母さんたちの
居場所をつくりたい
                         （長尾佳子／大分市）希子


