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当てて両足に手を添わせて

足首に手が行くように前に

かがみます。足の方にしっ

かり重心を移動させること

を身につけます。足の方に

重心を移動させることが

「いきむ」ことや、立ち上

がる動作につながります。

＜ボランティアさん

高木清栄様・矢田玲子様（絵画）、甲斐啓義様（写真）、
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を職員が体を使って必死

に表現していました。
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 みなさん、こんにちは。

 

 今回は私が生まれた町を紹介したいと思います。

 私は府中市で生まれ育ち、現在も府中から通っています。

 府中市は『府中味噌』や『府中家具』が有名ですが、

それ以外にも備後国府まつりというのが毎年７月に開催され、パレードや花火大会が行われています。

おもしろそうなのが『タンスリレー』。４人一組でタイムを競うそうで、もちろん府中家具のタンスを運

びます。他にも甘い物だらけのスイーツフェスティバル、泡だらけになる泡祭ＡＷＡＳＡＩと

そうなイベント盛りだくさんです。

 食べ物では府中味噌以外にもお好み焼きの『府中焼き』があります。

特徴は１．ばら肉ではなくミンチを入れて肉汁の旨味を取り入れ、

まだ食べたことがない方は是非食べに行きましょう。ふぁみりいでつくってくれないかな（笑）

 また奥の方に行くと『河佐峡』があり、夏には泳げたり、キャンプも出来る為多くの

そして

てない素晴らしい場
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２．もやしは入れない…水分が多いのでパリッと焼けなくなるようです。

３．とことん押さえる！…じっくり押さえて焼くことで具がバラバラにならず食べやすい
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