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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！！
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私たちは、伝統構法の「板倉造りの家」を建てています。

石油建材とか構造用金物とかをできるだけ使わない自然素材の家な

んです。

先日、驚くべきニュースが飛び込んできました。

あのタマホームが板倉造りの家に参入することを発表したんです。

「板倉造りの家」が世間に認められたということですね。

複雑な心境です。

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。

さいきん世の中の風向きがかわってきたように思えます。
何故だかわかりませんが、
時代の変換点を過ぎたのかもしれません。
私の運勢がよくなったとか、悪くなったとかいうの
ではないんです。
たぶん、私だけが勝手に思っているんでしょうね。

とにかく、バリバリだぜぃ！

情報管理に気をつけて！

　阿吽法律事務所の髙木です。
　センテンススプリング事件により、不倫に対する世間の目が非常に厳しいということを改
めて認識しました。民法７７０条１項１号は、配偶者の不貞行為を裁判上の離婚原因として
います。最高裁判所判決では「不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配
偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」と判断されており、いわゆる肉体関係のあるこ
とが不貞行為の前提と考えられています。ただし、肉体関係が無くても、恋愛感情を持って配
偶者以外の者と付き合うことは、配偶者との婚姻関係を破綻させるきっかけともなりますの
で、裁判上の離婚原因となることもあり得るでしょう。
　判決で配偶者の不貞行為を認定してもらうには不貞行為の証拠が必要となりますが、基本
的に密室で行われる行為ですので証拠収集も困難です。
以前から探偵事務所に調査依頼をすることは行われていましたが、
携帯電話の普及によりメールや写メが証拠として使われるように
なり、最近はセンテンススプリング事件でもお馴染みとなった無
料通信アプリＬＩＮＥでのやり取りが証拠として提出されるよ
うになっています。
　ＬＩＮＥは通信手段として非常に便利なものではありますが、
同時に情報漏洩の危険もはらんでいます。先日も私のＬＩＮＥ
から、とある有名建築士さんの写真が流出してしまいましたが、
間違っても不貞行為の証拠に使用されるおそれのないもので
したのでご本人共々胸をなで下ろしているところです。
皆様、情報管理にはくれぐれもご注意ください。
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丹陽社所長 オカのコラム

右手にチェーンソー、
左手にパソコン

インテリアの豆知識

「ちょい楽」家事のススメ
マダムキミコの幸せレシピ

さつまいもの甘納豆風
八尾のまちの弁護士のつぶやき

情報管理に気を付けて！
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facebook も
定期的に更新中！



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

ヨドコウ迎賓館 見学会
3月のイベントのお知らせ

※別途入館料（大人500円）
　が必要です。

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♪

冬

今回の見学会は、二十世紀最高の建築家の1人と言われる、フランク･ロイド･ライト
設計による国指定の重要文化財の建築物、『ヨドコウ迎賓館』を見学します。

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

がんばりすぎないで！

「ちょい楽」家事のススメ
貴重な休日がたまった家事で終わってしまうのがもっ
たいない！家事代行サービスを選択肢に加えることで、
日々の疲れを癒したり、充実した時間を過ごしたりして
はいかがでしょう。忙しいときのサポートとしての利用
もオススメです。右手にチェーンソー、

左手にパソコン

山の仕事で食べていく。

場 所

3月19日（土）　13：00～16：00頃

2016年1月00日（日）
14：00～16：00

ヨドコウ迎賓館（阪急芦屋川駅から北へ徒歩10分）受付前13:00集合

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。
ブログも更新中！是非ご覧ください！
http://www.tanyosha.co.jp

工事のこと、丹陽社のこと、リアルタイムで更新中です。
https://www.facebook.com/tanyoshapage

就業３年まで研修を助成する「緑の雇用」制度。
あたらしい発想で、林業の若者離れにストップ！
いま若者離れが進んでいると思われて
いた林業に若者の関心が高まっていま
す。

林野庁の補助事業の就活イベントの参
加者はほとんどが若者で、なかには家族
を連れて様子を見に来ている人も多い
ようでした。

これは環境に関心のある学生や大企業
志向ではない働き方の変化Ｕ・Ｉターン
の選択肢として仕事を選ぼうとしてい
るからのようです。

その後押しとなっているのが林野庁が
平成15年から始まり10年以上にわたっ
て行っている補助事業「緑の雇用」制度
です。
就業3年までを研修生として位置づけ、
年度ごとに異なる研修を年間最高150万

円を助成してくれる制度なんです。

また、5年10年と経験を積んだ者にも継
続的に研修を受ける制度も用意してあ
るといいます。
 
このように人材を育成して衰退しつつ
ある日本の林業を現代の産業として組
織化するのが目的です。

いまでは「右手にチェーンソー、左手に
パソコン」というあたらしい発想を持っ
た林業経営者が若者を中心に増えてき
たと言います。
 
木材の供給に一貫体制で取り組んでい
く、産地が直接ユーザーと買い付けなど
やりとりができる体制が整ってきてい
ます。
 

通常の３倍の木を使用する板倉の
家。だからこそ使われる材料を目
で見て確認していただきます。

実際、私たちも徳島の阿南までお客様と
材木を見に行って林産地から材木を直
接仕入れて家を建てています。

一泊どまりで行くのです。

夜はお客様、林業家のみなさん、私たち
スタッフとお酒を酌み交わし
林業家の方の「こだわり・うんちく」を聞
くのです。
それはそれで楽しいものなんです。

日 時

さつまいもの甘納豆風 サツマイモ　　　500g
砂糖　　　　　　100g

塩　　　　　　　　 小さじ1/3～1/2
グラニュー糖　　適量(好きなだけ♪)

1 .サツマイモの皮をよく洗い1cmほどの輪切りにし、水によくさらす。

2.鍋に（1）のサツマイモと水をひたひたに入れ、砂糖を入れ硬めに煮る。
　（中火で10～12分程）

3.汁だけを別の鍋に移し半量強くらいになるまで煮詰める。
　（強火から中火で10分程）

4.煮詰めた汁を鍋に戻し、塩をいれ弱火で芋が崩れない程度に煮る。
　（汁が揺らぐ程度の火加減で7～8分）

5.汁ごと一晩おく。（芋が汁を吸ってほとんど煮汁がなくなる）

6.汁を切りながら網の上で4時間～半日干す。

7.お好みでサツマイモのまわりにグラニュー糖をまぶし、再び干す。

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

(^_-)-☆

サツマイモを砂糖煮しただけでも美味しいですが、ひと手間かけてちょっとグレードアップに(^^♪

グラニュー糖をまぶしてすぐに袋に入れたり、冷蔵庫にいれるとサツマイモの中の水分が出てグラニュー

糖が溶けてベタついてしまいます。お気を付けください。？？どのような方法がよいのやら？？(/o＼)

サツマイモの種類は？？　良く売っているふつうので～す。

サツマイモのエネルギーはご飯とさほど変わらず、いも類の中では食物繊維が多く、腸内に存在する善玉菌を増やし
悪玉菌や毒素を吸着して排出する働きがあるといわれています。またサツマイモのビタミンＣはでんぷんに
よって保護されているため、加熱しても失われにくいという特徴があります。そのため糖分をエネルギーに変
えるビタミンＢ群や抗酸化作用を持つビタミンＥ、コラーゲンの生成を促進するビタミンＣとの相乗作用でシ
ワやたるみ、シミやそばかすなどの美肌効果が期待できる美肌食材なのです。食物繊維で便秘解消(^^♪さらに
美肌効果でルンルンの春をお迎えくださいヽ(^o^)丿

家事はよく「やりだしたらキリがな
い」「終わりがない」と言われます。
主婦として、母として、完璧を目指し
て家事を日々頑張っていると、疲れ
てしまうこともあるのではないで
しょうか。
今回は、そんなときに役立つ「ちょい
楽」家事のアイデアをご紹介しま
しょう。
ひとつは缶詰などの保存食材を活用
したメニューを献立に取り入れるこ
と。
そしてもう一つ、ぜひ検討をおすす
めしたいのが、家事代行サービスの
上手な利用です。
「お金を出して家事を依頼するの
は・・・」と抵抗がある方もいるかもし
れません。ですが最近は、各種掃除は
もちろん、料理、買い物、ゴミ出しや、

家具の移動のような力仕事まで、
様々なサービスが登場しています。
定期的にお願いしていると、大きな
出費になってしまいますが、忙しい
時に限定するなど一時的な利用に留
めれば、とどめれば予算に合わせた
利用も可能です。
また普段の掃除では見落としがちな
汚れをプロの技できれいにしてもら
う、という考えで利用するのもいい
でしょう。
それぞれの生活スタイルやニーズに
あったサービスを利用し、プロの仕
事できれいに磨かれた空間で家族と
心身ともにゆったり過ごすというの
も、たまにはいいのではないでしょ
うか。
心に余裕をもって過ごすためにも、
無理をすることなく「ちょい楽」アイ
デアを生活に取り入れてください。

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。

毎日の家事を無理なく
続けるために・・・

Off  gr id  Life

要予約 


