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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

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！

最強の
もうすぐ 2歳
杉本かお里／アメリカ

　わが家の末娘ちゃん、もうすぐ
2歳です。自我も芽生え、日々自
己主張。でもまぁ、本当に。２歳児っ
てめちゃくちゃ面白い！ こんなに
面白かったっけ？
　生きる力がみなぎっている。毎
日が冒険で、何でもすべて全力！
食べる時も全身で食べてるし。い
たずらだって一切手抜きなし。
　着替えたくない、お風呂に入り
たくない、カーシートがいや！  今
すぐお外にいきたーい！と全身で
表現。エネルギーのかたまりです。
　1週間で言葉もやることも表現
もどんどん成長していく。短い時
間でこんなに変化が見られるなん
て、この時期だけ !?
　小5と小2の男子もまだ相当面
白いけど、2歳時にはかなわない
な～。なんだかそこまでエネルギー
を感じない。つまらない子になっ
てないか !?…なんか心配になって
きたー。
　中2のお姉ちゃんも負けじと、
次から次へと何かしらやってくれ
るけど、もちろん全然違う切り口
です。こちらにはまだまだ悪戦苦
闘の私ですが…。
　瞬間瞬間、全力で生きてる末娘
ちゃん。そんな姿に命のたくまし
さ、強さを感じる。本来、人間っ
てこんなに生命力のあるものなん
でしょうね。やっぱりそれを邪魔
しないよう
にしないと。
　毎日、ピッ
チピッチの
若いエネル
ギーから元
気をもらっ
ています。

つながって
たのよ～

原水和子／久留米市

　お風呂で娘の体を洗い流してい
る時に、娘がおへそをいじってい
たので、「おへそって言うのよ。み
ゆちゃんとママね、ここでつながっ
ていたのよ。ここからおーいお元
気ですか？って、いつも声かけて
たのよ 」。顔をおへそに近づけて

「おーい～」って言ったら、娘がに
こーって笑ってくれました。
　意味はわからないけど、なんだ
か気持ちがつながった感じがして、
うれしくて幸せな出来事でした。
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　今月の母ゴコロ賞は、佐藤悦子さんの
「パパがいなくても」です。エアーパパ法、
スゴイ。仕事で忙しいパパの心も、そし
てわが子の心も、ほんわか。ブラボーな
企画ですね。そして、MJ大賞は、尾野
哲子さんの「母さん、ちっちゃ」に決定。
ちっちゃくても、お母さんの心は大きい。
「なんか、いいこと言ってる、いい人っ
ぽくないですか？」「はい、いい人っぽ
いです」。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

受賞おめでとう！

歩きたいの！

下薗未希／鹿児島市

　息子が歩けるようになって2か
月。1歳2か月で歩き始め、「やっ
と歩くようになった！」というう
れしい気持ちと、「もう赤ちゃん
じゃない、幼児になっていくんだ」
という寂しい気持ちもありました。
　最初はヨタヨタ、手を前に出し
ながらのキョンシー状態でしたが、
それもすぐにしなくなり、今では
好きなところへ一直線！ 少しも
じっとしていません。
　靴が大好き。脱がせようものな
ら、履かせろと言わんばかりに泣
いて訴え、履かせると何事もなかっ
たかのようにケロッとしています。
　道行く人に、「ぼくの靴を見てみ
て。いいでしょ !?」とでも言いた
げに、しゃがんで靴を指差し、声
を出して訴えています。
　アピール大好きな息子ですが、
興味のないことは見向きもしない。
子どもコンサートでは、1分も、1
曲も聴いていなかった。彼は今、
音楽よりも自分の足で歩き、自由
に行動することが楽しいようです。
　どうしたらじっとしていてくれ
るのか悩みますが、これはこれで
今だけなのだと思うと、「好きに歩
いて、好きなところに行きなはれ」
という気持ちになります。
　母としては、周りも気になるし、
心の中は葛藤もありますが、のび
のび楽しく彼の道を歩んでいって
ほしいものです。

一夜越しの
告白

村本聖子／韓国

　寝る前に今日の出来事を話し、
「面白かったぁ。楽しかったぁ」と
言いながら、瞼も重くなりつつあっ
た次男。電気を暗くすると、「マ
マ、こーん」と言って、眠りにつ
いてしまった。「こーん」とは何？  
コーンスープ？  コーンフレーク？  
コーンパン？（どれも大好物 )。
　朝起きて、その答えにホロリと
した。起きるや否や「くらい大好
き！」と（昨夜の続きを覚えてい
たことにもビックリ）。
　こんな風に表現してくれたこと
も素直にうれしかった。父親不在
の期間が長くなっているのを察し
てか、思春期突入のお兄ちゃんお
姉ちゃんを考慮しての発言か、ま
だまだ赤ちゃんと思っている私へ
のサプライズなのか、いろんな意
味で驚いた一夜越しの告白だった。

おかえりなさいと
言えなかった今日
中村あす香／鹿児島市

　先週まで幼稚園に行くのが楽し
くて仕方がなかった娘が、「幼稚園
に行きたくない」と言うように。
　どうして？と聞くと「疲れる」と。
　今までも、行きたくないと言い
つつも、行けば私を振り返りもせ
ず友だちのところに走っていくの
で、気にせず送っていこうと準備
をしていたら、泣きながら「行き
たくない！疲れる～」を連呼。家
を出ようとすると、「人が多くて、
疲れる。行きたくない！」と訴えた。
　少人数制の幼稚園だが、最近新
しく同じ年令の子どもたちが３人
入ってきて、その子たちとのやり
とりに気を使うのか、それで疲れ
ているらしい。
　入園して年少々はしばらく娘一
人だったので、年上の子たちがみ
んな、かわいいとちやほやし、荷
物を持ってくれたり、困ったとき
はすぐに助けてくれたりした。
　だけど、同じ年の子が増え、年
少々さんだけで行動することが増
え、今までは何かあっても年上の
子たちが譲ったり甘えさせてくれ
たのが、同じ年ではそうはいかず、
衝突したり、意見を聞いてもらえ
なかったりして、少なからずスト
レスを感じているようだ。
　お迎え時も、今まではにこにこ
笑顔だったのが、「お母さ～ん！」
と半泣き顔で抱きついて離れない。
こんなに小さくても、家から一歩
出れば自分一人で乗り越えなくて
はいけない壁がある。そういうや
りとりを繰り返して、人間関係を
学び、友だちの大事さを学ぶ。
　泣く娘を置いて去るのは辛いけ
ど、迎えに行くと案外ケロッとし
ている。先生に聞くと「楽しく遊
んでましたよ」と教えてくれる。
　新しく入ってきた子たちも、朝
はママとの
別れに涙。
みんな同じ
想いでいる
のだ。
　私も娘を
信じて見守
ろう。

　息子はエンターテイナー！ 家の
中を探検しては、お気に入りのも
のを手にとり…ありとあらゆる入
れ物の中にポーン！  だから「え？
なんでコレがこんなところに？」
とびっくりすることが多い。
　今日は、カレールーがお風呂場
の桶で溺れていた。洗面台の棚に
あるはずの歯ブラシは、食器棚の
箸立てに立っていた。野菜カゴに
はおもちゃのボールが仲間入り。
　予想不能なだけに、毎回驚いて
しまう！「びっくりしたよ～」と
言っても、「へ？  何のこと？」と
とぼけ顔の息子くん。わが家のエ
ンターテイナーは、君に決定！

エンターテイナー

萩尾かつら／佐賀市

ぞうきん

宮下彩／筑紫野市

　夜中にちくちく針仕事。縫って
いるのは息子のぞうきん。不器用
で、ボタン一つに一晩かかる私。
今までは、ぞうきんも買っていた。
　でも、年中も半ば過ぎ、息子が
保育園でがんばっているのを見て、
私もがんばらないとと決意。いろ
いろあるけど一緒にがんばろうね。
そんな気持ちを込めてちくちく。
　出来上がったのは、ものすごー
く不格好なぞうきん。だけど、お
母さんからのエールが詰まってい
るぞうきん。真っ黒にして、たく
さんたくさん使ってね。またいつ
でも、お母さんが縫うよ。


