
お母さん業界新聞
お母さんの心いっぱいの記事がズラリ。
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！

お母さんの
表情
奥永菜穂子／久留米市

　長女（ここあ2歳）と次女（せ
いな7か月）が楽しく遊んでいた
のに、一転して、次女がえーんと
泣く場面が何度もある。この時。
　私が①大声で叱りながら怖い顔
で近づくと、長女は「あのね、せ
いながね 、えーんて泣いた。ここ
あ、なんもしてない」と弁解する。
　私が②どうしたのと穏やかに近
づくと、長女は「せいなと握手し
たらね、せいながえーんて 泣いた」
と状況を説明する。
　お母さんの表情、声色、口調を
子どもは敏感に感じ取り、返す言
葉も変わることを思い知らされた。
　子どもたちのやることすべてを
見ていられない。お互いの言い分
をなるべく平常心で聞き出し、様
子を観察して、思い違いがないよ
うに、また楽しく遊べる環境を整
えなきゃな、と思った。

必殺！ ヘンガオ
スロット！

山中菜詩／松戸市

　タイジュゴンの必殺技を発表し
ます！  技の名前は「ヘンガオス
ロット！」。
　私がしょぼっとしたりイライラ
したりしている時、バス待ちでつ
まんない～なんて時に、発動して
くれます。
　もちろん、何もなくても発動し
たくなると、「スイッチ（頭のてっ
ぺん）押してみて～！」とやって
来ます。ストップを押さないと、
延々続けることになります。
　写真7～9枚くらいないと、面
白さをお伝えできませんね。

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）

洗濯1回あたり
   12～18円

TAKE  MOTHER（竹マザー） TAKE  BABY（竹ベビー）
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
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　今月のMJ大賞は、太田恭子さんの
「ホッとするね…」。楽しい家族旅行から
家に戻り、「やっぱり家がホッとする」と
小2のぼく。最高にうれしい言葉ですね。
そして、母ゴコロ賞は、池田彩さんの「プ
ロのお母さんを雇えばいい」。「文句ばっ
かり言うなら食べんでいい！」、こんな日
もある、ある、と誰もが共感。お母さん
の母ゴコロは、毎日揺れながら、母力も
じわじわ上がっていくのでしょう。

　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/

最後の高校展

笹本翠／交野市

　娘の最後の高校展に行ってきま
した。3年間 、美術部でがんばり
ました。今年の作品のモデルは私。
タイトルは「ma mer」です。写真
を見ながら描いてくれました。
　推奨さえされてないけれど、母
はハナマルをあげたいです。よく
がんばりました！ 受験の課題と作
品とを並行してこなし、ほんまに
がんばったと思います。

幼稚園の
お迎え
中村あす香／鹿児島市

ぐずる娘の
原因は

吉原万貴／佐賀市

　長女を迎えに駐車場に車を止め
て園舎まで歩く。前後には、同じ
くお迎えのお母さんたち。
　園舎の前で、時間になるまでの
間、先生からその日の子どもたち
の様子や出来事の報告があり、み
んな感心したり笑ったり。
　荷物を持った子どもたちが、「マ
マ～！」「お母さん！」と声をかけ
ながら、元気に走ってくる。
　「お帰り～」と笑顔で迎えるお母
さんたち。その足に抱きついたり、
ねえねえと一生懸命話しかける、
うれしそうな子どもたち。
　お迎えが少し遅れているお母さ
んを探して、「ぼくのお母さんは？」
「ママ～！」と呼ぶ子も。
　幼稚園は楽しいし、友だちとま
だまだ遊んでいたい気持ちもある
けれど、やっぱりお母さんが大好
きで、走り寄って来る子どもたち。
　「あのね…」「ねえねえ、今日ね！」
駐車場までの道、とても楽しそう
に話す子どもたちに、お母さんた
ちもにこにこ顔。
　長女を乗せて走る帰り道、道路
脇に、ぽつんぽつんと立つ、人待
ち顔の女性たち。「幼稚園の送迎バ
スのお迎えだ！」。どの顔も、少し
そわそわしながら、わが子の帰り
を待ちわびている。
　「お帰り」「ただいま～」。数分後、
そうやって繰り返されるであろう
情景を想像して、あたたかい気持
ちになりました。

疲れたけど
これでいい

來山光江／横浜市

　毎日バタバタ、バタバタ。PTA
や幼稚園の役員、末っ子の断乳…。
母の日や身内の誕生日「あ、や
ばっ！過ぎた…」は毎度のこと。
　晴れていれば前に後ろに娘たち
を乗せて自転車を飛ばし、雨が降
ればズブ濡れになりながら車から
子どもたちを乗せたり降ろしたり。
　病院へ行くタイミングもまちま
ちだから、「三女を連れてったばか
りなのにー」と、次女の受診のた
めに三女も連れてまた病院。
　今日は疲れたー！みんなでダラ
ダラしようって日に、「今日○○く
んたちと遊ぶ！」と幼稚園バスか
ら降りてきた次女。「○○ちゃんと
遊ぶ約束したからうちに来るよー」
と下校してきた長女。
　「今日は勘弁！ 洗濯物畳んでな
いし、おやつ用意してないよー」
母の声、母の心はバタバタした中
でさらっと流され、気づいたら、
わが家に7人も子どもが。
　庭とリビングを元気に行き来す
る子どもたちよ、砂まで運んでく
れてありがとう。「虫除けないの？」
「はいはい虫除けね、みんな並ん
でー！」と塗り塗り。「足が泥だら
けなっちゃったー！」「あー待って
待って！いまタオル出すから！」。
　あー、この子ら帰ったら絶対掃
除機だな…と心でつぶやく。
　宿題もそっちのけで遊びまくっ
たわが子たち。夕飯前にたくさん
おやつ食べたね。片付けもなんだ
か中途半端ね、とかいろいろ思う
けど、「あー、楽しかった！ もう
宿題なんてできないよ～ !」ってく
らいパワーを使い果たした娘たち。
　これでいいんだな。うん、これ
でいい。お母さんは子どもたちが
全力で毎日を生きるためのお手伝
いができる。うん、満足！ そう思
えるから、また明日もがんばれる。

　このところ娘のぐずりがひど
かった。原因はうっすらわかって
いた。娘に十分、向き合っていな
かったせい。家事を進めたくて、
娘が遊んでと持ってきたおもちゃ
や絵本も「あとで」。パソコンの手
続きがうまくいかず、取り込み中
だからと「あとで」。
　2歳になる娘。だんだん一人で
遊べるようになってきて、少しず
つ増えていってしまった「あとで
遊んであげるから」。そのせいで、
ぐずりが増えていってたのかな。
　ごめんね。お母さん、自分のこ
とばっかりだったね。だから、今
日はゆったり過ごすことに決めた。
　朝起きて、娘が起きる前に身支
度して、朝ごはんの支度をしなが
ら洗濯をして、最後に掃除機をか
けようと決めてかかるが…。
　娘が起きてきた。家事は忘れて、
娘との時間をちゃんと過ごそう。
諦めると余裕ができて、視野が広
がり、ゆったりと時間が過ごせる。
　窓を開けるとすーっと風が入っ
て涼しかった。涼しいねーと言っ
て、娘と顔を見合わせてにっこり。
　「これ読んで」と持ってきた絵本
を読んであげる。「これつくったの、
食べて」とお皿を差し出した手が
小さく、ぷっくりとしてかわいい。
　午後は公園に行った。なんでも
ない一日だったけど、たーくさん
おしゃべりして娘と向き合った一
日。ゆったりして、いい日だった。

　昨日の夜、寝る前に長女が私の
耳元でこそっと一言「今日は1回
も怒られへんかったな」。
　毎晩、「今日もたくさん怒ったな
あ」と反省していました。
　同じように、長女も毎晩、「今日
もたくさん怒られたなあ」なんて
考えているのか、と驚きました。
　そして、「みーちゃんも、お母ちゃ
んも一日よくがんばったなー！」
と、2人でぎゅーっと握手をしま
した。
　そう！ そんなみーちゃんがいて
くれるから、私も毎日がんばれる
んだ。

今日は怒られ
へんかった
上坂紗絵子／大津市

受賞おめでとう！
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