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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
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有限会社　丹  陽  社  一級建築士事務所

うちの事務所の勤務体系が変わろうとしています。

事務所にいなくても自宅や他の場所で仕事をしてもいいように

仕組みを作ります。パートなら家事の隙間時間にできる仕事をす

るとか自宅などで仕事をして通勤時間の節約を図るとか。

いろいろみんなで検討していると、「所長は今でもそうですね！」

という言葉が返ってきました。

「うん？責任を持ってやれば、性善説でやってもまったく問題は

ないんだよ・・・・・。（汗）」　打ち合わせはすぐ終わりました。

そう、ウチは性善説？なんです・・・・・・。　　　　　　　　　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。
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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。

台風が去ってようやく梅雨があけたようです。
ここ何年か異常気象だとか言ってましたが
今年はいまだに寒暖の差が激しく雨も多いようです。

でもこんな時でも、
いろいろ顔晴っていきたいものです。
やっぱり笑顔が一番です。

八尾レオクラブについて

阿吽法律事務所の髙木です。
　皆さんはレオクラブという名前をお聞きになったことがあるでしょうか。レオクラブは
岡崎友紀さんの公式ファンクラブでした。岡崎友紀さんは７月３１日生まれの獅子座です
ので、公式ファンクラブがレオクラブと名づけられたのです。私が初めて入会した芸能人の
ファンクラブでもありましたが、残念ながら今は解散してしまっています。
　岡所長が最近レオクラブの復活に奔走されているという噂を耳にしました。「なんだ、岡
所長も岡崎友紀さんのファンだったのか！？」と思いましたが、よくよく聞いてみるとどう
やらレオ違いだったようです。岡所長が復活に奔走されているレオクラブとは、ライオン
ズクラブのスポンサーのもと青少年に指導力（Leadership）、経験（Experience）、機会
（Opportunity）を与え、個性豊かな人間に成長させるための奉仕活動を推進し、会員の間に
友情、親善及び相互理解の精神を育成することを目的として地域の青少年により組織され
た団体であり、ライオンズクラブによる青少年育成のための重要なアクティビティ１つ
だったようです。指導力、経験、機会の頭文字を取ってレオ（ＬＥＯ）クラブと命名されてい
る団体です。
　八尾にもかつて八尾レオクラブがありました。それが諸般の事情により解散せざるを得
ない状況となりました。八尾にレオクラブを復活させようとすることは、ゼロからではな
くマイナスからの出発となりますので、とても大変なことであり、様々
な障害も予想されます。しかしながら、復活の準備を始めてみて、ボ
ランティア活動をして地域に貢献したいという青少年が思いのほか
沢山いることを知り、彼ら彼女らの情熱に突き動かされる形で岡所
長が復活に向けての中心的役割を担われています。私も微力ながら岡
所長の活動を応援したいと思う今日この頃です。バリバリだぜ！！
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東洋医学と健康住宅

場 所2015年8月22日（土）
14：00～16：00

上本町アルティスクエアホール
(大阪市天王寺区上本町5丁目4-17 1F)

丹陽社
所長 オカの
コラム

材料
（1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。

東洋医学の発想を、住宅設計にも取
り入れ、健康住宅に。
　東洋医学の発想は肉体的にも精神的に
も、低体温と病気の相関関係は高く、体温
を高くすることが 万病の予防策とされて
います。この考えを住宅に取り入れること
も必要だと思うのです。

　私たちが考える自然素材を多用した健
康住宅は、自然の力を最大限活用する事で
自律神経を整え、体温と免疫機能を高めま

す。

　不自然な室温変化を起こすエアコン等
の冷暖房器具に極力依存せず、断熱性能を
高め、調湿建材を活用し、太陽の光や風を
活かす等、可能な限り自然の力を活用する

ことをめざします。

　「ただ自然素材をつかっただけの家」で
はこういった効果は期待できません。

　一般的には無垢材や塗壁などの「自然素
材」を使用し、新建材の使用を減らした家
が健康住宅と考えられていますが、私たち
が考える健康住宅のシックハウス対策と
は自然素材を使えばOKといった単純なも

のではありません。

　ホルムアルデヒド等の室内の化学物質
対策だけにとどまらず、臭気対策、カビや
ダニ等のアレルゲン対策、室内二酸化炭素
濃度を考えそして温度・湿度まで考慮して
初めてシックハウス対策と呼ぶことが出
来ると思います。
化学物質対策は当たり前、温度・湿度を適
切に制御してこそ初めて健康住宅とよべ
る住まいになります。

病気の一歩手前、「未病」を理解し、
予防する環境づくり。
「冷えは万病のもと」
この言葉をご存知の方も多いのではない
でしょうか。

　実際に何かしらの病気を抱えている人
は大抵の場合、体が「冷え」ています。

　日本で古くから存在した東洋医学には
「未病」という言葉があります。

未病とは、病気になる前の状態、なんとな
く体調がすぐれず、放っておくと病気にな
りそうな状態の事を指します。

　冷えは未病でありそのままでは深刻な
病気を引き起こしてしまう状態と考えら
れていました。未病を改善するためには、
特に日々の生活の中で体を冷やさない工
夫が必要とされています。

東洋医学思想に基づいた健康住宅は、冷暖
房を極力必要としない「温熱環境に優れた
住まい」なのです。

家を健康住宅にすることでココロ
もカラダもストレスフリーに！
　そして、ほとんどの方がご存じない要
素、それは「家の中の温度差」による健康被
害。ヒートショックと呼ばれるものです。

　例えば、脳卒中や心疾患等の血管系の病
気で亡くなる人は約28％。その原因の一つ
が「家の中の温度差」。
　断熱・気密性能の悪い家は家全体を温め
るのに非常に大きなエネルギーが必要な
為、住人は自分の居る部屋だけを温めま
す。その為、使っていない部屋や廊下、浴室

等は非常に寒く、居室との温度差で、ヒー
トショックの起きる危険な環境が出来上
がります。

　自然の力を利用すること、シックハウス
対策、温度のバリアフリーの三つは健康住
宅の絶対条件と考えます。

　これからの住宅の設計では間取りを考
え、家の中の空気も設計しなければなりま
せん。

　近畿大学岩前篤教授によると、断熱性能
を3等級、4等級、4等級以上と向上させて
いくと、気管支喘息やアトピー性皮膚炎、
アレルギー性鼻炎等の症状が右肩上がり
に改善していくといった調査報告が発表
されています。

室内温度が一定になる事で、基本的な体力
が失われにくくなり、病気の発生率が低く
なったと考えられています。
「温度のバリアフリー」は高齢者だけでな
く、小さなお子様にとっても健康住宅の絶
対条件と言えます。

　住まいは薬や医療器具の類ではありま
せんので、必ず病気を治せるとは断言でき
ませんが、不快な温度差やアレルゲンの排
除等、様々な体へのストレスを軽減させる
事で、健康な生活には必ずプラスに働くと
いえるでしょう。

日 時

梅雨も明け、いよいよ本格的な夏が到来！
ココロとカラダにやさしい住宅

室内熱中症に要注意！

自然の力で涼しく過ごす

自然の力を利用した夏の快適術
つる性植物を利用した『緑のカーテンは、放射熱を和らげ、植物葉面からの蒸散による気化
熱と、葉の間を通り抜けて少し冷たくなる風が、室内の温度が上がるのを抑えてくれます。
また、夏の暑さを和らげてくれるほか、遮光や目隠し効果、植物の鑑賞など、植物を増やすこ
とでできることはいろいろあります。

熱中症を引き起こす条件は、「環境」と「から
だ」と「行動」によるものが考えられます。

●熱中症を引き起こす原因

これら3つの要因により熱中症を引き起こ
す恐れがあります。体温の上昇と調整機能
のバランスが崩れると、どんどん身体に熱
が溜まってしまいます。
このような状態が熱中症です。

熱中症はどうやって起こるの？

●扇風機を使う。
エアコンの代わりに扇風機を利
用すると、1カ月あたりの電気代
　　　が2,758.3円節約ができ、
　　　　とても経済的です。

　　　　　●窓からの日差しを避ける。
　　　　　遮光カーテンや「すだれ」や「よし
　　　　　ず」、植物で緑のカーテンを作って
　　　　　おくと、室内の気温の上昇を防ぐ
　　　　　ことができます。

●こまめに水分補給する。
熱中症対策に、こまめな水分補給は
欠かせません。飲みやすさや身体
への吸収をより早めるために、
冷えた水ではなく、常温の水を摂取
するようにしましょう。

室内熱中症を予防するにはどうしたらいいの？

●保冷剤を利用する。
食品を買った時についてくる保冷剤を冷
蔵庫で冷やしておき、タオルやハンカチで
くるんで首や脇の下を冷やすと、ひんやり
心地よいだけでなく、体温が必要以上に上
がるのを防ぐことができます。

●夏野菜を食べる。
トマト、キュウリ、スイカなど、夏野菜を食
べると、体温を下げる効果があると言われ
ています。夏野菜に多く含まれているカリ
ウムには利尿作用があり、熱を体外に排出
してくれる効果があります。熱を加える
と、カリウムの約30%程度が失
われてしまうと言われていま
すので、サラダなど生のまま
食べる料理が適しています。

暑くなると心配なのは、熱中症。2013年に熱中症で救急搬送されたは58,729人。
そして、その中でも近年増加傾向にあるのが室内熱中症です。その割合は全体の約40%を締め、室
内は熱中症になる危険性が最も高い場所といえます。今回は熱中症の起こる要因と室内熱中症の
予防策をご紹介します。しっかり室内熱中症対策をして、楽しい夏を過ごしましょう。

 〈 「ココラボ通信」より 引用 〉

 〈 環境省「熱中症予防サイト」より 引用 〉

『「緑のカーテン」を作ってみよう！緑のカーテン
　　おススメ植物

ゴーヤーチャンプルに
ゴーヤー

おひたしにもなる
ツルムラサキ

用意するもの

植え方

植える時期

スポンジにもなる
ヘチマ

じょうぶで育てやすい
ヨルガオ

・種、または苗

・支柱(2～3本)

①プランターの底に薄く石を敷いて水はけをよくし、その上にプランターの8～9割まで土を入れます。

②種を20cm間隔に、1箇所に2つ撒き、土を1cmほどかぶせ、水をあげます。

③芽が出て本葉が2～3枚になったら、大きく成長するために間引きをします。

　(丈夫そうな苗を残し、もう一方を茎の下でカットする。)

④朝夕、たくさん水を上げましょう。

⑤大きくなってきたらネットを用意し、ツルを巻き付けてあげます。

　本葉が5～6枚になったら、真ん中の親ツルの先を2～3cm切ります。

　(親ツルを切ることで、大きくたくさんの実が出来ます。)

⑥2週間に1度くらい、肥料を上げましょう。

　ゴーヤはよく水を吸うので、水やりは欠かさずに！

⑦75日ほどで、収穫できます。

・培養土　　・プランター

・ツルを這わせるネット

・肥料

・植物用消毒薬(害虫対策)

種は3月末～4月末頃
苗は4月～5月下旬頃

団扇などをあおいで
空気の流れを感じる

「対流」

金属などを手で触ると
熱さや冷たさを感じる

「伝導」

身体や床や壁と
熱のやり取りをする

「放射」

汗をかいて
体温を調節する

「蒸発」

断熱・遮熱性能を上げる方法
断熱、遮熱性能を上げる（新築の場合）
特に屋根部分には標準より多くの断
熱材を入れ遮熱シートを施すとより
効果的です。

ガラスこそ断熱性が必要
窓のなどの開口部を通して伝わる熱
の量はとても大きいのです。ガラスの
間に空気層を持たせた「ペアガラス」
や放射熱を反射させるコーティング
をした「Low-Eガラス」があります。

軒を深くだし、日射を遮る
夏の日光が室内に入り込むと、光が床
を暖めて放射熱が発生するからです。 グレード3＝Q値4.2（新省エネ基準レベル）、

グレード4＝Q値2.7（次世代省エネ基準レベル）
グレード5＝Q値1.9（）

出典：断熱住宅.com

資料提供：近畿大学岩前篤教授

各種疾患の改善率と
転居した住宅の断熱性能との関係

環境 カラダ 行動

風が弱い
気温・湿度が高い
閉め切った室内
エアコンのない部屋

高齢・乳幼児・肥満
糖尿病などの持病

脱水
低栄養状態

激しい筋肉運動
慣れない運動

水分補給できない状況

Ａさん
表面温度は高いのにもかかわらず、
1時間半の間、汗はかいていない。
本人も暑いと言っている。

表面温度は比較的低く、
ずっと汗がでている。
あまり暑いと感じていない。

普段、冷房をかけた
室内で長時間いる

Bさんなるべくエアコンの
入った所にはいない

板倉造りの勉強会と自然素材の塗装体験
今回は板倉造りの勉強会と柿渋などの自然素材の塗装体験をします。

8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！

そうめん　　　1束
卵　　　　　   1個
オクラ　　　　1本

塩  　 　　　　1つまみ
水溶き片栗粉　
片栗粉大さじ1＋水大さじ2
水　　２カップ(400cc)

ショウガ　　　　  1袋
かつお出汁の素　 適量
しょうゆ　　   小さじ1

1 .オクラはサッと湯がいて小口切り、ショウガはすりおろしておく。

2.鍋にたっぷりの湯を沸かし、そうめんを1～2分茹で（パッケージに
　書かれている規定時間より少し短め）ザルに取り、流水でよく洗って
　水を切っておく。

3.鍋に水・出汁の素・しょうゆ・塩を入れ、（2）のそうめんを入れ1分ほ
　ど煮る。

4.（3）のそうめんを取り出し、残りの出し汁の味を調整して水溶き片
　栗粉を入れてとろみを付ける。

5.（4）を沸騰前まで温め溶き卵を少しずつ流しいれる。（決して沸騰さ
　せないこと）

6.（5）の鍋に（4）で取り出しておいたそうめんを入れて温め、器に入れ
　る。

7.（6）の上にオクラを乗せ、すりおろしたショウガを真ん中に盛り、で
　きあがり。お熱いうちに召し上がれ(^^♪

にゅうめん

美味しいのに
カンタン！

そうめんを茹でるときに塩はいれません。そうめんに含まれている塩分を茹でながら出すためです。
そうめんを水洗いせず温かいままで使うとぬめりがとろみを増す働きがありますが、その時は出し汁の塩
分を控えてください。ガスやIHがない時代は火加減ができなかったので吹きこぼれそうになった時に差し水
（びっくり水）をしていましたが、現代は火力で調整するので差し水はしなくなっています。
にゅうめんなんて、風邪の時や寒い日のメニュー、ましてとろみがついているなんて、、と思っているあなた！！
こんなにも暑さで弱った胃にやさしい食べ物はありませんよ。
『是非一度お試しください』と我が娘が申しておりました_(._.)_

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。）

マダムキ
ミコの
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