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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

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！

かわいい
自己申告
佐藤悦子／北名古屋市
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　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。

受賞おめでとう！

おさがり

萩尾かつら／佐賀市

さっきの
ママ…
山田 裕子／鳥栖市

言葉の宝箱を
開く
古川由紀／伊万里市

　おかーしゃんおかえりー。おとー
しゃんおかえりー。おかーしゃん
おなかすいたー。ダッコしたいー。
おとーしゃんしごとー？　おとー
しゃんといっしょにねたいー。
　ああ、癒やされる。コトバの宝
箱を開けた娘、2歳半。
　毎日が幸せ。あなたの笑顔を見
られることが幸せ。あなたの笑顔
を見て、微
笑む夫を見
られること
が幸せ。
　明日は、
どんな新し
いコトバが
出てくるの
だろう。

頭をなでなで

杉本真美／島田市

　ちょっとしたことの積み重ねで、
長女に対し感情的に怒ってしまっ
た日があった。「叱る」ではなく「怒
る」のは、修行が足りない私にとっ
ては日常茶飯事で、そこは反省す
べき点なのだけれども。
　怒りに任せ、それはもう鬼の形
相で娘を肩に担ぎ、「出て行きな
さぁ～い！」と庭への窓を開け、
放り出さんばかりの私。娘は泣き
ながら「ごめんなさ～い！」と言
うのですぐに怒りを収め、冷静に
言い聞かせて終話。
　しばらくして、娘がニヤニヤし
ながらこう言った。「ママさっきさ、
ゴリラみたいやったよ～」しかも、
プププ～っと思い出し笑いをしな
がら。
　響いてないんか～い！　しかも、
親に向かってゴリラとは。
　と言いつつ、ついつい私も笑い
ながら感情的だったことを謝り、
娘も笑いながら謝ってくれた。
　呆れはしたが、娘との信頼関係
ができている証拠かなと楽観視し
ているのですが、コレってなめら
れてる？  感情的だったことを見透
かされていたのかな？と思ったり
もしつつ…。ぜひ皆さんのご意見
を伺いたいです。

　三姉妹の真ん中。そんな私は、
姉からのおさがりが嫌だった。姉
の名前が書いてある裁縫道具、鍵
盤ハーモニカ…。ピカピカの新し
いものを持っている友だちがうら
やましかったな。
　息子（1歳半）は1人目なのに「お
さがり」が多い。ベビーバス、お
むつ、アルミのお弁当箱、おてふき、
積み木、ブロック、車のおもちゃ…。
どれも主人の実家に大切にしまわ
れていたもの。かつて主人が使っ
ていたモノたちに、30年の時を経
て今、息子がお世話になっている。
　「おさがり」があんなに嫌だった
私が、主人の使っていた弁当箱に
息子のお昼を詰めたり、主人の使っ
ていたブロックで息子と一緒に遊
んだり、主人の使っていたおむつ
を洗ったり…。
　「おさがり」って悪くない。「お
さがり」ってあったかい。

はじめての
3歩
小野原敦子／嬉野市

　3歳になり、保育園の乳児クラ
スでも少しお兄さん風を吹かせて
いる息子。私がお迎えに行くと、
急に甘えたモードがスイッチオ
ン！　「抱っこ～」「おんぶ～」と
せがんできます。
　ある日私が、「おやおや？抱っこ
だなんて赤ちゃんみたいだね～」
と言うと、その日から、抱っこを
せがむ時には「ぼく赤ちゃんだか
ら、抱っこしてー！」とかわいい
自己申告がつくように。
　でもね、そのくせオヤツが欲し
い時には「ぼくお兄ちゃんだから
～」って言うんだもん。
　そうね、背伸びもしたいし甘え
てもみたいお年頃。赤ちゃんとお
兄ちゃんを行ったり来たりしなが
ら、頼もしく育ってね。

　お姉ちゃんに追い付け追い越せ
とばかり、何もかもが早い次女。
　ついに先日、はじめての3歩。3
か月半で寝返り、6か月でハイハ
イし始めたと思ったら、すぐにつ
かまり立ち。
　あっという間にたくましく成長
してる娘。
ママとパパ
のほうが置
いていかれ
そうです。

　脳の仕組みを知って、子育てに
活かそう！という目的の「脳につ
いてのお話会」に参加した。
　私たちのすべてを司る「脳」に
は興味があったし、理論的に学ぶ
のはとても面白く、勉強になった。
　私たちの脳は「生きたい」「知
りたい」「仲間になりたい」とい
う本能があるらしい、とか。後ろ
向きの感情を持った情報は 3～
4日で忘れられるようになってい
る、とか。聞いていて、まさに「知
りたい」欲求がウズウズする時間
だった。
　中でも面白かったのは、子ども
を褒める時、それ以外の時でも、
頭の前頭葉部分（おでこの上部
分）をなでなですると、脳（心）
にとってもいい作用が生まれる
ということ。
　早速、家に帰って実験してみた。
褒める時、叱る時、こうしうてほ
しいと要求する時、さりげなく、
頭（前頭葉）をなでなで。すると、
子どもたちは笑顔になるのだ！
　当然、私もうれしくなって笑顔
になる！　そして、なんだか胸が
あたたかくなる～！　すご～い！
この作用って、これも本能？
　頭なでなで、おススメです！

ママ、
「にっ」だよ

高橋牧／久留米市

　「ママ、『にっ』だよ。『にっ』」。
　仕事で疲れて帰ってきて、「あー、
ごはんつくらなきゃ、どうしよう」
と思っていると、息子（6歳）が
そう言って口をきゅっと結んで口
角を上げ、目尻を下げてニヘッと
してみせてくれる。
　そうだね。ママの顔、固まって
た？   仕事も家も子どものことも、
できているとは言い難い。でも、
子どもがい
てくれてよ
かったな。
ありがとう。

お母さん
という薬
上尾有希子／大分市

　息子が「嘔吐下痢」になりまし
た。生まれてはじめての病気らし
い病気です。新生児の頃から母乳
すら吐いたことがない息子が、わ
ずか2時間の間に4回も吐き、さ
すがにビックリして慌てて病院へ。
　薬をもらい家に帰っても、体調
の悪さからかずっとグズっている
息子。きっとキツいんだよなぁと
思いながらも、抱きしめて「早く
よくなれー！ がんばれ～！」と言
うことくらいしかなく、私って無
力…とちょっと落ち込んだ。
　自分が子どもの頃、病気した時
のことを思い出し、薬よりも何よ
りも、「お母さんの存在、お母さん
が側に居てくれる安心感」が一番
大きかったな～と、ふと思う。
　お母さん
がそうだっ
たように、
わが子にも
「お母さん
の存在が一
番の薬」で
ありたいと
思います。

　今月号のMJ大賞は、上尾有希子さんの
「お母さんという薬」。子どもにとっては、
お母さんの存在が一番の薬。上尾さんはま
だ新米お母さんなのに、わかっていること
がスゴイ。それを教えてくれるのも、わが
子ですね。もう一人は、廣松香奈美さんの
「三番目っていいなぁ」。子どもはみんなに
育てられ、愛される存在ですね。１歳半の
お子さんをちゃんと見ている廣松さんも、
素敵なお母さんです。

んんん
薬薬薬


