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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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風邪をひいてしまいました。

ちょっと風邪気味だったんですが、いつものようにすぐ直るだろ

うとタカをくくっていました。でもこの間、暖かい日が続く合間に

すごく寒い日がありました。これでやられてしまいました。二週間

ほど続いています。咳がでて困るのです。連休中はどこにも出かけ

ず、じっとしていました。仕方がないので、読書をしていました。

物足りないのでお酒を飲みました。

いろいろ言われてしまいましたが、どちらも堪能できたようです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 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。

熊本で地震が続いています。
こんなに多く地震が発生するのは日本が地震国とはいえ、
例がないようです。
本当に被災地の皆様には大変なことだと思います。
あらためまして同情を禁じえません。
日本は地震国で日本中どこで起きても
不思議ではないと思い知らされました。
ホント、他人ごとではないのです。
助け合っていかなければなりません。
古来日本人はこうやって生きてきたんだろうと
思います。　がんばれ熊本！そして、東北！

ベッキーについて思うこと。

　阿吽法律事務所の髙木です。
　不倫報道で暫く姿を消していたベッキーが、久々にテレビに登場し、不倫問題につい
て答えました。放送直後からネット上では賛否の意見が飛び交っていますが、今が適当
な時期であったのかどうかは別として、回答内容も含めて方法としてはあれしかな
かったのではないかと思います。私も偶々放送を見ていたのですが、まず感じたのは
「中居君は凄いな！」ということでした。勿論、筋書きはあったのかもしれませんし、質
問者と回答者との間の人間関係（信頼関係）があったからかもしれませんが、突っ込む
とこは突っ込み、共感するところは共感しての質問の仕方、間合いの取り方等とても感
心させられました。その結果として、あれだけの答えが引き出せたものと思われます。
私も人の話を聞くのが仕事ですが、見習うべき点も多々ありました。
　ところで、ネット上には「ベッキーは絶対に許せない」というコメントを発信してい
る人が未だかなり見受けられます。それらの人は、①そもそもベッキーが嫌い、②不倫
をしたことが許せない、③虚偽の記者会見をしたことが等々の理由で批判的なコメン
トを発信しているものと思われますが、中には、特に理由なく批判コメントを発信する
人もいると言われています。理由がなければ許しを得ることは不可能ですし、コメント
は匿名で発信できますので内容がエスカレートする傾向にもあるようです。こうした
匿名発信のコメントによるトラブルも今後益々増加することが予想されるところで
す。批判コメントをされないために岡所長のような真っ当な人生を歩んでいければと
思う今日この頃です。

暖かい季節は
大掃除のベストシーズン！
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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

ス築10年の板倉の家 見学会&板倉造りの勉強会

5月のイベントのお知らせ

今回は丹陽社のモデルハウスである、築10年の板倉の家の見学します。
会場では、板倉造りの勉強会も開催します。
貴重な機会ですので是非ご来場ください。

要予約・参加費無料

伝統構法と地震

「柔軟に揺れて地震の振動を吸収する」
日本人の昔からの知恵

場 所 お申込方法

5月22日（日）　13：00～16：00
八尾萱振町周辺 HP・電話・FAXにてお申込みください。

丹陽社
所長 オカの
コラム

神大震災で倒壊した多くの木造住
宅の原因のひとつが、その建物に

合った耐力壁の量が満たされていない
点が挙げられています。

つまり、間口の狭い建物の耐力壁、腐朽
やシロアリなどによって劣化した耐力
壁などです。

構造的には、現行法上の耐力壁の仕様で
施工されていれば大きな被害を受けず
にすんだ住宅が大部分だという報告が
なされています。

それじゃ、ハウスメーカーがつくるプレ
ハブもツーバイフォーも在来軸組工法
もみんな本来の基準の施工であれば耐
震に関しては一緒じゃないかと思って
しまいます。それはそうですよね、同じ
基準を満たすように材の違いはあれ規
定されているのですから。

それらに比べて、伝統構法は基本的に耐
力壁に頼りません。

構造体をがっちりと固めないんです。

ある程度の大きな断面の構造材を、基本
的には金物を使わず仕口(しぐち)を用い
て結合します。

伝統構法の「貫構法」では、柱と結合する
梁と土台の間を「貫」という横架材を
使って柱どうしを連結します。（この貫
を壁いっぱいに入れたのが「板倉構法」
と思ってもらって結構です。）

その間に、編んだ竹などを下地にした土
壁を構築します。
この構造体をがっちり固めない方法は
地震の振動にある程度ついていき、ゆれ
る力を吸収していくのです。

阪神大震災において被災した、貫構法で
建てられた建物の破損状況は、建物が傾
き大きく変形しながら粘り強く持ち耐
えており、倒壊にはいたっていません。

重要なことは大きく変形するが、人の生
存空間を確保している点が共通してい
ます。

この「貫構法」は、部分的には強度は弱く
ても粘りのある壁を構成して変形が大
きくても倒れず、再度、屋起こしも可能
であり人命救助の観点からも優れてい
ます。
また、その「貫構法」のもととなった「板
倉構法」では、弱い壁の部分が少なく、よ
り粘りのある壁を構成するだろうと思
われます。

ゆれて地震力を吸収するのは、古代の高
層建築、五重の塔に代表されるもので
す。2千年以上この地震の多い日本列島
に住んでいる日本人の知恵が、地震に強
い構法を編み出していたんです。

日 時

切ったジャガイモは洗ってしまうとじゃがいもの表面のでんぷんが落ちてしまうので洗わずにそ
のまま使用して下さい。じゃがいもの表面のでんぷんが熱でα化してくっつくことが大切です。
チーズはくせがなくマイルドで微かにバターの風味のあるゴーダチーズや軽い酸味のあるチェ
ダーチーズがお勧めです。

欧米ではよく食べられているじゃがいも、今が新じゃがの美味しい季節です。
あなたはいつ食べるの？・・・・『今でしょう(^^♪』うふっ！！

大掃除といえば年末に行うイメージがあるかと思いますが、一年の半分を過ぎた夏の時
期にしっかり掃除をしておけば、年末の大掃除の負担を軽減することができます。
また、春から夏にかけての暖かい季節は、気温が高いので汚れが落ちやすい、拭き掃除
をしても早く乾く、日照時間が長いので屋外の掃除がしやすい、水を使った掃除を気持
ちよくできるなどのメリットがあります。天気にあわせて掃除をすればますます効率も
アップします。網戸は汚れやゴミが付着していると風通しが悪くなるので、夏こそ掃除
しておきたい場所のひとつです。

暖かい季節は
大掃除のベストシーズン！

網戸と窓をきれいにして涼しさをアップ！天気のいい日に畳とフローリングのお手入れを

材料
(2人分)

作り方

ハッシュドポテトの
チーズサンド

ジャガイモ　　　　　500g

（メイクイーン系がお勧め）　

粉チーズ　　　　　　 10ｇ

ピザ用チーズ　　　  100ｇ

塩・コショウ　　各小さじ1/3～1/2

バター　　　　　　小さじ2（10ｇ）

サラダ油　　　　　　　　　  適量

1 .ジャガイモは皮をむき、みじん切り又は千切りにし、
　 ボウルに入れておく。

2.（1）のボウルに粉チーズと塩コショウをして、よく混ぜ合わす。

3.フライパンにサラダ油を入れ熱し、さらにバター小さじ１を入れ、（1）
　 を半量入れ平らに伸ばし、その上にピザ用チーズを乗せ、さらに（1）の
　 残りを入れてフライ返しで押さえながら中火⇒弱火にしてじっくり焼
　 き色がつくまで焼く。

4.焼き色がついたら裏返し、（3）と同様にフライ返しで押さえながら、
　じっくり焼き色がつくまで焼く。

阪

光明池Ｎ邸 内装 漆喰仕上げ

西宮O邸 内装 漆喰仕上げ

古代の高層建築、五重の塔

◎伝統構法「貫構法」の建物の揺れ方

地震時には、建物全体が少し歪む(同時に、貫やホゾなどが柱にめり込んだり、
土壁にクラックが入ったりする)ことで地震のエネルギーを吸収する。
(赤丸部分で仕口のメリコミが発生する。)

地震力

貫

編んだ竹などを
下地にした土壁

●フローリング掃除は乾きのよい天気のいい日に

●畳のお手入れは換気がポイント

天日干しが難しい
場合は、空き缶など
で畳を持ち上げて
換気しましょう。

天日干しが難しい
場合は、空き缶など
で畳を持ち上げて
換気しましょう。

●窓ガラスは曇りの日の掃除がベスト

●網戸は、水をかけて丸洗いするのがおすすめ
フローリングの床は、まず表面や隅々に溜まったほこりをドライモ
ップなどで取り除き、掃除機をかけます。次に固くしぼったぞうき
んや専用シートなどで汚れなどを拭
きとり、ワックスをかけましょう。
ただし床の種類によって使用できる
洗剤などは異なるので、必ず確認し
てください。

畳のお手入れのきほんは、畳の目に沿
った掃除機かけと、ぞうきんでのからぶ
きです。大掃除の際には、畳縁の縫い
目にドライバーを差し入れて畳を持ち
上げ、天日干しで乾燥させましょう。

網戸は片面ずつ順に水をかけながら、スポンジなどで縦方向・横
方向に汚れを洗い流します。

日光が当たると水がすぐに乾いてしま
うので、曇りの日や、日が当たらない
時間帯に掃除を。
窓ガラスの掃除には、窓ガラスワイパ
ーが便利です。スポンジやスプレーで
窓を濡らし、上から下へ縦方向にワイ
パーでしっかり汚れを拭き取ります。
最後に窓枠などにたまった水分や洗
剤を古布で拭き取りましょう。

汚れが目立つ場合は
ガラス用洗剤を使い
窓ガラスワイパーで
拭き取りましょう。

汚れが目立つ場合は
ガラス用洗剤を使い
窓ガラスワイパーで
拭き取りましょう。


