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●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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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！

涙の理由

上坂紗絵子／大津市

　夕食は次女の大好きな「ツルツ
ル」（スパゲティ）でした。美味し
いワインがあったので、私はグラ
スにワインを、娘たちはコップに
お茶を入れて「カンパーイ！」。
　さっきまでおもちゃの取り合い
で大ゲンカをしていた娘たちも、
ニコニコとご機嫌で、スパゲティ
も「おかわり！」とすごい食欲。
　ワインを飲みすぎたのか !?  急に
涙がぽろっと出てきてしまった。
　びっくり顔の2人に「ワインが
美味しいから」と言い訳したら、
長女に、「みーちゃん（長女）たち
がかわいいからうれしくて涙出た
んやろ!?」と言われてしまいました。
　確かにそう。私より私の気持ち
をよくわかってくれています。

2014 年（平成 26年）10月号　＜ 6＞         
　今月のMJ大賞は2人。まず、1人目
は、杉本真美さんの「息子、行方不明」。
びっくりしますね。お母さんの心臓のバ
クバク音が聞こえそうでした。そうそう、
子どもは元気でいてくれるだけで幸せで
すね。そしてもう1人は、島崎里保さん
の「はじめての」。こんな日、ある、ある。
何度も何度も繰り返し質問攻め。そのう
ち、子どものほうが、「もういいでしょ！」
と。MJ大賞というより、親バカ大賞と
いうことで、おめでとうございます！

　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/

今月の

息子の
お気に入り

上尾有希子／大分市

　ただ今、息子（7か月）のお気
に入りのおもちゃ。○○円のメリー
でもなく、○○円のぬいぐるみで
もなく、○○円の歯固めでもなく、
○○円のシャカシャカ絵本でもな
い…。
　ただ今、息子のお気に入りのお
もちゃ。78円で買ったペットボト
ルにちょっとだけ水を入れたやつ。
それと、私の車のカギ。風で揺ら
めくカーテン。
　なんだかなぁ。でも、息子が楽
しんでくれれば、それが一番！

はじめての

島崎里保／佐賀市

3歳の誕生日

中村あす香／鹿児島市

重ね着

太田恭子／太田市

　明日は長女の誕生日。3歳の誕
生日はなんとなく特別な気がして、
1か月も前からそわそわ。準備の
ことをあれこれ考えてきた。
　「いよいよか～」と今朝、洗濯物
を干しながら考えていたら、そう
いえば！と思い出した。
　3年前の明日の今頃、私は分娩
台の上で陣痛に耐え、いきみを逃
すことに必死だった。傍らにいた
主人は、おろおろしながら、うつ
ろな目をしていたな～。あの時は
痛みに耐えられなくて、「お腹切っ
て出して～！」と心の中で叫んで
いたけど、あとから思えば短い時
間の安産だった。
　あれから3年、一人の人として
しっかり確立されつつある小さな
人。「お母さん、お母さん」と求め
てはくれるけれど、私べったりな
下の子とは違い、すでに心は自立
に向かっている。それでもたまに、
顔をくしゃくしゃにして泣く時は、
ちっちゃな私のかわいい子。
　1歳の誕生日前に次女を妊娠。一
番甘えたいだろう時を我慢で過ご
させてしまい、かわいそうだった。
2歳の誕生日は、産後4か月だった
から、大したことはできなかった。
　だから明日は、きっと一番記憶に
残る3歳の誕生日。じいちゃんばあ
ちゃんも一緒にお祝いしようね。
　そして明日の午前中は、下の子
を託児に預け、2人で公園で思いっ
きり遊ぼう！

息子、
行方不明

杉本真美／島田市

　朝、息子がいなくなった。平日
なのに珍しく早起きした彼は、虫
とり網を持って家の近くで遊んで
いた……はずだった。
　「そろそろ朝食の支度を…」と
思って外を見ると、彼の姿がなく、
名前を呼んでも応答がない。
　「あれっ、どこ行ったんだ？」。
周囲の田んぼや、彼が行きそう（虫
がいそう）な場所を探したが、ど
こにもいない。学校へ行く時間も
迫っている。遠くへ行く時間がな
いのは承知しているだろうに、全
く姿が見当たらない。
　早朝、人数の少ない道、人懐っ
こい彼の性格…。即座に頭に浮か
んだ「連れ去り」の文字。
　心臓がバクバクして焦る私。お
姉ちゃんも弟を心配して大泣きし、
私も半ばパニックに。そして、隣
の家のばあばと近所のおばさんも
一緒に捜索開始。
　探している間じゅう、「どうか
無事で帰って来て！ 何もしなくて
も、できなくてもいい。あなたが
いてくれるだけでいいから戻って
来て！」と本気で祈った。
　そして、探すこと 15 分。道の
遠く向こうから、網を持って平然
と息子登場。「おばさ～ん」なんて、
近所のおばさんに声までかける余
裕っぷりにイラッとしながらも、

「あぁ、よかったぁ」とホッとした
ら涙が溢れてきた。お姉ちゃんも
安心して泣いている。事の重大さ
を感じたのか、本人も泣いて反省。
　無事帰って来たわが子に、急い
で朝食を食べさせながら、何事も
ない日常に感謝し、子どもたちが
いてくれる、それだけで十分なの
だと、改めて感じた朝でした。
　その後はいつも通り、「早く学校
行きなさ～い！」と私の怒鳴り声
が響いたわけですが。まっ、いっか。

　2歳の長女のマイブームです。
　夏前から、よくお兄ちゃん（小
２）のリュックを背負ったり、帽
子を被ったり、姿見でチェックし
たりしていました。単純にお兄ちゃ
んに憧れているみたいです。
　夏が過ぎ、いつのまにか、自分
でパンツをはき、大きめのボタン
なら留められるようになりました。
　あれっ、おとなしいなぁと思っ
て見てみると、たいていはお兄ちゃ
んのTシャツを着たり、ズボンを
はいたりしています。ズボンの上
からパンツの時もあります。自分
の服の上からです。
　やっぱりお兄ちゃんが好きなん
だねぇ…と思っていたら、先日は
夫のTシャツも着ていました。ま
るでワンピースみたいでした。ひ
たすら自分のTシャツやズボン、
パンツを重ねて着ている時もあり
ます。
　着るのは得意なのに、脱ぐのは
難しいみたいで、「脱げない～！」
と泣きついてきます。ちょっとイ
ライラするけど、かわいいです。
　お兄ちゃんも、妹に自分の服を
着られて、満更でもない様子。
　ちなみに私の衣類は着られてい
ません。一度着ている時に、脱が
せるのが面倒で叱っちゃったから
かなぁ。

受賞おめでとう！

明明明明

　娘をチャイルドシートに乗せる
時、あやすつもりで「八百屋さん、
行く人?」と聞いたら、うれしそう
に手を挙げて「あ～い」とお返事！
　はじめての手を挙げての返事に、
思わず2、3回聞いてみる。
　すると、ちゃんとお返事してる！
かわいいっ！とムービーまで撮影。
　夜、夫にもムービーを見せて報
告。実際にやってみると、「あ～い」
と返事が。か、かわいすぎる～！
　ということで、親バカ2人に質
問攻めにあった娘なのでした。

つないだ手

村本聖子／韓国

　次男の幼稚園生活も残すところ
あと半年。そろそろ小学校に行く
準備をと、最近は長男が学校に行
く時に一緒に家を出る。
　幼稚園までのわずかな道のり。
鳥のさえずりを聴いたり、ちょこっ
とお話したり、虫を観察したり。
小さな手をつなぎながら…。
　今朝はふと、長男の手もつない
でみた。少し照れくさいお年頃。
でも構わず自然に振る舞い歩く母。
　その手の厚みに驚いた！ いつの
まにこんなに成長していたとは…。
　つないだ手。大きくなる喜びと
過ぎていく日々の寂しさも少し。
　限られた時間の中で、子どもた
ちとどう関わるか…。ハッとして
ジーンとした朝だった。

ののののの 　
遠


