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Clemens Hoch, Minister für Wissenschaft und Gesundheit, hat im Landtag den Haushaltsplan seines Ministeriums vorgestellt. Für das Jahr 2022 werden erstmals die Ausgaben des Landes für Wissenschaft und Gesundheit zusammen veranschlagt. Damit umfasst der so genannte „Einzelplan 15“ Ausgaben von 1,822 Milliarden Euro. 1,077 Milliarden
Euro sind für den Wissenschafts- und Forschungsbereich vorgesehen. Weitere 486 Millionen Euro sind für die Gesundheitspolitik im Land eingeplant. Die übrigen rund 256 Millionen Euro fließen in Staatsleistungen für Kirchen, in die Landeszentrale für politische Bildung sowie in Versorgungsleistungen. Weiterlesen マリコのイライラ発散サロン〜！ みな
さんがInstagramの質問箱に投稿してくださった内容をご紹介していきます♪旦那さんのこんな所を直してほしい・・・共感する方も多いのではないでしょうか？？ ①仕事だけがんばる旦那 その後の行動が大切ですよね 妻だって、仕事が終わったら一息つきたい・・！だけど現実は、家事をこなし、子供の世話をしたりとやることが山積み状態（泣）そこに旦那の世話まで加わったらたまったもん
じゃない・・！ 「つかれた〜」と口に出すことは悪くはないと思いますが、そこからお互い気持ちよく過ごせる行動が大事ですよね。例えば、「ご飯作ってくれたから、皿洗いはするね」など一言あれば違うんですけどね・・ そんな旦那はもはや都市伝説なのか！？ ②ニセイクメン旦那 トイトレ、本当に大変ですよね トイレが成功するようになるまで、何度床を拭きパンツを洗ったことか・・！お
子さんによってはすぐにオムツがはずれる子もいるようで羨ましい限りです。（私の息子はかなり遅いほうでした。笑） それを「案外簡単だったな」だと・・？・・よく言うわーー！！ 子供は大人をよく見ているので、なんでも自分の手柄のように言う旦那さんはそのうち子供から嫌われてしまいますよね。 ③あいさつができない旦那 感謝を忘れない人でいたいですね 長く過ごしていくにつれ、
パートナーがそばにいることが当たり前になってついつい忘れがちなこの言葉。 でも、洋服がきれいに畳まれているのも、毎日温かい料理が出てくるのも決して当たり前ではなくて、毎日誰かがやっていることなんですよね。 「ありがとう」と言われたくてやっているわけではないけどその一言があるだけで気持ちがすごく変わりますよね・・！ 感謝の気持ちを日々持って過ごしていきたいです
ね。 ④口がくさい！！ 回答を見たときに、マリコの脳内には千鳥のノブさんしか浮かびませんでした・・・笑（千鳥のファンの方すみません） たとえ好きで好きでたまらない相手でもこればっかりは受け入れられない！という方もいるのでは？？ 特に「たばこ・お酒・コーヒー」のトリプルパンチは悶絶級・・・！ブレスケアしてと傷つけないように伝えるのも気を遣いますよね汗 ⑤見えない家事
に気付かない旦那 玄関にまとめて置いてあるゴミを出しただけで家事をした気になっている旦那さん、いませんか？ まず家中のゴミを集めるだけでも一苦労！そして袋をかけて、袋がなくなったら補充して・・と、ゴミ出しひとつでも見えない家事がたくさんありますよね。 そこを察してやってくれる旦那さんの少ないことと言ったら・・袋のかかってないゴミ箱にゴミが入っていた時の怒りと
いったらもう・・笑 ⑥オムツ交換をしない旦那 「まま〜うんちしてる〜」にイラァ マリコのママ友から、「うちの旦那はおしっこのおむつは替えてくれるんだけど、うんちのおむつは絶対に替えないんだよね」という愚痴を聞いたことがあります。 これ結構あるあるですよね・・！離乳食が始まったら、うんちって急に臭くなりません？笑 きれいな所をかいつまんで参加してる育児は育児とは言え
ませぬ。うんちおむつも替えられるのが真のイクメン・・！ ⑦ミステリアス？な旦那 マリコも若い頃は結婚に憧れを抱いたりしていましたが、結婚ってまさに「生活」になりますよね。 相手の嫌なところも見えるし、自分の嫌なところも見られてしまうし・・それを受容しあえる相手じゃないと辛いですよね。 ここは妻が大人になって「あなたの話も聞きたいな〜♪」なんて可愛く言ってみるのも
ありかも？？ ⑧やりたいことしかやらない旦那 これは・・・趣味に没頭しているのかな？それとも子供が機嫌のいい時しか関わらないのかな？ 子供の成長って、鬼のように早く感じますよね・・！趣味に没頭しているのだとしたら、とてももったいない泣 それから「子供の機嫌がいい時しか相手しない」というお悩みもよく聞きます。機嫌のいい時の子供の相手は簡単楽しくてあたりまえよー！！
でも子供も人間だから、そうもいかないのよーー！！（マリコ、心の叫び） 最後に いかかでしたか？？育児系のお悩みが多くて、共感の嵐でした・・・！ マリコのInstagramでは、まだまだ質問箱でお悩みを募集しております。長くなりそうなお悩みや、匿名で送りたいお悩みは以下の質問箱からでも受け付けています♪ どしどしお待ちしております！ Page 2 こんにちは、つきこです♪ 今回は
Instagramの質問機能で募集したみなさんの愚痴やお悩みをつきこがお聞きしていきます！ みなさんの愚痴につきこも共感が止まりませんでした……！ ケース１ 会話ができない！ これ、結構悲しい…！ 一緒に暮らしているのに会話が弾まない、人の話を聞いてくれないなんて、悲しいですよね。 こういうのが長く続くとイライラの原因に……。とにかくまずは話を聞いてほしい！！ 会社ではで
きるのに、家だとできなくなってしまうのはなぜなのでしょうか……。 ケース２ 金銭的な不安でつらい…… 今は特に不安になっちゃう… 生活スタイルがガラッと変わった昨今、お金の問題は常に不安になってしまいますよね。 特に子どもがいると将来的には学費なんかも必要になってくるから、できるだけ貯蓄したい……！ 夫婦で今後どのくらいお金がかかるのか、改めて確かめてみるのもひ
とつの手かもしれません。 ケース３ 束縛が激しい！ これは結構ストレスかも…… 束縛してくるくせに、自分は女性とやりとり……。 これは対等な感じがしなくてもやもやしてしまいますよね。過度な束縛はストレスのもと！ ケース４ 外面がよくてイラッ！ 家でも優しくてデキる夫でいてくれ～！ 友達の前ではすっごく気遣い上手で「いい旦那さんじゃん！」なんて言われるけど、家に帰った
ら……っていうこと、ありますよね！！ こういう時って友達に愚痴ろうにも「あんなにいい旦那さんなんだから～」とたしなめられてしまってモヤモヤ。 外面の10分の1でいいから家でも優しい夫でいてほしいですよね……。 さいごに いかがでしたか？ 思わず「わかる～！」と言ってしまうようなお悩みでしたよね！ これからもつきこのInstagramではみなさんからの愚痴やお悩みを募集しま
す。 つきこをサンドバッグだと思って(笑)お悩みをぶちまけてください！ Page 3 こんにちは、つきこです♪ 今回はInstagramの質問機能で募集したみなさんの愚痴やお悩みをつきこがお聞きしていきます！ みなさんの愚痴につきこも共感が止まりませんでした……！ ケース１ 会話ができない！ これ、結構悲しい…！ 一緒に暮らしているのに会話が弾まない、人の話を聞いてくれないなんて、
悲しいですよね。 こういうのが長く続くとイライラの原因に……。とにかくまずは話を聞いてほしい！！ 会社ではできるのに、家だとできなくなってしまうのはなぜなのでしょうか……。 ケース２ 金銭的な不安でつらい…… 今は特に不安になっちゃう… 生活スタイルがガラッと変わった昨今、お金の問題は常に不安になってしまいますよね。 特に子どもがいると将来的には学費なんかも必要に
なってくるから、できるだけ貯蓄したい……！ 夫婦で今後どのくらいお金がかかるのか、改めて確かめてみるのもひとつの手かもしれません。 ケース３ 束縛が激しい！ これは結構ストレスかも…… 束縛してくるくせに、自分は女性とやりとり……。 これは対等な感じがしなくてもやもやしてしまいますよね。過度な束縛はストレスのもと！ ケース４ 外面がよくてイラッ！ 家でも優しくてデキ
る夫でいてくれ～！ 友達の前ではすっごく気遣い上手で「いい旦那さんじゃん！」なんて言われるけど、家に帰ったら……っていうこと、ありますよね！！ こういう時って友達に愚痴ろうにも「あんなにいい旦那さんなんだから～」とたしなめられてしまってモヤモヤ。 外面の10分の1でいいから家でも優しい夫でいてほしいですよね……。 さいごに いかがでしたか？ 思わず「わかる～！」と
言ってしまうようなお悩みでしたよね！ これからもつきこのInstagramではみなさんからの愚痴やお悩みを募集します。 つきこをサンドバッグだと思って(笑)お悩みをぶちまけてください！ Page 2 こんにちは、つきこです♪ 今回はInstagramの質問機能で募集したみなさんの愚痴やお悩みをつきこがお聞きしていきます！ みなさんの愚痴につきこも共感が止まりませんでした……！ ケース１
会話ができない！ これ、結構悲しい…！ 一緒に暮らしているのに会話が弾まない、人の話を聞いてくれないなんて、悲しいですよね。 こういうのが長く続くとイライラの原因に……。とにかくまずは話を聞いてほしい！！ 会社ではできるのに、家だとできなくなってしまうのはなぜなのでしょうか……。 ケース２ 金銭的な不安でつらい…… 今は特に不安になっちゃう… 生活スタイルがガラッと
変わった昨今、お金の問題は常に不安になってしまいますよね。 特に子どもがいると将来的には学費なんかも必要になってくるから、できるだけ貯蓄したい……！ 夫婦で今後どのくらいお金がかかるのか、改めて確かめてみるのもひとつの手かもしれません。 ケース３ 束縛が激しい！ これは結構ストレスかも…… 束縛してくるくせに、自分は女性とやりとり……。 これは対等な感じがしなくて
もやもやしてしまいますよね。過度な束縛はストレスのもと！ ケース４ 外面がよくてイラッ！ 家でも優しくてデキる夫でいてくれ～！ 友達の前ではすっごく気遣い上手で「いい旦那さんじゃん！」なんて言われるけど、家に帰ったら……っていうこと、ありますよね！！ こういう時って友達に愚痴ろうにも「あんなにいい旦那さんなんだから～」とたしなめられてしまってモヤモヤ。 外面の10
分の1でいいから家でも優しい夫でいてほしいですよね……。 さいごに いかがでしたか？ 思わず「わかる～！」と言ってしまうようなお悩みでしたよね！ これからもつきこのInstagramではみなさんからの愚痴やお悩みを募集します。 つきこをサンドバッグだと思って(笑)お悩みをぶちまけてください！ Page 3 岡山後楽園の開園時間・入園料 2021年07月31日 07:15 「きちんとダラダラしなさ
い」と言われたなお先生。どういう意味！？ ... 2021年07月30日 07:00 病休に入ってグダグダの生活を送っていたなお先生。きょうは週に1度の通院日です。 ... 2021年07月29日 08:02 雑絵にて失礼します。私がお世話になっているお2人の先生方お医者さん，とてもいい方々です。 ... 2021年07月28日 07:15 うつ病のため病休に入って1週間。初日はリズムがつかめなかったなお先生。今ごろ
どうしているでしょうか… ... 2021年07月27日 07:15 この絵日記漫画は「なお(先生)」がアイデアを出し，「わお(君)」が作画を行っています。そんな制作風景をご覧ください。 ...
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