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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

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！

捜索願い

内田恵利／横浜市

　金曜日。娘は学校から帰るとウ
キウキしてお友だちのおうちへお
泊りに出かけました。翌日のお昼
前に解散の予定が「お母さん、午
後も遊びたいからお弁当つくっ
て！」と電話で注文が入った。
　急いでお弁当をつくって届ける
と、「昨日は3時間しか寝てないの。
だって枕投げしてから、明日何す
る？って話してて、1時になると
オバケが出るっていうから怖くて
眠れなくなっちゃって、朝は4時
に起きちゃったから～」と楽しかっ
た夜時間をしゃべるしゃべる。
　その後、お弁当持参で公園へ出
かけた女子4人を見送り、私もお
出かけ。
　4時過ぎに家に帰ったが娘の姿
はなし。5時…まだ帰ってこない。
あれ、リュックがある。リュッ
クを置いてどこへ？　6時…まだ
帰ってこない。遅いな～。6時半
…まだ帰ってこない。こんなに遅
くなることないよなぁ。どうした
んだろ？と心配になり、一緒にい
た子のお母さんにメールを入れた。
　「え？ 帰ってないの？」という
返信を見る前にひらめいた！　
　夕べ寝てないって言ってたし…
寝てるかも！  スマホを握りしめて
2階へ走る。「ぐおー！」布団に大
の字になって寝ている娘、発見！ 
　なんだよ～！と思いながらも、
爆睡している娘の姿から満足感が
見て取れる。楽しかったんだろう
な～。友だちのお母さんにも、「寝
てた～」って連絡して一件落着。
　まさかしっかり寝に入っていた
とは（汗）。確かにリュックあった
けどさと娘に話すと、靴もあった
でしょと、しゃあしゃあと言う。
　まさか、寝てるとは！ 今度は布
団を見てから捜索開始しないとね。
　今度は「上で寝てます」ってメ
モを残しとくね、って。「今度」が
あるのか…。

小さく
なりたい
中村あす香／鹿児島市

どうぞ

萩尾かつら／佐賀市

　お友だちと遊んでいる時。何も
言わずに突然、お友だちのおもちゃ
を奪い取っていた息子。
　最近は…両手を出して、「かちて
（かして）」と言いつつ、でもお友
だちのおもちゃを奪い取る。今日
は、「かちて（かして）」と言って
奪い取る…ことが続いたあと、息
子が遊んでいたおもちゃを「どう
ぞ」と言って友だちに渡した。
　そんな2人のやりとりを見てい
た私とお友だちのお母さん。その
お母さんが「たくさん取ったらあ
げたくなるんだよね」って一言つ
ぶやいた。
　息子に「たくさん取る」という
経験をさせてくれるお友だち。い
つもおもちゃを横取りしてごめん
ね。そして、取ったり取られたり
を安心して一緒に見守れるお友だ
ちのお母さん。お友だち親子にあ
りがとう。こうやって一緒に、息
子たちの小さな小さな変化を見て
いけるってありがたいな。

おやじは
うなずくだけ

福田博規／茨木市

　9時半に家に帰ったら、娘と息
子が同時にいろんなことをしゃ
べってくる。
　2人とも、ツッコミ合って、は
しゃぎ合っているから、きっと今
日も楽しい一日だったんだろう、
と察しはつく。つくが、やかまし
すぎて、よおわからん。
　話が一段落したら、「さあ2人と
も、お父さんに話して、気い済ん
だやろ。布団に入り！」妻は子ら
を部屋に追い立て、「お休みっ！」
と強制消灯。
　「これぐらいじゃないと、子ども
の健康は守れへんからね！」と、
パスタをゆがきながら、胸を張る
奥方様。
　ぼくがたらこパスタを頬ばる間
中、この方が娘と息子のおしゃべ
りの内容をご解説くださるのだが、
早口すぎて、せっかく熱く語って
くれても、これまたよおわからん。
　ぼくはただ
みんなの話の
腰を折らない
ようにうなず
くだけなので
あった。
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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！

提供●地球納豆倶楽部
http://www.natto-club.com/

  今月のMJ大賞は、「旗当番」の藤井裕子
さん。お当番ご苦労様です。藤井さんの子ど
もの頃、そして今。わが子を持って、地域の
大切さを感じますね。子どもたちの笑顔は地
域の宝です。もう一人は、「泣けなくなる日」
の三木春菜さん。実家のお母様の言葉で、気
持ちがすっきりしましたね。そう、子どもは
思いっきり泣いて、思いっきり笑って、成長
していきます。その姿を愛おしく思える三木
さん、素敵なお母さんです。

　長女が唐突に、「お母さん、どう
やったらのんちゃん（次女）みた
いに小さくなれるの？」と聞いて
きた。
　「小さくってどういうこと？　み
いちゃんも、この前まではおんな
じように小さかったんだよ」と言
うと、「やだ、もっと小さくなりた
い！」って。
　私が次女を、ちっちゃくてかわ
いいと猫かわいがりするので寂し
かった様子。
　長女の前で次女をかわいがりす
ぎない、とわかっていても、2歳
になり、今がかわいい盛りの次女
についつい目尻が下がり、抱っこ
して頬ずりしてしまう。
　思えば1年半前、長女も同じく
らいの歳だったけど、幼い2児の
世話に精一杯。赤ちゃんだった次
女を守り育てることばかり考えて、
長女の一番かわいかった時期を、
ゆったりとした気持ちで愛でるこ
とができなかった。
　今は気持ちに余裕ができて、ま
だまだ小さい次女が何をしてもか
わいくて、自然に顔がほころび、
笑顔になる。
　そんな様子を敏感に感じて、長
女なりに一生懸命考えたのだろう。
　長女の言葉にハッとして、しまっ
た！とドキッとした。
　時間は取り戻せないけれど、ま
だ間に合う。まだまだ長女もかわ

いい盛り。満
ち足りた気持
ちで過ごせる
ように、甘え
たい長女の気
持ちをしっか
りと受け止め
よう。

小さな王子様

上原倫子／鹿児島市

　男の子は小さな王子様、小さな
彼氏というけれど…。
　本当にそう！
　パパとママがケンカをしている
と、ママの首に腕を回し、パパを
睨みながらウェェェーン！と泣い
てくれる。何かあると、すぐママ
の頭をいい子いい子してくれる。
ソファに座っていると、隣りにチョ
コンと腰掛けて、手をつないでく
れる。
　ママの小さな王子様。そのうち
ママなんて、
見向きもし
なくなるん
だろうなぁ。
　今だけの
小さな彼氏
との時間…
大事にしよ
う！

　スーパーのレジで精算している
時に、隣のレジに並んでいたおば
あちゃんが、娘に何やら話かけて
くれていた。
　精算が終わり、娘を抱っこして
おばあちゃんに会釈したところ、
娘に向かってこんな言葉をかけて
もらった。「幸せね～ お母さんと
一緒で」。
　わあー、シンプルだけど、とて
も重みのある言葉。
　おばあちゃんには娘が幸せそう
に見えたのかな？ 娘は、おばあ
ちゃんの言うように幸せに感じて
るのかな？  そう感じてくれていた
らうれしいな～。私といるだけで
子どもは幸せなのか～。一瞬でい
ろんなことが頭をめぐった。
　おばあちゃ
ん、やさしい
笑顔と声かけ
をありがとう
ございます。
今の私には、
とってもあり
がいお言葉で
した。

おばあちゃん
からのお言葉

西村美香／鳥栖市


