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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
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夏の暑さに閉口して、ついエアコンをつけてしまいます。

自宅では、温度設定をできるだけ高くして冷えすぎないようにしますね。

ケチなんですかね。

冬でもそうです。なんか我慢してしまいます。小さいころ、冬のはじめに寒いっ

ていうと母に言われていました。「今から寒いって言っていたら、真冬になった

らどうするの？」そのせいか、できるだけ薄着を心掛けていたような気もしま

す。暖房にお金をかけないでいるよう体を鍛えていたんですかね。

やっぱりケチなんですかね。

私はいま、冷暖房費など光熱費があまりかからないパッシブ住宅に心惹かれて

います。自然の力を利用する。確かにお金はかかりません。

ケチなんです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

暑い日が続きます。
日本人は暑さに負けないとなんか頑張ってしまいます。
エアコンをかけずに扇風機で済ましてしまうとか。
1人暮らしのご老人などは、
自宅での熱中症で倒れられる方が多いとか。
身体を悪くしても仕方がありません。
みなさん、水分補給をしてできるだけ
直射日光は避けましょう！

高校野球について

阿吽法律事務所の髙木です。
　第97回全国高等学校野球選手権大会は、神奈川県代表の東海大学付属相模高等学校の優勝で幕
を閉じました。前身となる全国中等学校優勝野球大会の第１回大会が、1915年8月に豊中グランド
で開催されてから100年を迎える年に当たるということで、それを記念したテレビ番組が企画、放
送され、かつて甲子園で活躍した元球児の懐かしい映像を見ることができました。趣味がスポーツ
観戦で、高校野球も熱心に観戦していた私にとっては、とても嬉しい企画であり、リアルタイムの
放送はなかなか見ることはできませんでしたが、YouTubeを検索していくつかの放送を見ました。
　こうした際には必ず取り上げられる試合として1992年8月16日に行われた星陵高校（石川）対明
徳義塾高校（高知）戦での星陵の4番打者であった松井秀喜選手に対する5打席連続敬遠がありま
す。私はこの試合を自宅でテレビ観戦していたのですが、5打席目には球場が騒然となり、グランド
内に多数のメガホンが投げ入れられるという高校野球ではあり得ない光景を目にしました。当時
も5打席連続敬遠は高校生らしくない、敬遠も立派な野球のルールであると論争になりましたが、
現在のようにITが発達した時代であればもっと激しい論争が巻き起こっていたことでしょう。
　この出来事は今なお語り継がれており、もしかすれば当時よりも大きく取り上げられ
ているのは、その後の読売ジャイアンツ及びメジャーリーグでの松井秀喜選手の活躍
によるものに他なりません。その意味では、明徳の取った作戦もやむを得なかった
のかもしれません（正直、馬淵監督はあまり好きではありませんが・・・）。
　それにしても今年のジャイアンツはとてももどかしい試合の繰り返しで
す。松井秀喜がいればなーと思う今日この頃です。
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日本家屋とパッシブ住宅

料 金

2015年9月5日（土）　9：00～18：00 解散予定
大人おひとり様　1,000円(昼食付)
※高校生以下は無料です。
※八つ橋の手焼き体験をご希望の方は別途500円頂戴いたします。

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/

　いまから80年前位にやってきて桂離宮
など日本建築を絶賛したドイツ人の建築
家ブルーノ ・̶タウトが日本の民家につい
て書き残しています。

6畳と4畳半の二間に縁側、台所、風呂があ
るだけの小さな田舎やに暮らしたタウト
は、最初は驚きながらも次第に式の生活に
親しんでいったそうです。

　このタウトが驚嘆し親しんだ民家を現
代に生かすのがパッシブ住宅です。

断熱気密性は、ともすれば民家の知恵とは
相いれないものとされてきました。

内と外を遮断し、機械のみで温熱環境をコ
ントロールする家をイメージするとそうで
すが、現在の住宅は断熱性を高めたうえで
外に開き、開放的に暮らすことが可能です。

夏に大きな窓からさわやかな風が入る家
は快適です。暑すぎる日射は、軒の出や庇、
スダレで遮ります。一方、太陽光度が高ま
る冬は、日差しが奥まで差し込んで心地よ
い陽だまりを作ります。寒い夜は十分に敷
き込んだ断熱材が効果を発揮します。開口
部は日が入る南面は大きくして、その他の
面は最低限の日射と換気のみを考えて小
さな開口部とします。

　日本の気候は多様で、雪や雨、日差しや
風はつかみどころがありません。その土地
の気候風土や人の暮らし方も違っていて
一律にエコにするのは難しいのです。

　パッシブ住宅は人が窓を開け閉めし、ス
ダレなどで日射を遮りなるべく機械に頼
らず、四季の変化を楽しみながら健康と快
適、省エネを目指すんです。

　実は、このような住宅が80年前にすでに
建っていました。
「聴竹居」。昭和3年に建築家の藤井厚二が
建てたパッシブ住宅です。
デザインの斬新さもことさらながら、風の
流れや太陽の光を意識して、夏の暑さや湿
気対策も考慮した実験住宅です。

テレビでこの「聴竹居」が紹介されました。
番組をみた天皇陛下が、ご興味をおもちに
なり視察に来られたそうです。陛下がご興
味をひかれたのが、住宅の理想形＝「真に

日本の気候・風土にあった日本人の身体に
適した住宅」環境に配慮した先進的な工夫
だそうです。

柱を無くしてパノラマ・ビューを楽しめる
縁側。南側に面し、冬は太陽の光を取り入
れて暖かく、夏は風を取り込んで涼しくな
るように工夫がされている。また、窓の高
さは冬場の太陽の光がちょうど居室の床
面の奥まで入り込む高さに計算されてい
ます。杉や竹の網代で作られた天井。取り
入れた空気は各室の排気口などを通じて
屋根裏へ抜け、妻面の通風窓から排気され
ます。これは夏に高温になる屋根裏の換気
システムも兼ねています。

夏場に地中の土管で外気を冷やして室内
に取り入れる仕組み。腰掛式と座式の人の
目線を合わせるため30ｃｍ余り高く設定。
畳の床下には、夏の西風を取り入れる導気
筒が組み込まれ、室温を下げるクーラー代
わりにしています。

エコなだけじゃない和洋折衷モダンなデ
ザイン。

居室を中心に連続した空間は、家族それぞ
れが居場所を確保しながら繋がり合う設
計となっており、現代のリビング・インの
原型ともいえます。

これだけのものが80年前に建っていたと
は驚きです。事前に申し込めば今でも見学
もできます。今度、うちの勉強会でも企画
しようかなと考えています。

日 時

夏休みも終わって過ごしやすい季節になりましたが・・・
昔からの日本人の知恵

秋バテに要注意！

夏場の不調と言えば"夏バテ"。
従来の夏バテとは、夏の暑さで体力や食
欲が低下することによって疲れやだるさ
などの症状が現れる、いわゆる"暑気あた
り"でした。しかし、近年ではただの「暑
さ」だけではなく、冷房の普及による「屋
内と屋外の気温差」や「冷たい飲食物の
摂り過ぎ」などが大きな原因と言われて
います。
本来なら暑いはずの夏に、冷房などで身
体を冷やすことにより自律神経の
バランスが乱れ、秋に
なってくると不調が出
てくる人が増えている
と言います。この時期
の不調は "秋バテ "と
呼ばれています。

秋バテって？

秋バテのタイプは"内臓冷えタイプ"と
"冷房冷えタイプ"
そして、毎日冷房の中で過ごしたことによ
る"冷房冷えタイプ"。この2つです。
暑い夏に身体を内外から冷やしてしまった
結果、全身の血のめぐりが悪くなることで"
秋バテ"が起こりやすくなるのです。この2
つのタイプが同時
に起こることも
あります。

秋バテのタイプ 秋バテ対策

リラックスして入浴し、心と身体をリ
セット、冷房で冷えた体も温めてあげ
ましょう。
秋バテの症状である疲れやだるさ・肩こり
を感じたら、38～40℃くらいのぬるめの
お湯にゆっくりつかって全身を温め、血の
めぐりを良くすることが大切です。厳しい
暑さにより、私たちは自分が思っている以
上に身体を冷やしてしまっているようで
す。毎日のバスタイムで身体をいたわりま
しょう。毎日のごはんの献立に体を温める
美味しいスープや、しょうがを使った料理
などを取り入れるのもいいですね♪

連日猛暑続きだった暑い夏もようやく終わりに近づいています。
涼しくなってほっと気が抜けてしまうところですが、この時期体調不良を訴える人が増えて
います。あなたは体調管理、大丈夫ですか・・・？

 〈 http://www.royalqueen. jp/「ロイヤルクイーン料理教室ー生活の豆知識」より 引用 〉

日本人は部屋全体を

ヨーロッパ風に暖めることを

希望もしなければ

もともとこうするつもりもない。

第一に太陽と 太陽に暖められた大気とに

頼るのである。
 ー ブルーノー・タウト　   

ブルーノー・タウトが暮らした「洗心亭」

昭和 3年に建築家の藤井厚二が建てた「聴竹居」

とても狭い民家だったが、タウトは自然に囲まれた
「侘び住まい」を楽しんだそう。（※イメージ写真です。）

丹陽社と行く！秋の日帰りバスツアー

丹陽社と行く！
第二回

9月のイベントは、 日頃の感謝を込めて、バスツアーを企画します。
丹陽社スタッフと日帰りバスの旅をワイワイ楽しみましょう♪

9月のイベントのお知らせ 詳細はお問い合わせください。

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！

米　　　　　　 2合
みょうが　  3～4個
油揚げ　　　　 1枚

お好みで・・・
三つ葉やもみ海苔

昆布だしの素　　  適量
薄口しょうゆ　大さじ2
みりん　　　　大さじ2

1 .みょうがは半分に切り斜めに千切りしておく。

2.油揚げは米と同じ大きさのみじん切り。

3.米はよくとぎ、ざるにあげておく。

4.炊飯器に（3）の米とその他の調味料を入れて、水加減を米2カップに     
　して混ぜる。

5.（1）のみょうがと（2）の揚げを均等にのせて、炊飯器メニューを炊込
　みにして炊く。

6.炊きあがったら全体をよくほぐし、器にもって青み（三つ葉など）や
　もみのりを添えて、召し上がれ(^^♪

みょうがご飯・パートⅡ

美味しいのに
カンタン！

みょうがはあまり細い千切りにすると歯触りが無くなってしまいます。お好みですが3ミリくらいの方がみょう
がを楽しめると思います。油揚げをお米と同じくらいの大きさにするのは、油揚げが旨味は出すが主張はしない
『名わき役』になるためです。
みょうがには夏（6～7月）に咲く夏みょうがと、秋（8～10月）に咲く秋みょうががあります。夏みょうがはさわや
かな、秋みょうがは芳醇な香りがします。香り成分の精油と辛み成分が消化促進、食欲増進に。また熱を静め
る作用があるため、夏風邪の喉の痛み、口内炎などにも効果があると言われています。
みょうがの天ぷらも美味(^^♪　お塩を添えて．..　あ～よだれがでる・・・!(^^)!

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

ワンポイ
ントアド

バイス


