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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      943 円
● 600mℓキャップ式    1600 円
● 1800ｍℓ徳用パック   3600 円
②ランドリー＆キッチンソープ
● 300mℓキャップ式      943 円
● 600mℓポンプ式  　  1600 円
● 600mℓキャップ式    1480 円
● 1800ｍℓ徳用パック 3500 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     1143 円
● 600mℓポンプ式　　1900 円
● 600mℓキャップ式     1800 円
● 1800ｍℓ徳用パック　4000 円
※全て税別価格

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    　1238 円（税別）
● 1000ｍℓ徳用パック　2857 円（税別）

TAKE     BABY（竹ベビー）
入浴用石けん

80g ／ 478 円（税別）

竹炭坊クッキー
 1 袋 60g ／ 333 円（税別）
3 袋／特価 953 円（税別）

TAKE  MOTHER（竹マザー） TAKE  BABY（竹ベビー）
洗濯1回あたり
   12～18円

受賞おめでとう！

　MJ大賞は、古川由紀さん

の「ふくれっ面の運動会」。

お母さんの気持ちもわかる。でも、今、

この瞬間を感じているそのまんまの息子

君、いいな！　天晴れなわが子への愛も

最高！  母ゴコロ賞は、吉富みな美さんの

「素直な心」に決定。大人になると、でき

そうでできない素直な

気持ち。わが子からそ

れをしっかり学んでい

るところが素晴らしい

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/

　中学生くらいの男のお子さんを
お持ちの方なら、心当たりがある
のではないかと思いますが…。ど
こかの部屋の壁に穴があいていた
りしませんか？（笑）
　うちのリビングにも、あります。
長男が中学生の頃に、ボコッ！と
あけた穴の痕が･･･。手に負えな
いほど反抗的だったわけでもなく、
まぁ、フツーに反抗期だった頃の
話なんですが。
　なんでボコッ！だったのか原因
は忘れましたが、先日長男と思い
出話をしてた時のこと。「いやー、
自分でもビックリしたわ！  ほんと
に穴、あくんだもん！」と衝撃の
告白（笑）。えっ、まさか穴があ
くとは思ってなかった？  あけてお
きながら、おぉっ、あいちゃった
よー！と動揺してたんか !?   つま
り、壁に穴をあけられても、心配
するほどのことじゃないってこと。
　当時も「あるある、うちにもあ
るよ」っていうお母さん多数で、
そういうもんかって安堵した覚え
があるけど、まさか本人もビック
リしてたとは。今さらながらビッ
クリでした。

壁の穴

佐藤るみ／横浜市

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！

　

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

　夢なんて、あんまり考えたことがなかったと思っていましたが、改めて
考えてみると出てくる出てくる！  タクシーの運転手になって、いろんなお
客さんと会話したいな～とか、いろんな土地に1か月ずつ住んで、土地の
人たちとの生活を楽しみたいな～とか思っていたのを思い出しました。
　大学生の頃は定食屋さんや居酒屋さんにずいぶんお世話になり、いつか
自分も、学生さんをあたたかく迎えたいな～と思ったこともありました。
　あら？  どうも私は、人とのふれあいを夢に描いているみたいです。そう
いえば私は、人見知りしてしまうことが悩み。だからこそ、人との交流を
強く求めているのかもしれません。
　今は、息子の友だちが集ってくれるような場をつくりたいと思うことも。
いつか何かのかたちで、人との交流の場を築くことができたらいいな～。

人との交流の場をつくりたい
　　　　　（岩根直子／久留米市）

　先月2歳になった娘は、トイレ
トレーニングの真っ最中。といっ
ても、私の都合で紙だったり布だっ
たり、かなり適当ですが…。最近
ようやく小さなお尻を便器に乗せ
るのに、慣れてきたところです。
　息子（小２）の時もそうでしたが、
神妙な表情で便器に座る姿がかわ
いくて、つい写真を撮ることもあ
ります。
　先日私が用を足していると、開
けっ放しのドアから娘が「おかあ
さ～ん」と入ってきました。そして、
おもむろにオモチャの電話（コー
ドレス子機）を私に向けて、「ハイ
チーズ！ カシャッ！」と言ったの
です！
　びっくりするやら、恥ずかしい
やら。何より愛しさで胸がいっぱ
いになりました。ちなみに「ピース」
しときました。
　便器の蓋の上にしてしまったり、
手を洗う水を壁に撒き散らしたり、
むやみやたらとトイレットペー
パーを引き出したり…。さまざま
なアクシデントに見舞われ、つい

イライラしが
ちなトイレ生
活ですが、そ
んな中、心か
ら笑えた出来
事でした。

激写！

太田恭子／太田市

　昨夜は夜更かししたい気分で…。
　何をしようか迷った結果、息子
が生まれてからちょこちょこ撮っ
ていたビデオを見た。ビデオの中
の息子は、とっても小さかった。
大切そうに抱かれている、まだ首
の座っていない息子。がんばって
寝返りをしている息子。手足をバ
タバタさせてお話している息子。
　「あぁ、こんなだったよなぁ」ビ
デオの中の息子の姿が懐かしい。
成長しているんだな。毎日が本当
に貴重なんだなぁって思った。
　ビデオの中の私と旦那さん、初々
しくて、どこかぎこちない。私た
ちもほんの少し「お母さん」「お父
さん」らしくなっている気がした。

夜更かし

萩尾かつら／佐賀市

　あっというまに、生まれてから
1年経った息子。同じ月齢の子た
ちがハイハイをする中、なかなか
ハイハイしなかった息子。寝返り
よりもお座りが先にできたし、す
でにつかまり立ちをして、さらに
伝い歩きまでしている。
　「ハイハイは、すごく大事なんだ
よ」「伝い歩きまでしてたら、もう
ハイハイはしないね」って周りに
言われると、無性に焦って、私の
育て方に問題があるのかな？って
悩んだりもした。
　それにしても、息子がハイハイ
してるところを見たかったなぁ、
というのが親としては本音だった。
　初節句を目前に控え、ハイハイ
しないけど、選び取りってこの子
はどうやってするんだろう？と
思っていた矢先だった。なんと、
ハイハイしようとしているではな
いか！  もう、母ちゃん感動してし
まったよ！　
　この子にはこの子なりのペース
があるんだ。何も焦ることはない。
私の役目は、この子を見守って、

笑顔でいて
あげること
が一番。周
りの声を気
にすること
も な い し、
焦る必要も
ないと教え
てもらった。

これが私の
子育てなのだ

下薗未希／鹿児島市

　小２になった娘は学校から帰る
と、友だちとのこと、先生の話、
その日の出来事を楽しそうに話し
てくれます。
　でも実は、今でも朝出かけると
きはドキドキなのです。
　「お母さんと別れるのが寂しい
の」家からランドセルを背負って
出かける時、少しだけ勇気がいる
ようです。
　「登校班の集合場所まで一緒に来
て」そうしてくれないと泣いちゃ
うよ…そんな顔をします。
　集合場所までは、100 ｍくらい。
家からもよく見える場所。この
100 ｍがおうちモードと学校モー
ドをつなぐおっかな～い空間なの
かなぁ。孤独を感じる空間なのか
なぁ。大好きな兄も一緒なんだけ
どなぁ…。
　思い切って「あなたが『もうい
いよ』って言うまで、お母さんは
登校班の集合場所まで一緒に行く
から安心して」と言うと、「うん。
小6までお願いします！」。
　え、そんなに !?  もう一度言って
みる。「もういいよって言うまで
ね」。「じゃあ、高校生までお願い
します！」と、うれしそうに笑い
ました。
　その頃はもう登校班もないで
しょ、と思ったけれど、心のお守
りにしてくれているのかなぁとあ
たたかく思ったので「わかった。
もういいよって言うまでね」と約
束したのでした。
　集合場所へ行ってしまえば、元
気に「行ってきま～す！」と笑っ
て離れていく娘。この笑顔のため
の100 ｍ。今は楽しもうと思って
います。
　どうせ「もういいよ」って言う
時が、すぐにやってくるのだから。 

（きてくれなきゃ困るけどね）

約束

内田恵利／横浜市

　…と就寝前、娘から突然の告白。
　そーですか。恋ですか。笑っちゃ
いけないけど笑っちゃう。
　誰が好きなん？と聞いても絶対
教えないと言い張るので、じゃあ
聞かないと言うと、あー言いたい
と本音がポロリ。
　結局、誰に恋しちゃったか教え
てもらい、ほかにライバルが一人
いて、一緒に好きって言っちゃっ
たことまで教えてもらった。
　5 歳女子は随分おませさんだ。
ピュアなお父さんには内緒にしと
きましょうね。

こいしてる♥

松村宏美／松本市


