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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！！

阿吽（あうん）法律事務所
弁護士  髙  木  陽  一
http://www.aun-law.com
八尾市東本町3-9-19
リバティ八尾612号
TEL 072-990-5007　 
FAX 072-990-5008

http://www.tanyosha.co. jp

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5丁目4-17-904 上本町アルティスクエア9F
TEL 06-6764-1956　FAX 06-6764-1957　Email show1un@tanyosha.co.jp

有限会社　丹  陽  社  一級建築士事務所

遅ればせながら、百田尚樹の「海賊とよばれた男」を読みました。

現実に存在した出光佐三の物語です。

志の高さ、度量の大きさ、パワフルな生きざま。

素晴らしいとしか言いようがありません。

何よりすごいと思ったのは、終戦時60歳で何もかも失ったのにも

かかわらず、人員整理をすることなく大発展を遂げたことです。

居合の教えにあります。

「更に参ずる三十年」

少しでもあやかりたいものです。　　　　　　　　　　　　オカ

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

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。

最近は雨が多いですね。
6月を前に、もう梅雨かなと思わせる気候ですね。
台風も発生していますし、箱根も揺れています。

さてさて、世の中は荒れ模様の気配です。

どんな事が起きても軸をブラさ無いように
したいものです。

震災から４年目、東北を視察中です。

阿吽法律事務所の髙木です。
　岩手県大船渡市を訪ねました。昨年6月以来11か月ぶり2度目の訪問です。
今年度（平成26年7月1日～平成27年6月30日）、私が会長を務めております八尾ライオン
ズクラブでは、「東北」をキーワードに種々のアクティビティを行い、市民の皆さんに東日
本大震災復興支援への協力をお願いしてきました。そうした活動を通じて集まった資金を
大船渡ライオンズクラブに義援金として贈呈するために同クラブの例会を訪問すること
にしたものです。
　11ヶ月ぶりに訪問した大船渡市は劇的に復興が進んでいるというものではありません
でした。市内のあちこちには未だ多数の重機が見られ、復興に向けた作業がなお継続され
ていました。今回の義援金は青少年健全育成に役立てていただければということでお贈り
しましたが、市内の小中学校は、なお仮設の校舎で授業が続けられているということで、本
校舎が最築された後に役立てるための基金とすると約束いただきました。1日も早く義援
金を有効に活用いただける日が来ることを祈念する次第です。
　今回の大船渡市には、私を含めて八尾ライオン
ズクラブのメンバー6名が訪問しました。昨年6月
にも6名で訪問したのですが、今回メンバーが1名
だけ入れ替わりました。
その1名は現在八尾ライオンズクラブが検討して
いる新たな青少年健全育成アクティビティに全力
を注ぐため今回の訪問を辞退されました。という
ことで、所長よろしくお願いします！
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丹陽社所長 オカのコラム

日本の伝統建築と
日本人の知恵

インテリアの豆知識

おしゃれな湿気対策♪

マダムキミコの幸せレシピ

新玉ねぎの肉詰めのスープ煮

八尾のまちの弁護士のつぶやき

震災から４年目、
東北を視察中です。
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facebook、Ameba ブログも
定期的に更新中！



日本の伝統建築と日本人の知恵

場 所2015年6月21日（日）
14：00～16：00

大阪市天王寺区上本町5-4-17 
上本町アルティスクエア1階
アルティスクエアホール 

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/

「人間の考え出した技術は自然の
力を征服できる。」という考え方の
現代の住宅。
　現代の住宅、木造軸組み工法の建物
は、「筋交い」という斜め材を壁の中にい
れます。柱・梁などの主要な構造材の接
合部は、構造用金物を使って補強しま
す。壁や床には、構造用合板が張られま
す。現代の木造住宅は、木の軸組みと箱
の構造の合体でできているのです。

　この建物に地震の力が加わると、筋交
いのある壁や合板で補強された壁は、と
ても強いのでほとんどの力がここに集
中します。

　阪神大震災では、地震の力がこの筋交
いに集中し、筋交いと柱が土台や梁から
引きぬけてしまったために1階がつぶれ
てしまったのです。

　現代の木造住宅は、「人間の考え出し
た技術は自然の力を征服できる。」とい
う欧米の考え方にたっています。そのた
め、震度5までは大丈夫なようにつくろ
うとか震度７に対応した技術を開発し
ようとか考えるのです。壊れたときのこ
とをあまり考えていないのです。

地震などの力を吸収・分散する、
日本の伝統構法。
　日本の伝統構法はちがいます。
「壊れてもいい。壊れたときはどうする
か。」を常に考えて造られてきました。

筋交いの入っていない構造は、大変揺れ
やすい構造です。これを揺れにくくする
ために柱の間に土壁があります。これが
持たないような大きなゆれがきたとき
は、硬くてもろい土壁は先に壊れてくれ
ます。

　地震のエネルギーのかなりの部分は
土壁を壊すのに費やされ、残りのエネル
ギーが柱や梁にかかります。

　伝統構法の木組みには、土壁の中に
「貫」という横架材が何段にも組まれて
いて、木組みだけを見ますと柱や梁と合
わさってジャングルジムのような構造
になっています。この構造が力を一点に
集中するのではなく、分散するのです。
また、柱や梁の接合部は端部を加工し木
組みとし、抜けないように木栓で止めて
ゆきます。建物が傾いたとき、ここで木
が「めり込み」ます。木組みでは「すべり」
も生じます。

　このように建物の変形を接合部で吸
収すると同時に、地震のエネルギーも吸
収するのです。ある意味での制震工法と
もいえるのです。 

　民家の柱や束は、石の上に乗っていま
す。伝統構法の建物は、ただ礎石の上に
載っているだけで、現代の建物のように
基礎にアンカーボルトでとめていませ
ん。重量のある民家は、礎石上での摩擦
力が働きます。それ以上の地震が来たら
わずかにずれる。上下動の強いときは飛
び上がる。そうすることで地震のエネル
ギーはそれ以上建物の中には入ってこ
ないのです。これは、簡単な免震工法と
もいえます。

　もし、建物が大揺れで傾いたとして
も、ジャングルジムのような立体格子の
構造が粘り強い力を発揮し、なかなか簡
単には倒れない構造になっています。

　地震や台風など、天災が多い日本に2
千年以上住み続ける日本人には、その力
をまともにうけるのではなく災害をう
まく受け流していくという知恵がある
のですね。

日 時

毎年この時期悩まされる『湿気』。
じめじめして心までどんよりなりがちですよね。
除湿をインテリアに取り入れて、かわいくおしゃれに湿気
対策！梅雨を気持ちよく乗り切りましょう♪

梅雨でも気分がアガる！

おしゃれな湿気対策♪

湿度を調整してくれる珪藻土を使用したバス
マットなどを利用しましょう。

炭はかごや陶器に入れるだけでインテリアに
変身！消臭効果も。

キャンドルで内側から温めることで湿気を飛
ばしましょう。

お菓子の包装に入っているシリ
カゲルがかわいい湿気取りに！
布を好きな形に２枚切り、貼りあ
わせます。片面にはシリカゲルを
入れるポケットを付けましょう。
最後にモチーフに紐をつけてつ
るせば完成！

湿気取りに有効な新聞。英字新聞を使うと
グッとおしゃれに♪

日本の伝統構法で建てられた建築は、地震に対し、
今一般的に建てられている建物とはまったく違う対応をします。

癒しにもなる岩塩キャンドル 珪藻土グッズを取り入れる！ 炭のインテリアで調湿＆消臭

英字新聞にすればお洒落！ 捨てちゃうシリカゲルをオーナメントに！

引用元：

「窪田千紘フォトスタイリングWebマガジン」
http://klastyl ing.com
駿河木の家日記
http://surugaki .exblog. jp
CONNECT(コネクト)
http://www.connect-d.com
家結び.COM
http:// iemusubi .com/

ヨーロッパ漆喰塗り壁体験＆板倉造りの勉強会
6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。）

新玉ねぎ　　150g
鶏肉ミンチ　  50g
豆腐（木綿）　1/6丁

ブイヨン　　   2ヶ
水　　　　  500cc
(玉ねぎがかぶるくらい)
パセリ　　　  少々

片栗粉　　　　     適宜
ショウガ(みじん切り)
　 　　　　　  小さじ1
塩コショウ   　　  適当

玉ねぎはくり抜きにくいように思いますが、新玉ねぎは水分が多いので意外に簡単にくりぬくことがで
きます。『イヤー無理！！』という方は玉ねぎを横に半分に切り断面につなぎの役割の小麦粉をつけミン
チを挟んでサンドして煮ていただいてもOKです。

玉ねぎは一年中ありますが、今が旬の新玉ねぎ、栄養素に違いはありません。玉ねぎ特有の辛みが少なく、むし
ろ甘いと感じるくらいです。玉ねぎに含まれているビタミンB1は炭水化物をエネルギーにするのに役立
ちます。残念ながら、水に溶け易く熱に弱いので、生食が最高！！
しかしスープごと食べれば、溶け出してしまった栄養素を採ることができるのです♪
いつやるの・・・『今でしょ!!』ウフッ(^_-)-☆

1 .新玉ねぎは上を１cmくらい切り、スプーンの先を使って外側２枚残
　 して中をくり抜く。

2.（1）で切り落したところととくり抜いた玉ねぎをみじん切りにして
　 おく。

3.豆腐は手で握り潰し、ボールに鶏肉ミンチと（2）の玉ねぎ・ショウ　
　 ガ・片栗粉・塩コショウを入れ、粘りが出るまでこねる。

4.（1）のくり抜いた玉ねぎの中に片栗粉（分量外）を軽く振り、余分な  
　 粉は叩き落とし、（3）のミンチを中に入れる。

5.鍋に（4）の玉ねぎを並べ水とブイヨンを入れ少し濃い目のスープに
　し蓋をして中火でコトコトと煮る。

6.串がスーッと通るまで煮てそのまま冷まし味を染み込ませる。

7.食べる直前に温めなおし、器に盛りスープかけみじんに切ったパセ
　 リをかけて召し上がれ(^.^)/̃̃̃　

新玉ねぎの肉詰めのスープ煮

美味しいのに
カンタン！


