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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　 
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有限会社　丹  陽  社  一級建築士事務所

うちの事務所の恒例で、なにかのイベントはなるべく全員参加で行動いた

します。私一人のこともありますが、企画イベントや講習会やセミナーなど

みんなで楽しくやっています。ただ、打ち上げで飲むのは私一人なのでどう

も盛り上がりに欠けてしまいます。

そして、ことし三年目の若手スタッフもめでたく妻帯者になったようです。

そうかそれじゃあ、三年表彰と結婚のお祝いとクリスマスと忘年会を一緒

にやってしまおうかと提案したんです。

全員より、冷たい反応が返ってきました。

ちょっと冗談を言っただけなのにな～。

・・・・・・・・。

ことしも、宴会はたのしくやりたいですね～。　　　　　　　　　　　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。

今期前半は、計画はあるがなかなか進捗せず足踏み状態でした。
後半に入って堰を切ったように話が進みだしました。

どうも、住宅業界は世間一般的な現象のようです。
消費税の影がせまってきたんですかね～。

地に足をつけて頑張っていきたいと思っています。
よろしくお願いします。

大人の誕生会に現れた救世主とは・・・？

　阿吽法律事務所の髙木です。
　数年前から大人の誕生会を開催しています。社会奉仕活動を通じて親しくなった友人
達とそれぞれの誕生日をお祝いしあうという企画です。きちんとケーキも用意されてい
ます。この年齢になって誕生日のお祝いをしあえる友人が新たに増えるというのも嬉し
いものです。年齢や職業は結構ばらばらですが、地域への思いは共通していますので、こ
うした関係が成立しているのです。
　大人の誕生会にはお酒が付きものです。めでたい機会ですので、どうしても量を過ごし
たりもしてしまいます。11月にも大人の誕生会を開催することになっていますが、お祝
いの対象者がお酒を過ごすとほんの少しだけ厄介な御仁でして、誰が最後まで面倒を見
るのかが問題となっていました。そこに救世主が現れました。誰あろう岡所長です。岡所
長からLINEに「はい、出席します。」とのメッセージが来たときにはやんやの喝采が上が
りました。しかも岡所長とこの御仁の自宅は極近くということで、きっと岡所長が自宅ま
で送り届けてくれるものと参加者一同確信しております。これで何の心配もなく大人の
誕生会を開催することができます。岡所長本当にありがとうございました。
　ところで、岡所長の生誕月は５月です。今年の５月には勿論岡所
長の誕生会も開催しました。特別な訳があって大々的にやりた
かったのですが、慎み深い岡所長が辞退されたため、八尾のいつ
もの居酒屋での開催となりました。今回のご恩に報いるために
も、来年こそは大々的にやらせていただきます。皆さん、ご協力よ
ろしくお願いします。
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丹陽社所長 オカのコラム

「こうしてよかった！大成功！」
「こうしておけばよかった・・・・。」

インテリアの豆知識

「箱」の使い方
マダムキミコの幸せレシピ

フルーツポンチ
八尾のまちの弁護士のつぶやき

大人の誕生会に現れた
救世主とは・・・？
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facebook、Ameba ブログも
定期的に更新中！



こうしておけばよかった・・・

丹陽社
所長 オカの
コラム

材料

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/

インテリアを面白くする

「箱」の使い方
自然のぬくもりを感じる木の箱をインテリアに活かし
てみましょう。最近では、100円ショップでもかわいく
て手軽なサイズの木箱が揃っています。ぜひお部屋の
アクセントとして取り入れてみてください。

自然のぬくもりを感じる木の箱をインテリアに活
かしてみましょう。箱は収納に壁の飾りにと大活躍
する便利なアイテム。最近では、雑貨屋さんや100円
ショップでもかわいくて手軽なサイズの木箱が
揃っています。ぜひお部屋のアクセントとして取り
入れてみてください。

住宅専門誌「新建ハウジング」のデータです。
新しく建てた住まいに暮らしてみて、「こうしてよかった！大成功！」
と「こうしておけばよかった・・・・・。」と感じることについてのアン
ケート結果が載っていました。大いに参考になります。これはお客様
と打ち合わせで、提案してみたい、そして気をつけたい事柄です。

こうしてよかった！大成功！

子供部屋を仕切らない。

引き戸を多くした。

収納スペースを多くした。１位 2位

3位

収納スペースが少ない。 間取りが暮らしにくい。コンセントの位置や数１位 2位 3位

そ
の
ほ
か

に
も…

そ
の
ほ
か…

場 所

日 時 2015年11月29日（日）　14：00～16：00
丹陽社 事務所
大阪市天王寺区上本町5丁目4-17上本町アルティスクエア904

場 所

日 時 2015年11月29日（日） 14：00～16：00
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
上本町アルティスクエア1Ｆ

きっちりと角を合わせずに、少しず
らして無造作に置くだけでおしゃれ
に見えるのが、木の箱のいいとこ
ろ。まったくのバラバラではなく、
色、形など、どこかに少しだけ統一
感を持たせておくのが「無造作風」
をおしゃれにまとめるコツです。

ナチュラルな木
の素材は観葉植
物 と の 相 性 も
ばっちり。
鉢植えは床に直
接置かずに、ぜ
ひ箱とあわせて
飾ってみて。

大きめの箱をいくつか積み重ねれば、たっぷり
収納できるオリジナル棚の出来上がり。サイズ
の違う箱を不規則に配置したり、あえて隙間
を作ったりすることでほかにないユニーク
な形に。このとき、補助金具などで裏面をしっ
かり固定しておけば安心です。また、木工用ボ
ンドで箱の接地面を固定しておくのもいいで
しょう。

小ぶりな底の浅い木箱があったら、壁に掛けるタイプの飾り棚にし
てみましょう。キッチンならスパイス、洗面所なら化粧品ラック、リ
ビングや玄関ならば、小物の飾り棚にぴったりです。また箱の中に
フックを取り付ければ、おしゃれなキーボックスに。フックは何
かと使える便利な金具。オーナメントやアクセサリー、ちょっとし
た小物などを吊り下げても素敵です。

ゆる～く
無造作に置いてみる

大胆に重ねて、
ユニークな空間を楽しもう

小さな木箱で壁を彩る
飾り棚を作ってみよう

箱の
アレンジ
2

箱の
アレンジ
3

箱の
アレンジ
1

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！

白玉粉　　　    100ｇ
木綿豆腐　1丁（150ｇ）
サイダー　　　　1本

もも缶詰（小缶）　1個
みかん　  　　2～3個
レモン　　　　　1個

バナナ　　　　1本　
リンゴ　　　1/2個
パイナップル缶詰（小缶）
　　　　　　　1個

1 .ボールに白玉粉を入れ、豆腐を手でつぶしながら少しずつ入れ混ぜ   
　 合わせ、耳たぶくらいの固さにする。ひとつにまとめた後、棒状に生 
　 地をのばす。

2.棒状に伸ばした生地を直径2.5㎝くらいの同じ大きさに切る。

3.（2）の生地を一度ギュっと握ってから、両手でまん丸の形にし、中央
　 を指で押さえて楕円形にする。

4.鍋に湯を沸かし、沸騰したところに（3）の団子を入れ、軽くかき混ぜ
　て浮いてくるのを待つ。浮いてきたらさらに4～5分茹でザルにあげ
　てから冷水で冷やす。

5.レモンは半分は薄くスライスして、残りは絞っておく。

6.バナナは皮をむき7～8mmに輪切り、レモン汁をかけておく。

7.リンゴは皮つきのまま串切り後バナナと同じ厚さに切る。
　 パイナップル缶詰・もも缶詰は1切れを4～6等分しておく。

8.大きな器に（4）の白玉だんごと（6）（7）の果物を入れ、（5）のレモン
　をのせ、食べる直前にサイダーをかける。後は小鉢に盛り分けて・・・
　召し上がれ(^^♪

フルーツポンチ

美味しいのに
カンタン！

白玉団子を水で作るときは、白玉粉と水の割合は1対1くらい、茹で時間は浮きあがった後さらに2分くらい茹でま
す。木綿豆腐で作るともちもち感が出て美味しいです。白玉団子をたくさん作ったら、ラップで包み、シール付き保
存袋（ジップロックなど）に入れ、ストローなどで袋の空気を抜いて冷凍し、お好みの時に使って下さい。
夏に良く食べられる白玉だんごですが、おぜんざいや味噌汁、きな粉をつけてなどなど一年中使えるのです。白玉粉は
もち米の加工品でもち米を水に浸し、挽き、乳液をふるいにかけ沈殿させたものを乾燥させて作られたものです。もち
粉よりもきめ細かく、つるっとした食感が特徴です。
秋の夜長、温かいお部屋でちょっと冷たい一口・・・いかが？？ウフッ(^.^)/̃̃̃

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

南野田  ゼロエネの板倉造り

外壁に焼杉を使用した例（狭山市今熊 Y邸） 

押入れに作り付けの引き出しをつけたので整理しやすい。

床下収納を3か所つけたので色々しまっておける。

脱衣所に洗濯バサミやハンガーを置いておける棚を作った。

収納を作り付けのものにしたので家具が少なく地震時も安心。

脱衣所にシャツや下着を収納しておく棚を作ったので着替え
がスムーズ。

和室の床を腰かけられる高さにして引き出し収納を作った。

部屋にコンセント２
つでは足りません。標
準で３つです。４つ入
れることもあります。
二口コンセントを三
口コンセントにする
ことも多いです。

部屋の間仕切りをできるだけ少なくして将来の

ライフスタイルの変更に備えた。

子供部屋に上がる階段をリビングを通ってから
にしたので必ず顔を合わせられる。

ベランダの庇がベランダより小さいので雨が降ると洗濯物がぬれてしまう。

デザインを重視したために屋根の庇が小さく、壁や窓がぬれやすい。

ベランダで食事をしたりくつろいだりしようと思ったが活用していない。

屋根が瓦でないので雨の音が気になる。

子供部屋のロフトはいらなかった。

窓が大きすぎて夏は暑いし冬は寒い。

トイレ掃除用具を入れる場所がほしかった。

収納の上や照明器具につく埃が気になる。

引き戸を多くしたので、室内に物を置きやすい。ドアだと
開くスペースが必要。

子供部屋を大きくしてドアを２つつけた。将来的に区切
れるようにした。

ドアに明かり取りをつけたので、夜は部屋にいるかどうか
が分かる。

これは家族の住まい方や動線などを、
設計を理解している専門家としっか
り打ち合わせすることです。
マンションなどのリビ
ング併設の和室は納
戸になっていること
が多いです。

家電や家具を買い替えたら前の場所
に置けなかった。

シューズクローゼットをもっと大き
くすればよかった。入りきらない。

どうしてもモノは増えるものです。断捨
離を心掛けても納戸と部屋ごとの収納
は必要です。具体的には、

住まいづくりは、自分たちだけで考えてもなかなか思いどうりのすまいは造れません。どうしても、自分たちが住んで
いた家しか知らないので、新しい家のイメージができにくいのです。やはり、専門家に相談することが大切です。専門
家は『こうしたい』という希望を丸呑みにすることなく、『なぜこうしたいのか？それならばこういう方法がある
のではないか？』などなどをアドバイスしてくれます。そして予算も考えて適切な助言をもらうことが大切で
す。困ったときは専門家！です。

やっぱりモノ

があふれるんですね。

限られたスペースに収

納を工夫することが一番

の満足感になるようです。

住まいづくりは、自分たちだけで考えてもなかなか思い
どうりのすまいは造れません。どうしても、自分たちが住
んでいた家しか知らないので、新しい家のイメージがで
きにくいのです。やはり、専門家に相談することが大切で
す。専門家は『こうしたい』という希望を丸呑みにする
ことなく、『なぜこうしたいのか？それならばこうい
う方法があるのではないか？』などなどをアドバイス
してくれます。そして予算も考えて適切な助言をもら
うことが大切です。困ったときは専門家！です。

11月のイベントのお知らせ

11月の勉強会は家の収納についての勉強会を開催します。

収納の勉強会

11月のイベントのお知らせ 要予約・参加費無料

要予約・参加費無料

11月の勉強会は家づくりについての勉強会を開催します。
家づくりにおいて重要になる収納などについて勉強します。

『家づくりの勉強会』

memo

家づく
り

家づく
り


