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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！

　11月から3か月間通った職業訓
練校では、はじめてのことをたく
さん学び、検定試験を受けたり、
女子グループでお弁当を食べたり
と、楽しく充実した学生生活を送
ることができました。
　そして、修了前には内定をいた
だくこともでき、いよいよ4月か
らは社会復帰と、楽しみにしてい
ました。
　ところが、訓練校も残すところ
あと3日というところで、なんだ
か体調がおかしいことに気づきま
した。ごはんが食べれないぞ…や
たら眠い…まさかなぁ～と思いな
がらも病院へ。
　新たな命が、うちにやってきて
くれました。
　うれしい反面、やっとの思いで
内定までいただいて、もうすぐ働
けると思っていた時に…という気
持ちが。
　1%の可能性にかけて内定先に連
絡するも、採用を辞退する方向に。
　「命が大切」と頭ではわかってる
んだよー‼　でも、でも…と、す
ぐには割り切れない自分に対して、
すごく苦しくもなりました。
　けれども何日かして、「今は息子
と2人の時間を大切にしなさいっ
て言われているんだな」と、ふと
感じることができました。
　息子が生まれてからも、自分だ
けの時間が欲しくて、いろんな講
座に参加するなど、割と忙しくし
ていた私です。
　でも最近は少しずつ、ゆっくり
ゆったりと息子と向き合うことが
できるようになってきました。　
　残り少ない、息子と2人だけの
時間。大事に大事に過ごしていこ
うね！

2人だけの
時間
下薗未希／鹿児島市

のの声援

中村あす香／鹿児島市

　数日前までは、私が怒ると、「マ
マ嫌い！」と反抗していた長女が、
「怒っても、ママのこと、好きだよ」
と言うようになった。
　この言葉に唖然とし、長女に
「怒ってごめんなさい」と謝った。
　これまでは、私にきつく叱られ
ると、黙って布団に潜り込み、一
人でしくしく泣いていた長女。し
ばらくして私の様子を伺い、なん
とか仲直りしようと近づいてくる
のだが、私はすぐに自分の気持ち
をおさめることができず、長女の
気持ちを知りながらも、素っ気な
い態度しかできなかった。
　悩んだ長女は、そんな母ちゃん
でも嫌いになれないと考えたのか。
　幼子がどんな思いで悲しい気持
ちに耐えていたのか、想像すると
申し訳なく…。自分を反省し、こ
れからは極力怒らないようにしよ
うと改めて思いました。
　すると今度は次女までが、いつ
のまにか私を気遣うようになり。
家事の合間に、ふとため息をつい
ていた私のところへやってきて、
私の肩にそっと手を乗せ、顔を覗
き込みながら、「ママ、だいじょう
ぶ？」と聞いてくるように。
　台所で料理をしていると、後ろ
から2人して、「がんばれがんばれ、
マ～マ！」と応援してくれている。
　慌ただしい時間帯。バタバタと
食事の支度をしながら、「母ちゃん
は忙しいから！」と子どもたちに
訴えていたのが、こんな形で返っ
てくるなんて…。
　まだまだ幼くて、ママ、ママと
甘えるだけだと思っていた子ども
たちが、私を思いやり、労ってく
れていることに驚きと感動。　　
　「ありがとう。母ちゃん、がんば
るね！」と手を振って応えました。

　「こんちゃん（3女）が寝たら、
隣に来てね」。夜、寝る時に、上の
2人が決まって吐くセリフです。
　そして、長女ふうちゃん5歳と
次女ゆうくちゃん2歳は、2人の
間に私が寝られるようにスペース
をつくって眠ります。
　でも夜間授乳もあるし、結局朝
まで、私は三女の隣。
　するとふうちゃんと、ゆうくちゃ
んは、いつの間にやら、2人で抱
き合って寝ているのです。
　美しき、あー、姉妹愛。

姉妹愛

中村泰子／朝倉市

射抜かれた
ハート
佐藤悦子／北名古屋市

　「おかあさん、すきー！ おか
あさんもぼくのこと好きでしょ
お？」そう言って顔をぐっと近づ
け、鼻をくっつけてくる息子。
　「壁ドン」ならぬ「鼻チョン」に、
母のハートは射抜かれてしまい
ます。
　さらに、「ちゅー！」と口をと
んがらせてキスのおねだり。
　「ほっぺも！おでこも！お鼻
も！お目々も！」と顔中にキスの
おねだりをされ、お返しに顔中に
キスの雨。
　母の胸に刺さる矢は、もう抜け
そうにありません。

片付け

川田理佐子／久留米市

　高学年～中・高生を持つママ友
数人と愚痴話になった。
　「片付けない子ども」へのストレ
ス。将来これで大丈夫なのか…と 
いう思い。「怒っても返事だけして
聞かんもんね。私、頭に来てベラ
ンダに全部捨てたこともあるよ」
と、あるある話のオンパレードで
盛り上がる。
　あるお母さんが、「私、小さい頃
片付けできんかったよ。今も苦手
だけど」の発言に、みんな自身に
目を向ける。そして、「大人も子ど
もも同じよね。しないといけない
時には、きっとするよね。でないと、
自分が困るしね」。子どもはみんな
わかってる。怒りながらも、結局
は親が片付けていることを。かく
いう私も、来客直前の部屋の片付
けに、家庭訪問前の大掃除はいつ
ものこと。「やらないといけない時
にできたら十分だよね」。
　母たちの愚痴は、話すことで解
決できました。

増えた
お母さん
池田  彩／久留米市

　久々に子どもたちをパパに任せ
て外出した。
　夜の19時～21時。いつもだっ
たらごはん、お風呂、寝る準備
で３人の子どもたちとワーワー
ギャーギャー、一番忙しくしてい
る時間だ。
　用事を済ませて帰ってくると、
子どもたちと夫が、ギュッとなっ
てテレビを見ていた。夫の上に長
女がいて、その上に次女（1歳 2
か月）がいて、その横に寄り添う
ように長男がいる。
　ピクリとも動かずに無言で
ジーッとテレビを見つめている姿
を見て、泣いていた次女をみんな
であやしてたんだなとわかった。
　なるほど。泣き疲れて眠ってい
る次女を起こさないようにジーッ
としているんだ。
　私にもシーッと言わんばかりに、
目で合図を送ってくる3人。
　ほんの２時間の間に、お母さん
が一気に３人も増えた。

　　　 お母さん記者（MJ記者）は皆フツーのお母さん。子ど
　　　 もとの他愛もない出来事や、毎日の気づきを発信して
います。老若男女大歓迎。本紙年間購読料3000円のみ必要。
E-mail：info@30ans.com　TEL045-444-4030

MJ記
者

MJ記
者

募集！募集！

2014 年（平成 26年）10月号　＜ 6＞         

　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。

が

受賞おめでとう！

　今月号のMJ大賞は、下薗未希さんの
「２人だけの時間」。ようやく新しい一歩
を踏み出す時に…。そうです。命の誕生は、
何億分の一の確率です。これからの十月
十日を息子さんとラブラブな毎日をお過
ごしください。もう1人は、川田理佐子
さんの「片付け」。うんうんと頷けました。
誰もが通る道。みんなでグチりながらも
ちゃんと解決することはする。やっぱり
お母さんですね。

提供●地球納豆倶楽部
http://www.natto-club.com/


