
お母さん業界新聞

　布団に入って電気も消している
のに、娘が思いついた。「パパの絵
描～こう！」。腕を上げて空中に描
きながら何やらごにょごにょ言っ
ているが、次女に授乳中の私は聞
いて聞かないフリ…。
　「えっと～、髪の毛でしょ、お
目々、ホッペ、鼻はブタ（注 :夫
はブタ鼻ではない）、ヌルヌル、ブ
ツブツお髭（ヌルヌルは脂で、ブ
ツブツは毛穴らしい）、首に体に
お手て、お毛々にチンチンはバナ
ナ…。きゃっきゃっきゃ～！  やっ
ぱりウンチにしよっかな。きゃっ
きゃっきゃ～！」。
　何だそりゃ～！   面白いけど、早
よ寝んかい！  ひとしきり転げ回っ
て、「はぁー疲れた、寝よ」と、あっ
さり眠りについたのでした。

パパの絵　

山田裕子／鳥栖市

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」（写真）
（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

　遊びに来た子どものお友だちに「お昼食べてく？」と言ってチャチャッ
とつくり、「○○くんのお母さんがつくるごはん美味しい～！」なーんて
言われるのが、出産前に描いていた「理想のお母さん像」でした。
　そして今。お菓子やパンづくりは好きだけど、料理はあまり自信がなく、
どれだけ短時間でつくれるか！を極めている毎日…。亡き父が「美味し
くつくるコツは手間暇かけること」と言っていたのを思い出します。
　子どもたちには、なるべくたくさん遊ばせてあげたいという母心から、
夕方は決まってバタバタ。でも手間は惜しんじゃダメ ですね。これは、
ほかにもいえることかもしれません。 理想は人の集まる賑やかなおうち。
夫や子ども、そしてみんなの笑顔 のために、たくさん おもてなしができる、
自慢のお母さんになれるようがんばります ! 

人がいっぱい集まる
賑やかな家をつくりたい
　　　　　（仲道貴美子／鳥栖市）

　春の交通安全週間で、登校時の
旗振り当番に立ちました。なんと
いっても、新１年生がフレッシュ
で眩しすぎる！ お母さんが付き
添っていたり、玄関で写真を撮っ
ていたり。朝の空気とあいまって、
新鮮な香りを振りまいています。
　昨年の春、旗振りに立った時は、
うちの新１年生は涙の登校でした。
ご機嫌ななめの娘を夫に託し、ド
キドキしながら旗振りに立ってい
たことを思い出します。
　そんな娘も２年生。今年は、私
が立つ横断歩道を、笑顔で手を振
りながら通って行きました。お姉
ちゃんになったなぁとうれしくな
ります。
　一方、入園したての園児さんも、
お母さんと手をつないでバス乗り
場まで歩いていきます。大きめな
（まだサイズが合わない）帽子がず
れていたりして、なんともかわい
いではありませんか。真新しい、
やはり少し大きめな制服に身を包
んでの登園。
　学校生活、園生活に馴染む前の
一時だよ。この新鮮さ。貴重だぁ。

旗振りでの
光景
内田恵利／横浜市

受賞おめでとう！

　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/

　次女2歳の誕生日。たまたま次
女と2人で入ったお風呂での会話。
　「すーちゃんは2年前の今日、お
母さんのお腹の中から出てきたん
だよ～」と話しかけてみたら、「う
ん！ びよ～んって！」と、とって
もうれしそうに答えた。
　「びよーんって、お母さんのお腹
から出てきたの？」「くらいくら～
い。びよ～んって！」。暗かったん
だ。怖くなかった？痛くなかった？
と聞くと、うれしそうにどんどん
話し始めた。「いたいいたーい！ 
やーめたって」。痛かったから1回
やめたの？ と聞くと、うん！と答
える。生まれる1か月前に、陣痛
かと思うくらいの痛みがあったこ
とを思い出した。「今度はがんばる
ぞーって出てきたの？」と聞くと、
「 ねぇね、おいで～って」。ねぇね
がおいでって言ったから出てきた
の？と聞くと、うん！って答えた。
　予定日を過ぎても生まれないの
で、長女にお腹に向かって、早く
出ておいでーと話しかけてもらっ
た日の夜に生まれてきたんだった。
　いつのまにこんなに話ができる
ようになったんだろうって、それ
にもビックリ！ 長女とばかり話し
て、次女にはほとんど話しかけて
いなかった。これからもっと話し
かけよう！と思った夜でした。

生まれたとき
の記憶
　浅川晃子／福岡市

卒園式

古川由紀／伊万里市
　卒園式。園長先生とのお約束。
1.今までのように元気いっぱいで
いてね。2.お友だちにいじわるを
したり、いじめたりしないでね。
3.みんなにやさしくしてね。
　小学校へは一斉持ち上がりでは
なく、バラバラになる子も。うち
の子は一人、別の小学校へ行く。
　娘はしきりに涙を拭っている。
私も娘の顔を見るたび涙が。あと
で仲良しのお友だちが、うちの娘
と離れたくないから泣いていたん
だと教えてくれ、この園で本当に
よかったなぁと、改めて感じた。
　お友だちって大事だよ。離れて
いてもお友だちだよ。毎日会えな
くてさみしいけれど、次に会えた
らもっとうれしいよ。そんなこと
を娘に話した春。卒園おめでとう。

　息子4歳の保育所入所式でした。
朝からイヤイヤ着替え、イヤイヤ
保育所に向かう。結局、どこへ行
くのもイヤなのね。そんなにママ
がいいのか。入所式でも一人ぐず
ぐず泣き…。
　一旦部屋を出て窓から見ていま
した。しばらくして年長さんのお
歌が始まると、息子は一緒に手を
たたき、パネルシアターが始まる
と、一番前に座って見ていました。
式が終わり、しばらく遊んできま
した。まだポツンと遊ぶ姿を見る
のは心が痛いけれど、明日からは
乗り越えてほしいと思います。
　「最後までいてくれてありがとう
ね。最初は心配もあるかもしれな
いけれど、楽しくできるように先
生たちもがんばるからね。明日か
ら待ってるね」と園長先生の言葉
を、真剣な顔で聞いていた息子。
　帰宅して「保育所のおたより」
を見ました。先生の気持ちがこもっ
ているお手紙です。
　「給食だより」も一日一日のこと
について書かれていて、子どもの
口にするものに無関心ではいられ
なくなります。今日いただいたお
やつも、めちゃくちゃやさしい美
味しさだった。
　私も新しい刺激を受けて、また
一から深く勉強できる気がします。

保育所入所

河口緩美／南アルプス市

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

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

① ② ③

●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

◆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◆
 http://www.okaasan.net/

お母さん大学推奨商品

美味しく食べて
デトックス！

（竹ベビー）

TAKE  BABY
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

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）

洗濯1回あたり
   12～18円

TAKE  MOTHER（竹マザー） TAKE  BABY（竹ベビー）
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絵　

お母さんの心いっぱいの記事がズラリ。100人いたら100通りの子育てがある。
一つだけ共通しているのは、お母さんの笑顔。お母さん、ペンを持とう！

　　　お母さん記者として、            
日々の子育てを発信してみま
せんか。年間購読料3000円。
http://www.okaasan.net/

　今月のＭＪ大賞は、山田裕子さ

んの「パパの絵」に決定。寝る前

の楽しそうなひとときにほっこ

り。写真ではパパの顔が見られな

くて残念。次回はぜひパパを披露してください。 

母ゴコロ賞は、田中理恵さんの「絵本の思い出は、

母のぬくもりと重なって」。素敵な思い出は大人に

なっても、ずっと消えません。絵本を通じて、母と

子がつながるのですね。 

MJ記者
募集中


