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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　 
FAX 072-990-5008

http://www.tanyosha.co. jp

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5丁目4-17-904 上本町アルティスクエア9F
TEL 06-6764-1956　FAX 06-6764-1957　Email show1un@tanyosha.co.jp

有限会社　丹  陽  社  一級建築士事務所

コミュニケーションアップのセミナーで、人は4つのタイプに分類し

て対応したほうがコミュニケーションを取りやすくなるそうです。

これは、立場や環境での人の在り方で性格ではないそうです。

支配したいコントローラー、影響を与えたいプロモーター、人優先の

サポーター、計画と分析のアナライザー。

私は、プロモーターでエネルギッシュだが持続が苦手、社交的だが人

の話はあんまり聞かないそうです。思い当たる節が大いにあります。

そうかあ、計画は完璧なものを立てるが

続けられないのはそうだったのか！

少しうれしいオカでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　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／日本板倉建築協会 理事
統括設計専攻建築士／大阪府建築士会
NPO法人 なにわ文化芸術芸能推進協議会（通称：カエパス） 理事長
高安ルーツの能 実行委員会 事務長／能楽 観世流
一般社団法人錬信会 理事／無双直伝英信流 居合道錬士七段
八尾ライオンズクラブ／八尾市倫理法人会

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。

先日、コミュニケーションアップのセミナーを受けてきました。
人は聞いているつもりで、まったく聞いていない。

自分の興味のあることしか聞かないということを知りました。
聞き流すというクセがついているそうです。

でも人は、自分が話したくて仕方がない。いっぱい話したいんだそうです。
つまり、聞いてほしいという欲求が先行しているそうです。

これでは有効なコミュニケーションは、なかなか作りにくいですよね。
「聞く」は意識を集中しないとできないそうです。

課題です。

野球観戦についてのあれこれ・・・

　阿吽法律事務所の髙木です。
　友人と５人で京セラドーム大阪に野球観戦に行ってきました。ジャイアンツ対バッファローズ
の交流戦で、ジャイアンツファン３人、タイガースファン２名での観戦でした。なぜ対戦カード
に関係のないタイガースファンが混じっていたかといいますと、観戦終了後ＪＲ大正駅周辺で沖
縄料理ツアーをするという言葉につられての参戦でした。そのため、１点差ゲームにもかかわら
ず、７回裏で観戦を終了し沖縄料理店に移動することになってしまいました。因みに、ゲームは
そのまま１点差でジャイアンツが勝利し、沖縄料理ツアーはジャイアンツファン３人のささやか
な祝勝会＆タイガースファン２人の単なる飲み会となりました。
　野球観戦を通じて、参加したジャイアンツファンとタイガースファンとの野球観戦の仕方が異
なることを発見しました。今回はグランドに近い内野席で観戦していたのですが、ジャイアンツ
ファンが真剣に野球を見ていたところ、タイガースファンから「野球を見るんやったらテレビで
見たらええねん。球場では騒がな面白ない。」との発言がありました。タイガースファンの２人は
甲子園ではもっぱらライトスタンドに陣取り、騒ぐことに主眼を置いているとのことでした。こ
れもファン気質の違いというところでしょうか？
　ところで、今回の野球観戦にはもう１人参加することになっていましたが、連絡なしキャンセ
ルとなりました。事前にチケット代はもらっていましたので、実害はなかったのですが、この方、
某団体で重要な役職をされることになっており、先が心配です。重要な役職をされると言って
も、キャンセルしたのは岡所長ではありません。岡所長はいくら誘っても「武道家は玉遊びに興
味はない！」と言ってつき合ってくれませんからね。
さて、これから京セラドーム大阪にジャイアンツ対カープ戦を観戦に行ってきます。

暖かい季節は
大掃除のベストシーズン！

（市販のルーを使って作る）

キーマカレー
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心地よい風と空気で
夏をさわやかに！

タコのガーリック風味
カルパッチョ

○○○○○○○○○○

収納スペースリフレッシュ術

（市販のルーを使って作る）
キーマカレー

 野球観戦についてのあれこれ

もくじ

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

ガラスクラフト体験＆板倉造りの勉強会
7月のイベントのお知らせ

7月はガラスクラフト体験と板倉造りの勉強会を開催します。
ガラスクラフト製作は、どなたでも簡単にできますので
是非お気軽にご参加ください。

要予約・参加費無料

二地域住居という
ライフスタイル

平日都会、週末田舎というあたらしい暮らし方

場 所 お申込方法

7月30日（土）　14：00～16：00
Manavix80 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

年ほど前に板倉造りの家を建てさ
せていただいたお客様よりメール

をいただきました。

このたび転勤が決まり単身赴任になるそ
うです。時期が来ればご家族ともども大
阪を離れるだろうと書いてありました。

堺市で建てさせていただいた板倉の家は
お客様の思いがいっぱい詰まったお家で
「さくらの家」と名付けられ、建ててから
もいろいろ手を入れられ大切に住まわれ
ていました。

このたび、単身赴任ということですが、毎
週末は家族のいる「さくらの家」に帰って
くるつもりだと、また、家族全員がこの土
地を離れても定期的にこの家に戻ってく
ると書かれていました。

そして、メールの添付として雑誌の記事
がつけてありました。

それは「二地域住居というライフスタイ
ル」と題してありました。二地域住居を実
践する人の体験記でした。

京世田谷の馬場さんは、夫婦子供
三人家族です。月に２～３回週末

は千葉県南房総市の築100年の古民家で
過ごされています。

交通コストは高速代3,700円（往復）とガ
ソリン代。

きっかけは長男が無類の生きもの好き、
持っている図鑑を丸暗記していることで
した。

初めは家族で「週末だけでも田舎で暮ら
せたらいいね」と冗談のように話し合っ
ていました。でも、冷やかしのつもりで
行った物件見学会で自然の豊かさに触れ
本気モードになったそうです。

3年もの物件探しののち都心から一時間
半の場所に理想の土地を見つけられまし
た。

8700坪の広い土地で人間の都合など考
えない自然と寄り添い向きあう日々を9
年も続けられています。

ろしい勢いで伸びる草との格闘、田
畑の管理、収穫物の取入れと加工。成

果や収穫があてになるわけでもなく、作業と
しては結構きついがいったんその楽しさを
知るとはまってしまう田舎暮らしの仕事に
家族は魅せられていきました。

周りにはヒト以外の生き物がいっぱいい
ます。足元にはバッタやカエル、空にはト
ンビ、野にはウサギやタヌキ。子供と頭を
突き合わせて観察しているうちに、大人
と子供は同じ目の高さで自然に向き合い
喜びを共有する仲間になっていきまし
た。今では地元の人たちともすっかり打
ち解けて仲良くなり、一緒に道普請（みち
ぶしん）に精を出したり隣の稲刈りを手
伝ったりしています。

これら生活の楽しさが9年も続いている理由
だそうです。週末には車に家族をのせて都心
を駆け抜け、自然豊かな南房総に向かいま
す。愛着のある土地が二つになったことが家
族にとって何よりの収穫だそうです。

今回単身赴任が決まったお客様も赴任先
でバリバリ仕事をこなし週末には大阪に
帰ってこられ、ご家族とともに思い入れ
のある「さくらの家」で団らんを過ごされ
たりお家や庭に手を加えられたりして楽
しまれるのでしょうね。

こんな風に私どもが建てた家のことを
思っていただけるのはうれしい限りで
す。改めて、有難うございます。

日 時

市販のカレールーは2社～3社のメーカーのを混ぜて使うとわが家ブレンドのカレーができます。
又、水2.5カップを水と赤ワインにするとおいしさが倍増します♪
キーマとは『細切れ肉』又は『ひき肉』という意味で何のお肉でも良いのです。グリンピース、ひよこ豆、じゃが
いもなど入れても美味しいです。チャイ（201５年12月参照）を添えるとインド風(^^♪
夏野菜をたっぷり使いスパイスのきいたカレーをお子さん、お孫さんと楽しく作ってみてはいかがでしょうか？
たくさん作って残ったら、次の日にトーストに挟んで召し上がれ(^^)/

収納スペースリフレッシュ術
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晴れた日の換気＆掃除で湿気を防ごう！

湿気予防の基本は、収納スペースの扉を
開けて風を通しこもった空気をはらうこと。
晴天が 2 日以上続いた日に、10 時～ 15
時頃まで、窓と収納の扉を開けて屋内に
風を通します。プラスして、扇風機などを使
い空気の流れを積極的につくったり、風の
流れを意識して各部屋のドアを開けたり、
時間差で開ける窓を変えたりするとより効
果的です。

窓を開けて湿気予防をする際、併せて収納スペー
スを掃除するのもおすすめ。また、衣類や布団を
納めた押入れやクローゼット、タンスだけでな
く食器棚や靴箱などの扉も開けて一緒に換気
してもいいでしょう。実践のタイミングは、湿気
がこもりがちな梅雨明けの時期、夏が終わっ

た衣替えの時期がおすすめ。加えて冬の 11
月、12 月の乾燥する時期に実践するとより効
果的です。なかなか手の回らない収納スペー
スのケアですが、扉を開けて換気するだけで
も効果的ですのでぜひ挑戦してください。

緑茶を淹れたあとの出がらし、そのまま捨
てていませんか？
出がらしは消臭から掃除まで幅広く使える
お得なアイテム。緑茶の出がらしを天日に
干して乾燥させ、布袋や空きビンはふたに
穴をあけたり、ふたの部分を布で覆ったり
して茶葉がこぼれないようにアレンジして
ください。靴箱やタンスの引き出しなどに
置くだけで OK です。短時間で茶葉を乾燥
させたいときは電子レンジでチンしても
いいでしょう。しっかり乾燥させて使用して
ください。
殺菌効果のある茶葉は、掃除でも活躍しま
す。湿った緑茶の出がらしを畳に撒いてホ
ウキなどで掃くと、ホコリを吸着して簡単
& きれいに。湿った緑茶の出がらしをガー
ゼにくるめば、拭き掃除にも効果的です。

効果アップのカギは
晴天と風通し！

緑茶の出がらしで
おトクに消臭＆掃除

一緒に掃除をすればもっとスッキリ！

①伐ってから10日余りで出荷可能。
②本来の木の性質、色や艶、調湿効果は
　損なわれがち。
③表面の割れや変形が少ない。
　（木材面に構造用金物をビスで固定するのに有利。）
④木の内部に割れが生じる。
　（木を加工して木組みの仕口をする際には不利。）
⑤変形が少ない分、木材接合部の隙間が出にくい。（気密性を保つのに効果的）

①土場に長期間、構造材なら1年から3年
　寝かせておかなければいけない。
②本来の木の性質、色や艶、調湿効果は保たれる。
③芯もち材の表面は乾燥に従って割れや変形を起こす。
　（木材面に構造用金物をビスで固定するのに不利。）
④木の内部は割れが生じにくい。
　（木を加工して木組みの仕口をする際には有利。）

平日東京、
週末田舎という暮らし方

晴れた日に、窓とともにタンスやクローゼットなどの収納スペースの扉を開けて湿気を防ぎましょう。

サーキュレーターなどを活用して風の流れをつくれば、こもった空気も一気にスッキリ。

古くから伝わる「虫干し」は、
現代にこそおすすめの習慣。
ぜひ実践してみてください。

畳だけでなく、フローリング

やベランダ、玄関でも活躍し

ます。左右に優しく茶葉を

移動させながら、隅までまん

べんなく掃いていきましょう。

材料
(4人分)

作り方

（市販のルーを使って作る）

キーマカレー
牛ミンチ 　 300ｇ

玉ねぎ　　　中1コ

人参　　　　小1本

セロリの葉　1本分

しめじ　　　1/2株

ピーマン　　　　　　3個

完熟トマト　　　　　1個
（又はトマト缶詰　　1/2缶）　

ズッキーニ又はなす　　　1本

にんにく・ショウガ　 1片ずつ

バター・サラダ油　 各大さじ1

市販のカレールー       4片

塩・コショウ　　　適量

オイスターソース・ケチャップ

　　　　　　　各大さじ1　

しょうゆ・砂糖     各小さじ1　　　

水　　　　     2.5カップ

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 .玉ねぎ、人参、セロリの葉、しめじ、ピーマン、完熟トマト、ズッキーニなど野
　菜はすべて粗くみじん切り、にんにく、ショウガは細かくみじん切りにする。

2.鍋にサラダ油とバター各1と、にんにく、ショウガを入れ中火で炒める。
　香りが立ったら（1）の野菜を入れしんなりするまで炒める。

3.（2）に牛ミンチを加えほぐしながら炒め肉の色が変わったら塩・コショウ、オ
　イスターソース・ケチャップ・砂糖・しょうゆと水2.5カップを加え、少し火を
　弱めて20分ほど煮る。煮立ってきたらあくが出るので、丁寧にアクをすくい
　とる。

4.鍋の火を一旦止めてからカレールー入れ、余熱で溶けるのを確かめてから再
　び鍋を火にかける。よく混ぜながらふつふつと煮え立ったらできあがりです。

5.熱々のご飯にかけて、福神漬けやラッキョウ・ピクルスなどを添えて召し上
　がれ!(^^)!

出典：http://greenz.jp/2016/05/19/baba_miori/

堺市K邸『さくらの家』

堺市K邸『さくらの家』

馬場未織さん

千葉県南房総市の古民家

西宮O邸 内装 漆喰仕上げ

古代の高層建築、五重の塔

◎人工乾燥木材と天然乾燥木材の違い

人工乾燥木材の特徴 天然乾燥木材の特徴

現在では、この二つのいいところをとって、
割れにくい天然乾燥材を作る工夫もされてきています。


