ウズベキスタンの文化
国際交流員 レ・アルトゥル

ウズベキスタンの外国語教育
皆さん、外国語は話せますか？
今回は、ウズベキスタンの外国語教育
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離乳食教室

市の教育現場を特集した記事に関心が集まりました。
教員
の他県への派遣やそれらを生かした取り組みの様子など、
学

い環境になります。咳やくしゃみで空

Ｈ30.7.14〜12.14生まれ

12月号の人気記事
❖1位…教育の今‐生きる力を育む‐
（21票）
❖２位…まいづる元気人
（18票）
❖3位…まいづるレシピ帖
（13票）

だけでなく、さまざまな病気に強い体

んの笑顔が届けられるよう頑張ります。
今年もよろしくお願
いいたします！
《広報広聴課》

２歳児

応募件数
（12月14日時点）
88件
（フォーム51件、
はがき37件）

❖休日も普段と同じ睡眠時間を意識す

300円

広報通信
をつくりましょう。

先着
各20人
H30.1.16〜6.20生まれ

１月28日㈭
９時〜10時45分

❖歯の話
❖歯科健診
❖フッ素塗布
H30.6.17〜11.12生まれ

〜 12 月号広報クイズのアンケート結果を紹介〜

気中に飛んだウイルスは、湿度が高い

る。昼寝は 分程度が効果的

H29.12.23〜Ｈ30.5.27生まれ

歯っぴースマ
イル教室（２ ２歳児
歳児むし歯予 ２歳６か月児
防教室）

24
2021 広報まいづる １月号

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合があります。参加前に電話か市ホームページで開催状況を確認してください
25

新型コロナウイルス感染症に関連する文字が占める結果と
なりました。
今年は新型コロナウイルス感染症が１日でも早く
終息し、
少しでも日常の生活が戻ることを願うばかりです。
広
報まいづるも、
皆さんに分かりやすい情報はもちろん、
たくさ
65

２歳６か月児
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❖歯・食事の相談 など
１月25日㈪９時30分〜11時

健やか育児
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乳幼児の保護者
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定員
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❖1位…密
（10票）
❖２位…忍
（６票）
❖3位…粛 、禍
（５票）
２０２０年の今年の漢字と同じ
「密」
が最も多く、
２位以下も

15

38

〈共通〉場所は中総合会館。申し込みは
いずれも前日までに電話で。

37

と水分によって重くなり、地面に落ち

15

対象

‼
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校での机上の学習だけではなく、
地域や家庭とのつながりの
大切さ、
生きる力を育むことの大切さに共感する声が多数寄
せられました。
2020年を漢字１字で表すなら…？

健康教室と相談カレンダー
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