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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！

ママがいい！

中村あす香／鹿児島市

　実家に遊びに行って帰る時、「帰
るよ～、靴履いて～」と子どもた
ちに声をかけると、次女（２歳）が、
「いや！  帰らない！」と言う。
　「もう帰る時間だよ、お外が暗く
なるよ」と言っても、「帰らない！」
の一点張り。
　私もムキになって、「じゃあ、お
じいちゃん家にお泊りする？」と
聞いても、「泊まる！」と言い張る
次女。そう言われながらも、なん
とか連れて帰るのだけど、心の中
では、「もう親離れ？」と少しさみ
しく感じていた。
　今日、寝かしつけの時間に家事
が終わらず、父ちゃんに子どもた
ちの寝かしつけを頼んだ。
　長女は喜んで布団に入り、数秒
で熟睡。次女は灯りを消した途端
に号泣。何を言っているのかわか
らないくらい激しく泣き叫び、台
所で食器を洗っている私の元に
やって来た。
　「ママ～！  ママがいい！  ねんね
～！」としゃくりあげながら泣き
叫ぶ。「もうちょっと仕事があるか
ら、お父さんとねんねして」と言
うと、「いや～！  いやだ～！」と
さらに号泣。
　「でもね、のんちゃんは、おじ
いちゃん家にお泊りするんでしょ
う？　おじいちゃん家にはお母さ
ん居ないから、練習しておこう？」
と、ちょっと意地悪で言うと、「い
や～！  ママがいい！  ママ抱っこ
～！」と地団駄を踏み、顔じゅう
涙と鼻水でべたべたになりながら
泣き叫ぶ。
　そんな様子がかわいいやら、笑
えるやら。
　次女を抱き上げると泣き止み、
ひっくひっくとしゃくりあげる小
さな体をぎゅっと抱き締め、「まだ
まだ母ちゃんの、のんちゃんでい
てね」と、心の中で呟いた。

何もできない
という価値

池田彩／久留米市

お兄ちゃん
の涙
佐藤悦子／北名古屋市

　上の子も見守る中での第二子出
産となりました。「生まれたねぇ、
泣いてるねぇ！」と赤ちゃんの誕
生を喜んでくれる上の子。「お兄
ちゃんになったね、おめでとう」
とお父さんに声をかけられ、なん
だか照れくさそうにしていました。
　ところが、私が赤ちゃんを胸元
に抱き寄せ、カンガルーケアをし
始めると、突然、上の子が泣き始
めました。声を上げるでもなく、
静かにツツーと頬に涙を伝わせて。
　そのあまりに子どもらしからぬ
泣き方に、胸がぎゅっと締め付け
られました。やっぱり、お母さん
が取られたような気がして、悲し
くなっちゃったんだろうなぁ。
　赤ちゃんを受け入れながらも、
悲しさを我慢して見守ってくれた
上の子が、これまでにも増して、
愛しくて仕方ありません。すぐさ
ま「こっちにおいで、お母さんと
ぎゅ～しよ」と呼び寄せ、思う存
分甘えさせてあげました。
　気持ちが落ち着いたのか、それ
からは元通り。「抱っこ抱っこ！」
と甘えてくることもあるけれど、
お兄ちゃんらしい頼もしさを見せ
た時ほど、その裏にさみしさが隠
れていることを忘れないでいよう
と思えた、お兄ちゃんの涙でした。

肝っ玉母ちゃん
になるぞ

吉原万喜／佐賀市

　4月から仕事が増えてぐったり
の毎日。時間ややることに追われ、
子どものことも中途半端な気がし
て…。私母親として、娘のことを
ちゃんと見てあげられてないのか
もと不安になったり、反省して立
ち返ったりの日々。
　そして5月、新しい命が宿った。
　つわりがきつくて、特に夕方以
降は何もできず、ずっと横になっ
ていた。気づけば夫が早く帰って
きて、娘をお風呂に入れ、ごはん
を食べさせ、寝かしつけてくれて、
私はずっと寝ていることができた。
　そうか、私だけで子育てしてる
つもりだったけれど、そうじゃな
かった。きつくてダウンしたら、
夫が力を発揮してくれた。
　娘が生まれて3年。夫はすっか
り父親に成長している。しかも本
当に子どもの気持ちをくみ取るの
がうまい。
　娘が生まれ、産後クライシスに
陥っていた私たち。時間をかけて、
今の姿になったんだね。そのこと
を思うと、今、余計に家族として
強くなった気がしてうれしい。
　夫のおかげで娘も満たされてい
る今。子育ては一人でしているん
じゃないことをかみしめた。
　私もお腹の
子のために、
でっかい肝っ
玉かあちゃ
んになるぞ。
しっかりしな
くっちゃ。

　今日もお皿も洗えずに子どもた
ちと寝る。
　夜中に起きて、山になったシン
クからなるたけ音を立てないよう
にと洗っている最中、1歳の次女
がグズグズと起き出す。
　ヨシヨシと声をかけておっぱい
を飲ませると、すやすやと寝る。
　仕事をしようとパソコンに向か
うと、またグズグズッと泣き出す。
　オッパイをコクコクと飲み、ス
ヤスヤと寝始める。
　よしよしとまたパソコンに向か
うと、10分もしないうちにまたグ
ズグズッと動き出す。
　「はーい」と返事をしてきりがい
いところまではとパソコンに向か
うと、ピーピーと泣き出した。
　「ハイハイ、ゴメンネー」と、パ
ソコンに向かうのは観念して横に
なる。
　頭の中は仕事のことでいっぱい
だが、一度仕方ないと観念すると、
娘の手の動きや様子が見えてくる。
コクコクとおっぱいを飲みながら、
小さな手を伸ばして私の顔を触る、
鼻をつまむ。
　決してマッサージのように心地
よい触り方ではないけれど、観念
した私には、お母さんの心が広がっ
ていく。
　あー、と愛おしくなる。
　また今日もなにもできんかった。
皿も洗えない。洗濯もたためない。
パソコンにも向かえない。できる
ことは、ただただお母さんを感じ
ることだけだ。
　言い訳だろうか。いや、そうで
はない。お皿を洗うことよりも、
洗濯をたたむことよりも、パソコ
ンに向かうことよりも、大事にし
たい「今」。
　ほら、ほら。また「ママ」って
呼んでいる。

乗り越えようね

佐藤るみ／横浜市

　まもなく80代も半ばにさしかか
ろうとしている義父母。義父は介
護の必要な状況が何年も続いてい
るし、いつだってパワフルな義母
にも、さすがに歳を感じてしまう
ような体調の変化が見えてきた。
　久しぶりの電話。義母の声はそ
れでも明るかった。夫や息子たち、
そして私、わが家の状況もこれま
でとは少し違ってきている。転機
なのかなぁとも思う。ひとしきり
ちょっぴり湿りがちなお互いの近
況報告のあと「乗り越えようね」。
　いつだって前向きな義母の言葉
にハッとする。「はい」と返事に力
が入る。
　「乗り越えようね」…なんて素敵
な言葉だろう。その言葉があれば、
なんだって大丈夫、いつだって平
気な、そんな気がした。

　今日は買い物へ行かないつもり
が、お昼ごはんがなかったのでド
ラッグストアへ。今日と明日のおや
つに、お昼ごはん。おにぎりを握り
しめて満足な2人。
　おにぎりを食べながら帰る車中、
長男が「おれ今日、買って～！って
言わんやったろ？」と。「ほんとだー。
お母さん怒らんで済んでうれしい
なー」と言うと、息子もうれしそう。
　「だって昨日の夜、買って買って
妖怪やっつけたけん！」だって。
　そっかそっ
か！ 長男が
悪いんじゃな
く、妖怪のせ
い。これって
いいね。今日
は家族でイラ
イラせずに
ほっこり～。

やっつけた

仲道貴美子／鳥栖市

●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

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！

提供●地球納豆倶楽部
http://www.natto-club.com/

　今月のMJ大賞は、仲道貴美子さんの「やっ
つけた」。これを読んで、たくさんの親子が
「買って買って妖怪」をやっつけることでしょ
う。「買って買って妖怪」は、お母さんたち
の味方ですね。もう一人は、長編「母を語る」
を発信してくれた藤尾さおりさん。書くこと
で心の整理をする。書きながらいろいろな思
いが溢れてくる。生きていること、母である
意味、子育てとは…。藤尾さんの、お母さん
への思いが強く感じられました。

たたた


