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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

提供●地球納豆倶楽部
http://www.natto-club.com/

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！

コピーロボット
が欲しい！

藤井裕子／東京都

　息子6歳、娘3歳の兄妹。いつ
も仲良く遊び、穏やかな性格の2
人も、夜になると必ず「お母さん」
の取り合いでもめます。
　お母さんのどっち側で寝るか⁉
は決まってきた様子。問題はお母
さんがどちらに顔を向けるか。
　平等に真正面向くも、無理やり
顔を自分のほうに向けようとして
ちっとも寝入らない2人。とにか
く寝てほしいなと、先に眠くなる
娘側に寄り添い、寝たら息子側に
寄り添う日々でした。
　息子が「今日は昇級試験に合格
した日なんだから、こっち向いて。
妹の授乳中もお母さんの背中で我
慢してたんだから、今日はこっち
向いて」。
　授乳中も息子は背中にペタンコ
していーい？とひっついていたの
で、それを気に入っているものだ
とばかり思ってたよ。「背中なんか
お母さんの顔が見えないやん！」っ
て言われて、ショックよ～。
　たくさんたくさん我慢してたん
やね。「じゃあ 今日は息子のほう
見て寝るね！」言うたら、今度は 
娘が背中のほうで「お母さんの顔
が見えなーい！」と泣く。
　お母さん、コピーロボットが本
気で欲しくなりました。

子は鎹と
いうけれど
中村あす香／鹿児島市
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　今月のMJ大賞1つ目は、岩根直子さ
んの「ガリガリ」。息子さんの表現力もス
ゴイけど、その息子に感動しているお母さ
んが素晴らしい。それができたら、子育て
はたまらなく楽しいですね。2つ目は西村
美香さんの「夢叶う」。夢をあきらめずに
描き続ければ、必ず叶う。西村さんの夢、
「冒険遊び場をつくること」には地域の人
を笑顔にしたいという願いが込められてい
ます。お母さんならではの言葉ですね。

　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。

今月

受賞おめでとう！

おかあさん、
あのね…

森永亜希子／小城市

おかえり

厚海有美／横浜市

ママ、ウンチ
行ってきます

池田彩／久留米市

　一日に何回「ママ」って呼ばれ
るだろう。一番忙しい朝の時間が
一番多い。ママ、おしっこした。
ママ、着替え～。ママ、水筒入れた？
　ママ、ママ、ママ。一番の代表
格はこれ、息子の「ママ、ウンチ行っ
てきます」。

ガリガリ

岩根直子／久留米市

　朝、窓の結露とりをしていると
「かずもする～」と息子かずぼん。
そこで今日は、私が布団を畳む間
に、かずぼんに結露取りをお願い
した。そしたらかずぼんが「ガリ
ガリ」と言った。
　？？？　窓を見ると結露が凍っ
ていた。ほんとに結露取りを滑ら
すと「ガリガリ」。
　感動です！　この状況ははじめ
てなのに、ガリガリと表現したの
ですから！
　子育てしていて面白いことの一
つが、子ども自身の発見。擬音や
鳴き声の表現。
　たとえば、犬は一般的に「ワン
ワン」。でも本当に子どもにそう聞
こえているのかな～と。飛び跳ね
る様は「ぴょ～ん」。大人がその表
現を口にしなかったら、子どもは
どんな風に表現するのかな～って
思うんです。
　でも、子どもに少しでもモノや
コトを伝えたいと思うと、大人の
感性で感じた音や一般的な音をつ
い言ってしまっているので、なか
なかチャンスがない。
　そこに今回のガリガリ！　
　私も「ガリガリ」と表現すると
思うので、
同じように
感じるんだ
～！ と 感
動。おもし
ろい～。

　 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！

リリリ

　子どもの頃、学校帰りに近所の
おばちゃんやお友だちのお母さん
に会うと、「あら、ゆみちゃん、お
かえり～」と言ってもらえること
がよくありました。ちょっと不思
議に思ってました。私のお母さん
でもないし、まだ家に着いてもい
ないのに、なんでみんな「おかえ
り」って言うんだろうって（笑）。
　でも先日、子どもたちの下校時
間に、娘のお友だちの男の子が私
の姿に気づき、道の向こう側から
大きな声で「ナッチャンママー！」
と呼んでくれた時。「○○くん、お
かえりぃ～！」と叫んでいた私が
いました。
　当時「おかえり」と声をかけて
くれたおばちゃんたちの気持ちが、
ようやくわかった気がします。
　今日も元気に学校での時間を過
ごせてよかったね。おうちまで気
をつけて帰ってね。そんな気持ち
から出てくる「おかえり」の言葉。
　わが子だけでなく、わが子のお
友だち、地域の子どもたちがみん
なかわいくて、みんな大事。地域
の子どもたちみんなを、地域の大
人たちみんなで声をかけて見守っ
ていけたら、悲しい事故や事件が
なくなるんじゃないかなぁ、なん
てことを思っています。

　「おかあさん、あのね…」。2歳4
か月の娘が突然言い出した。たく
さん言葉を覚え、お話してくれる
ようになってきてたから、いつ覚
えたんだろうって不思議だった。
　「あのね…」の後は続かなくて。
それでも「なあに」って。このや
りとりが何十回も続いてきたけれ
ど、今年に入って「あのね…」の
後が続くようになった。
　まだ何を話してるかはわからな
い。でも「おかあさん、あのね」
だけはしっかりと聞き取れる。 必
死に話してる姿はかわいらしい。
　それともう一つ。私の背中にお
んぶしてると「おかあさん、うし
ろ向いて」って。
　「おかあさん、あのね」も「おか
あさん、うしろ向いて」も、「私を
見て！」っていう、娘なりの気持
ちなのかも
しれません。
次 か ら は、
この瞬間を
見逃さずに
いたいな。

テレビに閉じ
込められる
奥永菜穂子／久留米市

　「今度、○○兄ちゃんの結婚式に
行くからお洋服見に行こうか」と
長男（4歳）に声をかけた。
　すると長男「結婚すると !?　結
婚したらテレビに閉じ込められる
よ！」。
　なんのことやらと思いめぐらし
ていると、「だってね、おじいちゃ
んもおばあちゃんもみんな閉じ込
められとったやん」。
　あー結婚式のDVDのことか～。

　帰宅したパパが、眠っている次
女を見てニヤけながら一言「笑っ
ちゃうくらい、かわいいよね～」。
　仕事で疲れて帰ってきても、子
どもたちが起きていれば、長女を
肩車、次女をおんぶして2人の熱
い歓待に応える。娘たちとパパが
楽しそうに遊んでいる姿を見るの
が、私の何よりの幸せ。子は鎹と
いうけれど、まさに実感する日々。
　放浪生活で自由に過ごしていた
30代。結婚し一処に留まり、家庭
に縛られ子どもに尽くす日々に堪
えられるか心配だった。旦那は好
きだけど、子どもがいなければ旅
に出てるなと思うこともしばしば。
　旅にはいつでも行けるが、幼い
子どもたちと過ごす濃密な時間は、
きっと今だけの特別なもの。子ど
もたちから真っ直ぐにぶつけられ
る掛け値なしの愛情をたまに重た
く感じることもあるけれど、相思
相愛。それどころか、欠点だらけ
のこんな母ちゃんを全部受け止め、
大きな愛で包んでくれる。ありが
とう、ありがとう、大好き、大好き。


