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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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有限会社　丹  陽  社  一級建築士事務所

一月もはや、月末。

ことしは少し長いお正月休みをいただきました。

そのためか、初出早々仕事モードに突入していました。

なぜか忙しく、一日は短いんですが今月は長く感じています。お正

月なんてもうだいぶ前の感じで、まだ一月というのが不思議な気

持ちです。

また、暖冬だと思っていたのですが、最大の寒波がやってきまし

た。今年はどうも思わぬことが起こるのかもしれません。

でも、バリバリだぜぃ！！　　　　　　　　　　　　　　　  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。

新年になりました。
遅まきながら、新年あけましておめでとうございます。
社内の書初めで、今年の私をあらわす漢字を書きました。

「摑」です。
掴んでいくんです！

今年もパワフルに活きたいと思います。
バリバリだぜぃ！！

1 0年ぶりの日本出身力士の優勝

　阿吽法律事務所の髙木です。
　大相撲平成28年初場所で大関琴奨菊が優勝しました。これは平成18年初場所で大関
栃東が優勝して以来10年ぶりの日本出身力士の優勝ということで大きな話題となって
います。この間の優勝力士と優勝回数を調べてみますと、白鵬が35回、朝青龍が8回、日
馬富士が7回、鶴竜が2回、琴欧洲、把瑠都、旭天鵬、照ノ富士が各1回であり、平成23年春
場所は八百長問題で中止となっています。平成25年夏場所に優勝した旭天鵬は、当時既
に帰化していましたので、日本人（日本国籍を有する）力士の優勝という意味では10年ぶ
りではないのですが、国技大相撲だけにやはり日本出生、日本出身力士の優勝には感慨
深いものがあります。
　八百長問題等で失墜していた大相撲人気が復活してきたと言われています。ＮＨＫが
初場所で実施したアンケートによれば、大相撲人気がさらに上昇するための最大の要素
は「日本人力士の活躍」だったそうです。その意味でも今回の大関琴奨菊の優勝は大きな
弾みとなるものと思われます。
　次なる期待は3代目若乃花以来の日本出身横綱の誕生です（若乃花の次に横綱になっ
た武蔵丸は横綱昇進時帰化していたそうです。）。琴奨菊が春場所でも優勝又はそれに準
ずる成績を収めた場合、相撲内容によれば横綱に推挙される可能性もあると言われてい
ますが、初場所以前の成績を見ると初場所の様な相撲を取り続けられるか甚だ不安もあ
ります。
　ここは1つ、日本と武道を愛する岡所長の指揮のもと、日本出身横綱誕生に向けて盛大
な応援をしようと思いますので、岡所長、春場所観戦に連れて行ってください。
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美味しいのに
カンタン！

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

ス板倉造り 無垢の家  構造見学会
2月のイベントのお知らせ

要予約・参加費無料

丹陽社のホームページを
リニューアルしました！ facebookページも更新中♪

材料
(4人分)

作り方

大人好みに変身(^^♪サラダ
ワンポイントアドバイス

季節の変化を身近に

和の暦で楽しむ冬暮らし 春夏秋冬の四季を楽しんだ昔の日本人
の知恵を知り、季節の変化を感じなが
ら冬の暮らしを楽しんでみませんか？

春夏秋冬の四季を楽しんだ昔の日本人の知
恵を知り、季節の変化を感じながら冬の暮
らしを楽しんでみませんか？

電力会社と契約しない
「オフグリッド」生活 

自給自足の生活

場 所

2月20日（土）・21日（日）　11：00～16：00 【予定】

※お申し込みいただいた方に日時・場所の詳細をお伝えいたします。※工事の状況により、日時が変更する可能性がございます。

2016年1月00日（日）
14：00～16：00

和歌山県伊都郡九度山町周辺

丹陽社
所長 オカの
コラム

2015年11月12日にホームページをリニューア
ルしました。ブログもホームページにて更新し
ています。是非ご覧ください！
http://www.tanyosha.co.jp

丹陽社のfacebookページも随時更新しています。
工事のこと、丹陽社のこと、リアルタイムで更新中
です。暇なときにでものぞいてみてください(^^)
https://www.facebook.com/tanyoshapage

電力会社に頼らない、
電気を自給する「オフグリッド」生活。
電力会社と契約せず電気を自給する生活
を「オフグリッド」と言います。
横浜市内のご夫婦が自宅を新築する際に
実践されています。

佐藤隆哉さん、千佳さんご夫婦です。
実際に、検針にきた東京電力の方が、メー
ターがないことにびっくりしたそうです。 

横浜市内の田園風景が広がる自然豊かな
環境に、延べ床面積90平方mの二階建て
木造住宅を新築し太陽光パネルとフォー
クリフトの中古バッテリーをつかって
「オフグリッド」の生活を楽しんでおられ
ます。

太陽電池はパナソニックのHIT240とい
う5 5 , 0 0 0円のパネル2 4 0 kW×8枚＝
1 .92kW、充電用のコントローラとして
INVERTEK社のSS-80CX MPPTが125,000
円、それに交流の100Vに変換するイン

バータとしてINVERTEK社のDAI-3000L
というもので 195,000円。室内にバッテ
リー残量が見えるモニター。裏の倉庫に
フォークリフトの中古バッテリー容量
27kWh分、550 ,000円。それらを含めた
工事一式で約220万円だったそうです。

一般的には屋根に載せる太陽電池の出
力は4kw前後とされています。1.92kW
の出力というのはその半分であって、か
なり小さめ。

でも、電力会社と契約をしていない「オ
フグリッド」では、余分な電力を売電す
ることはなく、足らずをバッテリーで発
電すると考えるとバランスは取れてい
るのかもしれません。

でも、本当にこれで生活ができるのだろ
うかと思われます。

「まだ住みはじめて1カ月ちょっとなの
で、なんとも言えない面はありますが、
今のところ、とっても快適に暮らせてい

ます。ご覧いただくと分かる通り、照明は
もちろん、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、炊
飯器、トースター、掃除機、パソコン、プ
リンタ……と一通りの家電はあって、使
えているんですよ。」と奥様の千佳さん
はおっしゃいます。

確かに、壁にコンセントはあるし、一通り
の家電機器は揃っています。でも、これら
の家電機器をフルに使うほどの電力は賄
えてはいないはずだと思われます。

そこで、奥様の工夫が発揮されるのです。

日 時

おからサラダ おから（市販のもの）　　1/2袋
人参　　　　　　　　　1/3本
きゅうり　　　　　　　1/2本
セロリ　　　　　　　　 1/3本

ハム　　　　　　　　  2～3枚
マヨネーズ　　　　　 大さじ3
酢　　　　　　　　　 大さじ1
塩・コショウ　　　　　　 適当

1 .人参は、薄く切って茹でるか、2～3分電子レンジでチンしておく。

2.きゅうりは、薄く切って軽く塩でもむ。

3.セロリは筋を取り薄く、ハムは薄く切っておく。

4.ボールにおからを入れ、絞った人参・きゅうり、セロリとハムを入れ、マ
　ヨネーズ・酢・塩コショウで味を調える。

5.冷蔵庫に20分ほど寝かせて味をなじませる。

6.たまねぎは、薄い切りにしてかるく
　 塩でもみ、その後しぼって具に加える。

7.（4）のマヨネーズ・酢・塩コショウの
　 他に練りがらし小さじ1を加える。

　　　大人の味に変身！

そのほか、お酢をワ

インビネガーやリンゴ

酢に代えると少し違った

味が楽しめます。

日持ちの悪いおからです

が、マヨネーズの成分の酢

と更に加えるお酢の作用で

２～３日（冷蔵保存）は美味

し く 召 し 上 が れ ま す

(^_-)-☆

そのほか、お酢をワインビネガーやリンゴ酢に代えると少し違った味が楽
しめます。
日持ちの悪いおからですが、マヨネーズの成分の酢と更に加えるお酢の作
用で２～３日（冷蔵保存）は美味しく召し上がれます(^_-)-☆

おからは大豆から豆乳を絞った搾りかすですが、豆乳よりタンパク質は２倍、カルシウムは５倍以上、食物繊維
は６倍近く（レタス・キャベツの６倍）あり、さらに善玉菌を増やす“オリゴ糖”が含まれています。
お正月、こたつ虫？こたつの守役になっていたあなた、運動不足になっていませんか？
栄養豊富な体と財布に優しい食材で快適・快便でお過ごしください<m(__)m>
今年もヨロピク！！

先日、「女性セブン」の記者という方からお電話をいただきました。
何事かなと思い聞きますと。以前、ネットに書き込んでいました「電力会社と契約しな
いオフグリットの生活」についての問い合わせでした。わたしと有名女優についてのス
キャンダルではなかったようです？そこで、書き込んでいたコラムを掲載します。
電力の自由化もあって、いま、いろいろ話題になっているようですね。

　　「オフグリッド」という発想が素晴らし

いです。電気を自給するのですから。電力会

社に余った電気を売電する発想が無いので

むやみやたらに太陽光パネルを設置する必

要もありません。

費用も余りかからないかもしれないです。

これで、蓄電池の価格が抑えられればより

促進される可能性があります。今までので

きるだけ発電して売電し元をとるという考

えから、必要なだけ発電して必要なだけ使

うという考えに変わっていきそうですね。

◎妻の千佳さんが運営するブログ
「Green note 都会でプチ自給自足生活」
http://profile.ameba.jp/green-note-page/

現在、私たちの使うカレンダーは新暦
（太陽暦）ですが、かつての日本では旧
暦（太陰太陽暦）という暦が用いられ
ていました。
そして春夏秋冬それぞれを6つにわけ
た『二十四節気』（にじゅうしせっき）
を季節の目安としていました。
たとえば冬は、①冬がはじまる「立冬
（りっとう）」（11月上旬ごろ）、②小雪
がちらつきはじめる「小雪（しょうせ
つ）」（11月下旬ごろ）、③本格的な冬
を迎える「大雪（たいせつ）」（12月上
旬ごろ）、④1年でもっとも夜が長くな
る「冬至（とうじ）」（12月下旬ごろ）、
⑤寒さが厳しくなる「小寒（しょうか
ん）」（1月上旬ごろ）、⑥最も寒さが厳
しくなる「大寒（たいかん）」（1月下旬
ごろ）と、冬の変化に沿った名前がつ
けられています。

昔から続く行事には、自然に寄りそっ
て暮らした日本人の知恵がつまって
います。ここでは「食」に関する行事の
一部を紹介しましょう。
風邪を防ぐためにカボチャを食べ、風
呂に柚子を浮かべる冬至の日。寿命が
長くのびるなどの縁起をかつぐとさ
れる大晦日の日夜に食べる年越し蕎
麦。1年の無病息災を祈る人日の節句
（1月7日）の七草粥。神様に供えた鏡餅
をお下がりとしていただく鏡開き。も
ともとは五穀をまいていたという節
分の豆まきなど・・・。
各行事は地域によって異なることも
あります。それぞれの暮らす地域の行
事や風習を改めて見直してみれば、新
しい発見があるかもしれません。家族
で冬の行事を持せ実践し、季節の変化
を肌で感じてみてはいかがでしょう。

昔の暦≪旧暦≫の
きほんを知ろう

冬をもっと楽しむ
行事あれこれ

北欧スタイルの
インテリアを
取り入れて
みよう！
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