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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！

生で
聞きたかった～
原水和子／久留米市

　なんだか娘の発語が遅い感じが
して、本当に悩んでいました。
　二語文もなかなか出ないので、
娘がよく言う「タスケテ～、アン
パンマン～」も、私の中では二語
文としてカウントしていました。
　それが２日ほど前、実家の母に
娘を預けて、免許証更新に行った
時のことです。
　もちろん後追いで泣かれ、「ママ、
すぐ帰ってくるよ～」となだめ、
後ろ髪を引かれるようにして出か
けました。
　免許証更新と買い物などの用事
を済ませて帰ると、母が「そうい
えば、みゆちゃん、あんたが帰る
ちょっと前に、ママ、おそいねぇ
～って、言っとったよ～」と言う
のです。
　！！！！　それって、意味わかっ
て言ってるんだよねー！　本当に、
本当に‼　マジで～！　あ～！　
生で聞きたかった～！
　めちゃめちゃうれしくて、愛お
しくて、娘をギューッと抱きしめ
ました。
　知らないうちに成長していって
るんだな～。まだまだ宇宙語70%
の娘ですが、あたたかく見守って
いきたいです。
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　今月のMJ大賞は、岩橋すみ代さんの
「旅の記憶」。子ども自身が旅のプランを
企画するって、いいですね。写真も、い
つも撮られる子どもが撮る写真も、また
楽しいですね。もう一人は吉原万貴さん
の「おんぶ」。お母さんの背中が一番って、
ちゃんとわかっている。「ママ・おんぶ・
すき」なんて言われたらもうたまりませ
んね。ママの背中でたくさんの愛情を感
じることでしょう。

　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/

今月

受賞おめでとう！

なんでなんで
星人
佐藤悦子／北名古屋市

　このところ、３歳の息子は「な
んでなんで星人」になっています。
　「なんでお洋服着るの？」「なん
で保育園いくの？」「なんでお母さ
んお仕事なの？」「なんでお空がピ
ンクなの？」「なんでお月様はまぁ
るかったり半分だったりバナナみ
たいになるの？」…一日中質問責
めです。
　たいてい「なんで」に答えても、
さらに「なんで」が飛んできますが、
たまに良い答えをすると、一発で
「そうなんだー」と納得するので、
その時はよっしゃ！の気分。
　日々、息子の合格点をもらおう
と、必死に良い回答を考えている
私は、さな
がら笑点
メンバー
です。
　座布団
10 枚 貯
まるかな
（笑）。

おんぶ

吉原万貴／佐賀市

　つい先日の朝、起きるやいなや
娘が、「ママ　おんぶ　すき」と言っ
てくれた。今まで「ママ　すき」
とか「ママ　大好き」とかは言っ
ていたけれど、はじめての表現。
　そんなことまで言えるように
なったのー！とすっごく、すっご
くびっくりしたのと、うれしいの
とで胸がいっぱいに。
　その言葉がもう一度聞きたく
て、「ママのおんぶが？」と聞い
てしまう。
　たぶん、バルーンフェスタの帰
り道、妹とその婚約者と私と夫が
代わる代わるおんぶしたのを覚え
ていたのだろう。その時はなんに
も言ってなかったのに、数日経っ
て思い出したのかな。
　妹のおんぶは？と聞くと、首を
振る。妹の婚約者のおんぶは？と
聞くと首を振る。パパは？と聞く
と「じょうず、ない」だって。ちょっ
と吹き出してしまった。
　たしかに夫は、体が硬くて腕が
後ろに回りにくく、おんぶしてる
と血流が滞って手がしびれてくる
らしく、おんぶの時間が短い（笑）。
　ママは？と聞くと、やっぱり「マ

マ　おんぶ
すき」って。
もう、かわ
いいではな
いか。

はじめての…

河口緩美／南アルプス市

　長男、人生初の虫歯。
　歯医者さんで。「大きい口を開け
ていれば、すぐ終わるからね～」
のやさしい声が聞こえる。
　「お母さんと一緒に入る？」に
ちょっと間があって、一度私の顔
を見て、決意して入っていった。
イヤな音、がんばってる。
　だからちゃんと磨けって言った
のに～とか思うとこはあるけど。
仕方ないね。
　がんばれ～！そんで、ちゃんと
歯を磨けよ～。

　３か月になる菜月が泣いている
と、「なっちゃん、おっぱいかな？
オムツかな？　だっこするけんね
～」と、2歳4か月になる実菜美。
　私がいつも、菜月にかけている
言葉。
　実菜美は私の声かけを聞いてた
んだなぁ～。
　この前は足をバタバタさせる菜
月に布団をかけ直してくれていた。
　これもいつも私がやってたこと
だ。見ててくれてたんだぁ。
　小さいお母さん、ありがとう。

小さいお母さん

森永亜希子／小城市

旅の記憶

岩橋すみ代／横浜市

　子どもって、あちこち連れて行っ
ても「え～覚えてないの…（泣）」
ということが多々あります。
　それは、どんなに素敵で素晴ら
しいところでも、親が立てた計画
にくっついて行くだけだからなん
だそうです。
　小学生くらいになったら、親子
もしくは子ども自身で、旅行計画
を立ててもらうとよいそうですよ。
　わが家では娘に写真を撮っても
らうことにしていますが、自分な
りにアングルを考えたり、ズーム
したり。時にはバクバク試食して
いる母の姿があったりで、「へ～こ
んなところ撮ったんだ～」と、あ
とで見て驚くこともしばしば。「な
に、これ～？」「なんでこれ撮った
の？」「いや～なんとなく」てなこ
ともあり、子どもの視点は面白い。
　宿にあったダイヤル式の電話に
も、娘は興味津々。四六時中いじ
くり回しており、最後はしっかり
写真におさめていましたよ。
　あっという間に成長してしまう
子どもたち。あと何回一緒に旅行
してくれるかな。母の大切な友人
に会いにいった「飛騨高山の旅」
の記憶、大人になっても覚えてい
てくれるといいな～。

次の
ステップへ
奥永菜穂子／久留米市

　最近、長男4歳が「抱っこ」と言っ
てくれるのがうれしい。
　そんな長男が今夜、「お母さんの
お膝、ぼくも座ってみてもいい？」
と言った。
　もちろんいいよー と返事するや
いなや長女2歳が私の膝の上へ。
　奪い合いのけんかになったので、
長男に「ちょっと待ってね」と伝え、
長女を寝かしつけた。
　しばらくして長男のところへ行
くと、横になって目を閉じていた。
　おまたせーと約束通りお膝に乗
せた。もう寝てしまっていた。
　次女9か月と長女はよく膝の上
に座らせる。泣いたり乗ってきた
り、なんとなくだったり。
　長男は言わないだけだったんだ。

　平日の朝 8
時、「日刊お母
さん業界新聞
メール版」を発
行しています
（無料）。お届けするのは、この
ページにあるような、お母さん
記者による、心がほっこり、お
顔はにっこりのほんわかメール。
　メール版をまだ読んでいない
方は、今すぐ登録を！

o@sg-m.jp

メール版もよろしくね！

憶憶憶


