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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！

　長男が友だち一家と7泊8日の
旅に出ています。うちから500km
ほど離れたバルト海沿岸のコテー
ジに泊まるという家族旅行に連れ
て行ってもらっています。
　親友のお兄ちゃんが、日本に短
期留学中でいないので、退屈だろ
うと思ったお母さんが、お兄ちゃ
んの代わりにと、息子を誘ってく
れたのです。
　1週間、家族休暇村のようなと
ころでプールに入ったり、海岸で
遊んだり、キールというハンザ同
盟の都市を訪ねたり、スポーツセ
ンターで卓球をして遊んだり…と
いうのんびり旅行らしいのです。
　泊まるのはコテージなので食事
はついておらず、毎日三食友だち
のママがつくってくれるそうです。
　息子は二つ返事で機嫌よく出か
けていきましたが、いくらしょっ
ちゅう遊びに行ったり泊まりに
いったりしている一家といっても、
離れた土地で、よその家族とずっ
と一緒って、ホームシックになら
ないかなぁと、なんとなく心配。
　もちろん、あと6日経ったら
「あー楽しかったっ！」って、帰っ
てくると思うけれど。
　息子も、もう11歳。ドイツでは
18歳が自立の目安になっていて、
家を出る子も多いので、あと7年
しかないことになる。
　そう考えると、今まであっとい
う間だったなぁ。なんだか急に気
になりだした親離れ、そして子離
れ…。私たちも、少しずつ慣れて
いかないと。

かわいい子に
は旅をさせよ
ヒラー瑞子／ドイツ

阿修羅の
ごとく？

中村泰子／朝倉市

　子ども3人を連れているとよく
「おー、もうベテランやね」って言
われます。
　とんでもございません。3人子
育てははじめてです。どれもこれ
もままならず。日々奮闘中でござ
います。
　3人同時に泣いた時の、まぁ、
騒々しいこと！ もう、どこからど
う手をつけたらよいのか。私は、
じーっと遠い目をして固まってし
まいます。
　朝の身支度も食事もお風呂も嵐
のようで、もっと一人ひとり丁寧
にお世話してあげたいのに、なか
なかできません。
　特に2番目の子。この間の朝、
「あ、鼻水が固まってる、拭いてあ
げたい」と思って、濡れタオルを
持って来ようとしたら、3番目が
泣き出してオムツを替えて、しば
らくして、「あー、そうだった。2
番目の子の鼻水、鼻水」と、タオ
ルを濡らしに行ったら、今度は長
女が幼稚園に持っていくタオルを
探してて一緒に探し始めてしまい、
そうこうしているうちに幼稚園に
送る時間になり、昼食をつくる時
間になり、3番目の授乳の時間に
なり、そのうち鼻水のことをすっ
かり忘れてしまい、夕方になって
やっと、「あ！ 鼻水！」と思い出し、
ようやくめでたく、やっとこさ鼻
水を拭いてあげられました。
　そんなこんなでドタバタな毎日。
また言うけど、本当に一人ひとり
丁寧に接したいとばってん。あー、
阿修羅のような体になりたいっ！

　とうとう始まってしまったよう
です。夜泣き…。ここ３日間、0
時前に必ず泣いて起きてしまう…。
抱っこしても何してもダメ…。30
分以上ギャン泣き…。普段は息子
の泣き声位では絶対起きないダン
ナもさすがに起きるほどの大声…。
　おむつ？　おっぱい？　暑い？
どっか痛い？　こわい夢でも見た
かな？…
　…お母さんって…本当に大変…。
でも、ほとんどのお母さんが同じ
ような事経験してるんだよな…。
凄いな～…お母さんって…。私、
…やれるかな…？
　ギャン泣きの息子を抱っこしな
がら目の前にまた出口の無いトン
ネルが見えているような気がして
夜が怖くて…、涙が出ます…。

夜泣きが
始まった！
上尾有希子／大分市

　同じ顔でいちごをほおばり、同
じ顔で虫を見せに走って来て、同
じ顔で寝る。
　それを、平和だねぇ、と眺める親、
私たち2人。
　一人っ子同士だから、兄弟姉妹
がどんな存在なのか知らなくて、
にぎやかな家に憧れて…。
　同じ顔なのが、毎回面白い。

同じ顔して

山中菜詩／松戸市

あたたかい
隣組
岩根直子／久留米市

　隣組は15軒、わが家が一番若い
世帯。そして息子が一番ちびっこ。
家族３人、皆様にかわいがってい
ただいております。
　今日は公民館掃除でした。雨が
降っていなかったので、息子と参
加。公民館に着くと、「かずくんも
来たね～」と皆さんが声をかけて
くださる。即戦力にもなんにもな
らんけど、雑巾を持ってそれっぽ
く拭き掃除をする息子に、またま
た「かずくんもしてくれよるね～」
と言ってもらう。
　みんなが気にかけてくださるの
で、適当に放置して掃除に集中。と、
そこに遅れて長老様登場。「ここに
顔出したら元気になるやろう」と
言って。そしたら、今度はみんな
がその方を囲む。
　あったかいな～。小さい子ども
がいないのは残念だけど、自然が
いっぱいで、あたたかいご近所さ
んがいるこの環境。改めて、その
ありがた
さを感じ
た一日で
した。

変な焦り

吉富みな美／唐津市

　娘も2歳になり、イヤイヤ言う
ことも増えたけれど、それ以上に
自分でできることも増えた。
　振り返ると随分手がかからなく
なって…。周りから「2人目は？」
とよく聞かれる。が、まだ娘とラ
ブラブしたい気持ち。
　ゆっくり眠れるようになった静
かな夜。今の環境であのつわりに
耐えられるかという気持ちと、さ
らに仕事も忙しくなったことも
あって、まだ2人目は…。
　でも最近、周りに「2人目」の
幸せな知らせが多く、うれしい気
持ちと複雑な気持ちで揺れている
自分がいる。2人目は欲しいけれ
ど、仕事始めてなかなか妊娠でき
ない風潮や娘を育てながら妊娠生
活を送る不安…。
　次は男の子をという見えない重
圧感。一人の時間が持てる今の環
境。でも2人目が欲しい…。
　母心は複雑です。

　　　 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。

受賞おめでとう！

　今月号のMJ大賞は、安達真依さんの
「寝室事情」。ダブルの布団に３人があっ
ちこっち。お母さんはどこに寝るのでしょ
う。そして、お父さんは離れ小島へ。素
敵な家族のシーンですね。母ゴコロ賞は、
福田重満子さんの「お母さんも入園しま
す！」。とうとうその日が…。誰もが経験
する旅立ちの日ですが、大変だった日々
が一気に蘇り、さみしいけれど幸せな時。
じっくり味わってください。

提供●地球納豆倶楽部
http://www.natto-club.com/


