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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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先日、たのんだランチが不味くはないんですが、あまり食べたくなかっ

たんです。おかしいな～。と思ってたら、帰宅するとすごくしんどくな

りました。

発熱です。体温を測ると39.5℃！

風邪をうつされたかインフルエンザにかかったかと思いました。

お風呂も食事も取らずお布団に入りました。二日間寝て過ごしました。

でも三日目には、ウソのように復活したんです。風邪でもインフルエン

ザでもありませんでした。疲れと睡眠不足のようでした。

みんな、知恵熱だというんですよ！60過ぎのおっさんを捕まえて！

でも、そうかもしれないと思う私です。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。

o k a

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。

スマートフォンの故障

　阿吽法律事務所の髙木です。
　突然スマートフォンのご機嫌が悪くなりました。気がついたらアップルマークが点滅を繰り返し
ており、電源を切ることも入れることもできなくなりました。充電池を放電し強制終了させてみまし
たが、充電を始めると再びアップルマークが点滅を始めてしまいました。インターネットで調べてみ
ますと「リンゴループ」と呼ばれる不具合だそうで、色々な対処方法が紹介されていました。紹介され
ていた方法に従って復旧を始めましたが、途中で何度もエラーが発生して中断してしまい、今度はそ
のエラーの原因を調べてやり直さなければなりません。それでも駄目なので次の方法に移りますが、
そこでもエラーが発生して中断します。そんなことを何度も繰り返し、自分でできる最終手段と紹介
されていたＤＦＵモードでの初期化という方法で何とか復旧することができました。スマートフォ
ンは何とか使用できるようになりましたが、残念ながらデータの完全復旧まではできませんでした。
　その間、約３日間電話は不通となり、復旧した後に「いくら電話をしても繋がらないので、どこかに
拉致されたのかと心配していた。」と言ってくる人まで現れました。携帯電話を持ち始めて２０年以
上、スマートフォンに変更してからでも７、８年が経ちましたが、これだけ長く不具合が改善しな
かったのは初めての経験です。今やスマートフォンは手元にあって当たり前の装置として活用して
いましたが、改めて精密機械の弱点を思い知らされて出来事でした。今後はもう少しまめにデータの
バックアップを取ろうと思います。
　もう一つ今回の出来事で再認識したことがありました。それは公衆電話がいかに少なくなったか
ということです。復旧前日は終日出先で公衆電話から連絡を取ろうとしましたが、出先の１つである
大阪家庭裁判所内には公衆電話が１台もないということで、公衆電話を探して街をさまよわなけれ
ばなりませんでした。岡所長に板倉造りの電話ボックスを発案いただき、街に公衆電話を復活させよ
うではありませんか。

電通に捜査の手が入ったようです。
いままで良しとされてきた仕事の仕方が
本格的に変わっていく兆しのような事件だと思います。

個々の会社も独自の工夫をして短時間に精度の高い仕事
ができることが迫られているようです。
その為には共通の目標のための社員の士気と自主性。
それを支える評価がこれまで以上に大切になってくるの
でしょうね。
個々の目的は違っても、目標に向かうベクトルを合わす
ことなんだと思います。
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丹陽社所長 オカのコラム

間取りの考え方
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用途に合わせて自由自在！
干し野菜＆果物ライフ
マダムキミコの幸せレシピ

サンマのしょうが煮
八尾のまちの弁護士のつぶやき

スマートフォンの故障
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定期的に更新中！



あなたの秋はマツタケですか？
庶民派の私はやっぱりサンマですよん(^_-)-☆。
サンマには①血液をサラサラにする「EPA」②脳細胞活性効果の
ある「DHA」③体力アップに役立つ良質のたんぱく質④眼精疲労
に効くビタミA　⑤骨成分になり、イライラ防止にも役立つカル
シウムが、沢山含まれています。サンマの塩焼きにスダチを添え
て、、、でも塩焼きに飽きたら煮つけもね♪

伝統構法の家は何世代も住み
つがれていました。
そのためには柱や梁は太く
しっかりとした構造で家族の
変化にも対応できることが必
要です。

日照・通風を最大限に利用で
き四季の変化が感じられる省
エネな家。
開放性を大切にしながらも断
熱性能に優れた自然素材を
使った家なんです。

子育てや高齢期は、周囲との
かかわりを大切にしなければ
なりません。
そのためには、人を迎え入れ
やすい造りにすることも大切
です。

個室の独立性を重んじると閉鎖
的になってしまい、通風や採光
が不足するとともに家族とのふ
れあいも制限されがちです。
平面的にも立体的にも広がり
のある造りにしたいですね。

12月のイベントのお知らせ

干し野菜は完全に乾燥させなくてもOK。
調理時のサイズに切って数時間ほせば、
水で戻す必要もなく、野菜のうまみが楽
しめます。

電子レンジやオーブンで加熱すれば、短
時間で干し野菜＆果物が作れます。いろ
いろ試してベストな加熱時間を見つけて
ください。

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

ス神戸春日台の板倉の家 構造見学会
現在建築中の板倉造りの家の構造見学会を開催します。是非お気軽にご参加ください。

要予約・参加費無料

丹陽社のプラ
ンのポイントそ

の1
丹陽社のプラ

ンのポイントそ
の2

丹陽社のプラ
ンのポイントそ

の3
丹陽社のプラ

ンのポイントそ
の4

丹陽社
所長 オカの
コラム

サンマのはらわたはゆっくり引き出すとスーっとひきだせます。サンマはイワシと同じで血をきちんと洗い余
分な水気を取ってから料理すると雑味なくおいしく仕上がります。しょうがの他、山椒の実や梅干しな
どで煮ても、お楽しみいただけます。圧力鍋で作るときは20分加圧して、自然放置、その後蓋を開けて
中火で5～6分過熱し、水分をとばしてください。あ～～食欲の秋、ダイエットは何処～”(-“”-)”
『おいしく食べられる時が華』なんちゃって(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡うふっ～❤

用途に合わせて自由自在！
干し野菜＆果物ライフ

食欲の秋！ひと手間かけて野菜をもっとおいしく食べましょう

材料
(4人分)

作り方

サンマのしょうが煮 サンマ　　　　　　　4尾

しょうが　　　　　　1片

みりん　　　　　大さじ3

砂糖　　　　　　大さじ3

落し蓋用アルミホイル　1枚（鍋の大きさにする）

しょうゆ　　　大さじ3

酒　　　　　1/2カップ

1 .鶏サンマは頭と尾を切り落とし、半分に切りはらわたを取り、薄い塩
　 水できれいに洗いキッチンペーパーで水気をふき取っておく。

2.ショウガは皮付きのまま千切りにしておく。

3.アルミホイルを鍋の大きさに切り、中央に2～3センチの十文字の切        
　 れ目を入れておく。

4.鍋に調味料と水を入れ中火で煮立つのを待つ。

5.（3）が煮立ってきたらサンマとしょうがを入れ、アルミホイルのおと  
　 しぶたをし、弱火～極弱火でじっくり30～50分煮る。

6.時々鍋を揺らし、煮詰まりかけたら水を少し足して焦げないように 
　 する。

7.お疲れ様でした。
　 骨まで食べられるサンマしょうが煮できあがり(^^♪

空気が乾燥する秋・冬は干し野菜
づくりに最適な季節。おすすめ食材
は、つくりやすいキノコ類や、2～3
時間さっと干すだけでおいしくなる
たまねぎ、にんじん、ミニトマト、
キャベツなどの葉もの野菜。パス
タ、炒め物、煮物などにそのまま入
れて調理できます。しっかり干して
そのまま食べられるりんごにもぜ
ひ挑戦してみてください。

つくりかたは材料を洗って切り、水
気を拭ってざるに並べ、風通しのよ
い場所に干すだけ。時間帯は、日中
（10時～15時）が目安。夜は一度取
り込みます。しっかり水分を飛ばし
た場合は、市販の切り干し大根など
と同様に水で戻してください。使う
サイズを考えて切っておくと手間が
省けます。

おすすめ素材と
基本のつくりかた

間取りの考え方

お客様の理想の生活スタイルは？から考えてみましょう

お客様とプランの打ち合わせをする際に『どんなお家に住みたいですか？』といつもた
ずねます。そうすると雑誌やテレビで出てくるような暮らし方をしたいとおっしゃるの
ですが、実際にヒアリングを進めていきますと具体的に出てくるのは全く違った間取り
になる方がいらっしゃいます。
どうも今までお住まいになられていた間取りから考えが離れられないようですね。
そこで私たちの住まいの間取りの考え方を書いてみたいと思います。

私たちの手がけている、板倉造りの家の構造は伝統的木造建築（伝統構法）に分類されます。
伝統構法は、しなやかな構造で地震の振動を分散・吸収されるといわれています。
その板倉造りの家に私たちは次のような考えで住まいをプランしていきます。

長持ちする家 自然と共生する家 社会地域と
つながりのある家

広がりのある家

酢　　　大さじ2　

水　　　1カップ

食欲の秋にこそ試したい干し野菜＆干し果物。

うまみが凝縮したおいしさを楽しめ、

使い切れなかった野菜も長持ちさせることができます。 数時間～1日でできる！
簡単セミドライがおすすめ

電子レンジやオーブン加熱で
お手軽につくれる！

れまでに多かった家の造りは、南側に部屋が並び廊下
を挟んで北側に水回りや階段収納があるものでした。

これでは、通風や家族のつながりが途切れてしまいます。
これに対し、生活を分離せず、風通しが良くて広がりのあ
る住まいにするには、家族の集まる居間や食堂を中心とし
てそこから各部屋へつながるプランがよいようです。

取りを考えるとき、ある家族にとってはぴたりと来
ても、別の家族にとってはそうでもないことがまま

あります。家族によって住まい方の違いがあるのは仕方が
ないことです。それによって間取りも変わってきます。

また反対に、住まいの間取りによって生活のスタイルが変
わることもあるんです。

私たちも、ヒアリングを重ね、お客様の理想の生活スタイ
ルを考え間取りに反映するようにしています。
このことがぴったりくると本当に喜ばれます。
設計者の醍醐味ですね。

こ 間

33 4422

場 所 お申込方法

12月3日（土）　11：00～16：00
神戸市西区春日台周辺 HP・電話にて

お申込みください。

日 時
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