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八尾で地域に根ざした活動をされている阿吽法律事務所の弁護士、
髙木先生によるコラムを掲載させていただくことになりました！！

札幌地方裁判所であった注目すべき判決
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四月はいろいろな行事が多く、私は事務所を空けがちです。

そんな時でも、滞りなく仕事は回っているようです。

頼もしい反面、わたしの存在は薄くなっているような気がします。

そのためか、飲み会を多くしようとしてるんですが、

みんな飲まないものな～。

楽しく仕事をしているのは、いいことです。　　　　　　　　　　オカ

　阿吽法律事務所の髙木です。
　今年もプロ野球が開幕しました。開幕前日の3月26日、札幌地方裁判所で注目すべき判決があ
りました。この裁判は、夫、３人の子どもと一緒に札幌ドームの１塁側内野席で野球を観戦して
いた原告（当時31歳）が、ファウルボールが顔面を直撃して右目を失明したのは、被告であるドー
ム所有者の札幌市、指定管理者の（株）札幌ドーム、試合主催者の（株）北海道日本ハムファイター
ズが観客を保護する安全設備の設置等を怠ったことが原因であるなどと主張して損害賠償を求
めたものでしたが、判決は、本件事故につき被告らに全面的に責任があるとして約4195万円の損
害賠償を命じました。
　以前にも同様の裁判はありましたが、スタンドにファウルボールが飛び込むことがあること、
硬球が激突すると生命・身体に重大な危険を及ぼす事故になり得ることは容易に予測できること
であり、これを回避することは観客の自己責任であるとの方向での判断がされていましたので、
球団等の責任が認められたのは初めてのケースではないかと思われます。今回の判決は、①観客
が観戦に訪れる経緯、動機は多種多様であり、すべての観客が高度の危険性を認識しているわけ
ではない、②200球を超える投球及び打球の行方からわずかな時間も目を離すことが許されない
とすることは不可能を強いるものである、③観客が打撃の瞬間を見ていない可能性もあること
を前提とした安全設備が設置されるべきである、④観客のすべてが視認性や臨場感を優先して
いるものばかりとは限らないなどと判断して被告らの責任を認めました。要するに、観戦に訪れ
る観客にも様々な者がおり、そのレベルに応じた安全対策が必要であるということかと思われ
ますが、私としてはスタンドでの事故は自己責任という判断の方が感覚として馴染みやすいと
ころです。被告らが控訴をしたようですので、控訴審での判断が待たれるところです。
　ところで、私の友人に事務所にいる時間が少なくスタッフの目が冷たいと嘆いている方がい
るのですが、それは間違いなく自己責任だと思います。

咲庵s h ow ’ u n  板倉造り 無垢の家

プロフィール
昭和36年生まれ。
大阪市立大学法学部卒業。
大阪地裁、那覇地家裁裁判
官（判事補）を経て、平成
19年西天満に阿吽法律事
務所を開設。
平成20年阿吽法律事務
所を八尾に移転。

o k a

一級建築士／一級建築施工管理士／CASBEE戸建評価員
大阪府建築士会会員／高安ルーツの能 実行委員会
NPO法人 なにわ文化芸術芸能推進協議会（通称：カエパス）
剣道参段／一般社団法人錬信会 無双直伝英信流居合道錬士七段

プロフィール

大阪市天王寺区に生まれる。
近畿大学理工学部 建築学科卒業。
小さいときは、おもちゃの刀を
振り回すワルガキだったが、成
長した今、お花とお酒を愛する
穏やかな人物です・・・？？
大学のゼミの先生の関連する
建築会社にて設計と施工を学
び97年独立。

四月は新しい年度の始まりです。
今年も新しいテーマを掲げてやっていきます。
そのなかの一つが、共有と標準化なんです。
お客様と私たちみんな同じ方向に
向かって進まなければなりません。

ちからを合わせて頑張ります。
よろしくお願いします。
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「庵、咲う」とは

家族が楽しく暮らせる「住まい」

場 所

日 時 2015年4月19日（日）　11：00～16：00
八尾市萱振周辺今回は、丹陽社のモデルハウスを見学します。

マダムキ
ミコの

ワンポイ
ントアド

バイス

丹陽社
所長 オカの
コラム

材料
（4人分）

作り方

現在進行している工事日記、板
倉造りや自然素材の話、スタッ
フの話など更新しています♪
http://ameblo.jp/tanyosha

facebookのコミュ二ティ、「庵、咲う倶楽部」を立ち上げました！板
倉造りで家を建てた方や建てたい方などの交流の場として、みんな
で意見交換できたらと思っています。是非参加してくださいね！
https://www.facebook.com/groups/1421522258149750/

いえ　　 わら

「庵、咲う（いえ、わらう）」とは？
　「庵、咲う（いえ、わらう）」とは、家族が
楽しく暮らせる「住まい」を意味してい
ます。私たちが、お客様と一緒に建てた
い「住まい」は、ご家族が一緒に楽しく安
全に、 長く住み続けられる家なんです。
家族が快適に過ごせる間取りは、あまり
変わりはありませんが、家族が楽しく生
活するには、それぞれのご家庭ごとに特
徴があると思います。

　あるご家庭では、快適
なキッチンで、お母さん
が機嫌がいいと､みんな
も楽しく過ごせます。 ま
た、親戚や友達が集まっ

てパーティをすることを楽しみにして
いるご家庭もあります。 お父さんの趣味
の趣味に合わせた居間で、お父さんが満
足そうに過ごしていることで、みんなが
幸せな気分になることもあります。
　家族が、住でいることが楽しくなる
「住まい」を私たちは、造っていきたいの
です。

お客様の想いをカタチに。
そして、おじいちゃんになっても住
み続けることができる家に。
　そのためには、色々お話を聴き､充分
な打合せを重ね納得していただくまで
プランを作ります。その「住まい」で楽し
く暮らしている事が想像できればしめ
たものです！
　その上で､健康で安全な長持ちする丈
夫なおうちを創る必要があります。その
ために、私たちは「板倉造り」の家が最適
だと思っているのです。

　私たちには、お家を創
る時にある思いがあり
ます。
　建てた時に住まわれ
た小さなお子さんが、お
じいちゃんになっても住
み続けること。

そして、お孫さんに「おじいちゃんが住
んでいる、楽しいお家に一緒に住みたい
よ！」といわれることなんです。

永く健康・安全に住むための「板倉造
りの家」。
　私たちは、あまり知られていない「板
倉造り」という日本の伝統構法で家を建
てています。
　「板倉造り」というのは、杉無垢材や漆
喰を使い、神社などによく使われた構法
です。伝統構法は地震がきても、揺れて
地震力を吸収し「揺れるが倒れない」性
質を持っています。
　私たちはこの「板倉造り」 の 「柔よく
剛を制す」の考えに魅力を覚えました。 
つまり、地震の多い日本で、その環境に
あうように代々伝えられてきたのが伝
統構法だったのです。
　また、大きな断面の柱や
梁で構成された民家は、
100年200年住み続けられ
るのは常識でした。
　この「板倉造り」の特徴
を生かして、ご家族が一緒に楽しく暮ら
せる「住まい」をつくり、健康で、安全で、
長持ちするお家を創りたいのです。

 〈 小林製薬株式会社「暮らしのヒント」より 引用 〉

手を抜いてしまいがちな初夏の日焼け対策。紫外線の照射
量は、5月～8月にかけてピークに達するので、実はこの時
期の紫外線には要注意！しっかりと日焼け対策をして、紫
外線から肌を守りましょう！

初夏の紫外線に要注意！

紫外線から身を守ろう！

日々の “うっかり日焼け” に注意！紫外線とは・・・

◎紫外線A波

“朝のゴミ捨て”はNG！

“家の中”は
窓越しに入る紫外線に注意！

“幼稚園のお迎え”は
夕方の日差しに気をつけて

“洗濯物干し”は帽子着用！

太陽光線に含まれる紫外線は、波長の長
いほうから、紫外線A波（UV-A）、紫外線B
波（UV-B）、紫外線C波（UV-C）と3種類に
分けられます。このうち私たちが日常生
活で浴びる紫外線は、紫外線A波と紫外
線B波の2種類。紫外線A波の波長は320
～400nm、紫外線B波の波長は280～
320nmと波長に違いがあり、皮膚への到
達度や肌へ与えるダメージにも違いが
あります。

肌を黒くする作用があり、
日焼けサロンなどで使われ
ています。シワやたるみなど
肌老化を引き起こす原因に。

◎紫外線B波
夏の海や山、冬のスキー場など、強い日焼け
で皮膚が赤くなったり、ヒリヒリするのが
紫外線B波によるも
のです。シミやソバ
カスの原因を引き起
こしてしまいます。

太陽が沈みかけて油断しがちになる、夕方の
買出しや保育園・幼稚園などへのお迎え。夕方
の日差しも、まだまだ強いので油断は禁物で
す。太陽が沈みきっても、紫外線はしばらく地
表に届いているのを忘れずに！

正午を挟んだ10時～14時の間は、一日の中で
最も紫外線の量が多い時間。ベランダで洗濯
物などを干す際も、日焼け対策は必須です。
しっかり日焼け止めを塗り、さらにUVカット
の帽子をかぶる、UVカットの
手袋をつけるなど、二重三
重のケアを心がけてく
ださい。

「室内だから日焼け対策は大丈夫！」と安心し
ていたら大間違いです。実は、紫外線はガラス
を透過してしまうので、室内にいても日焼け
対策は必要。天気の良い日だけでなく、曇りや
雨の日でも紫外線は降り注いでいるので要注
意です。

肌の老化を促す紫外線A波は、日内変動がゆ
るやかなので朝早い時間帯でも、たくさんの
量が地表に降り注いでいます。朝のゴミ捨て
など、ほんのちょっとの時間でも注意が必

要！一度に浴びる量は少
なくても、長期間かけ
て蓄積して肌にダメー
ジを与える原因になっ
てしまいます。

築10年の板倉造りの家 見学会

5月のイベントのお知らせ 要予約・参加費無料

丹陽社のスタッフ日記を
アメブロにて更新中！

facebookコミュニティ「庵、咲う倶楽部」
参加メンバー募集中！

マダムキミコ
伊丹在住のナゾの主婦
（実は、私たちのお客さんです。）

豚バラ肉　　　　　　　150g
木綿豆腐　　　　　　　　1丁
大葉　　　　　　　　　　8枚
片栗粉　　　　　　　　  適宜

おろし生姜　　　　　大さじ2
しょうゆ　　　　　　大さじ1
ポン酢　　　　　　　　  適量

お弁当のおかずにする時は、塩を少し入れた湯で豆腐をゆでてから調理すると弾力もあり、水分も出に
くく味も薄まりません。豆腐に豚肉を巻きつける時少し斜めに巻いていくときれいに巻くことができま
す。♪1度チャレンジしてみてください♪

『古くて新しい健康食品』といわれる豆腐。豆腐は大豆から作った豆乳ににがりを入れて固めて作られ、昔から
精進料理や長寿食として用いられてきました。近年栄養学などの確立によって、極めて高い良質タンパク食品
であることが証明され栄養面で優れた食品といわれています。高血圧・動脈硬化・心臓病あるいは成人病・
肥満などの発症の抑制や回復、健康維持に有効な食品（機能性食品）の一つとして注目されています。
どんな味にもなじむお豆腐・・・まるで私のような・・・ウフッ♪

1 .木綿豆腐は厚みを半分に切りその後4等分して8本に切っておく。

2.（1）の豆腐に片栗粉をまぶしその上から大葉を巻く。

3.（2）の上に豚肉をくるくる巻いていく。

4.（3）にまんべんなく片栗粉をつけ、軽くはたいておく。

5.コップにしょうゆとポン酢を合わせ、ちょっと酸味の好みの味にし、   
　 おろし生姜を合わせて、合わせ調味料を作っておく。

6.（6）のフライパンに溶け出した油分をキッチンペーパーでふき取　
　 り、（5）の合わせ調味料をかけ入れ全体に味を絡める。

7.皿に盛り辛子又は七味・粉山椒を添えて･･･召し上がれ(^^♪

豆腐の豚巻き

美味しいのに
カンタン！


