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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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有限会社　丹  陽  社  一級建築士事務所

最近、事務所にいる時間がほんと少なくなりました。

前からだろ！という声が聞こえてきそうですが、外に出る機会がほんと多く

なりました。社内のコミュニケーションの度合いが高まって、それぞれの仕事

の自由度が高まってきたようです。みんな自分の判断で進めることができる

んですね。

それゆえ、私があまりいなくても仕事がスムーズに進むんです。

みんな能力が上がって素晴らしい！と喝采を送ったんですが、所長がいない

から仕方がなしにやってるんですよ！という声が上がって冷たいまなざしで

迎えられました。

えーっと、そんな目で見られたら、ますます事務所にいられなくなるじゃない

か。来年もみんなで一緒に頑張っていこう！　ねっ、ねっ、ネッ！　　　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 居合道教士七段
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。

吉本新喜劇の貴重な存在

　阿吽法律事務所の髙木です。
　吉本新喜劇のベテラン座員である井上竜夫さん、島木譲二さんが、相次いで亡くなりまし
た。吉本新喜劇といえば関西人にとっては馴染みの深い存在で、私も小学生から高校生まで
のころには、土曜日学校から帰宅し、昼食後又は昼食を取りながら吉本新喜劇のテレビ放送
を見ていたことを覚えています。そのころは岡八朗と花紀京が二枚看板でしたが、どちらも
既に鬼籍に入られています。今回のお二人もそうですが、こうしたベテラン陣の訃報に接す
ることは寂しくもあり、残念でもあります。
　吉本新喜劇は、現在も毎週土曜日午後０時５４分からＭＢＳテレビで放送されており、メ
ンバーが替わってもその伝統は脈々と受け継がれています。吉本新喜劇の笑いは、いわゆる
「ベタな笑い」であり、見ている者はこの人が出てくればこのギャグが出る、次にこの展開に
なると分かっていながらもついつい笑ってしまうという予定調和の世界と言えましょう（水
戸黄門の印籠にも通じるものがあるのではないでしょうか。）。私は最近でも時間があるとき
には吉本新喜劇のテレビ放送を見ることがありますが、現在のお気に入りは辻本茂雄が演じ
る茂造じいさんです。
　大げさな言い方をすれば、吉本新喜劇は関西人の人間形成過程に少なからず影響を及ぼし
ているかもしれません。私自身の人間形成過程においても、この吉本新喜劇と笑福亭鶴光師
匠の影響は否定できないと思っています。ところで、岡所長の人間形成過程に影響を及ぼし
た人はどなただったのでしょう？頼まれたら嫌と言えないということからすればキリスト
様でしょうかね…（会長やってよ！！）。

2016年　今年ももう終わりですね。
今年はこれから続く大きな出来事の始まりの年だったように思えます。
なんといってもアメリカの大統領選挙でトランプさんが選出されたこ
とです。また、東京都での小池知事の活躍。
そして、ロシアのプーチン大統領の来日。
来年は激動の年になりそうですね。
私たちにも影響があるかもしれません。
戸惑うことなく正道をゆっくりでも歩めればと思っ
ています。
でも、ぼやぼやはしてられないんだろうなあ！
とにもかくにも良いお年を！
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パエリアの本場はスペインバレンシア地方。地中海に面し、気
候が良く海産物や農産物に恵まれ、米どころとしても知られ
ています。たんぱく質・炭水化物・ビタミンなど偏らない簡単
で且つ豪華に見えるパエリア、ぜひクリスマスのメインに、、、
Merry　Xmas　(^o^)丿

ボコボコと大きな泡が浮くまで水道水を
沸かし、茶葉を入れたポットに注いで3～
5分蒸らしましょう。汲みたての水道水は
空気をたくさん含み茶葉をジャンピング
させるので、紅茶をより美味しくします。
ポットとカップは湯通しして温めて。

手作りなら、芯をくり抜き砂糖とシナモン
を詰めて焼くだけで美味しい焼きりんご
のような手軽なスイーツがおすすめ。プラ
スして焼き菓子を用意したり、お取り寄せ
スイーツと組み合わせたりしても。

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

マダムキミコの

ワンポイントアドバイス

和歌山紀三井寺の板倉の家完成前見学会
1月のイベントのお知らせ

1月は現在和歌山で建築中の板倉の家の感性前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
所長 オカの
コラム

お米は洗わずに使いますが、嫌な方はさっと洗ってざるにあげ、
20分ほど水切りをして使ってください。
水につけすぎると炒める時にバラバラに崩れてしまいます。

おうちティータイムで
いつもよりワンランク上の贅沢を

親しい人と楽しく贅沢なひとときをすごしませんか？

材料
(3～4人分)

作り方

フライパンでパエリア あさり　　　　　　12個

えび　　　　　　中６尾

米　　　　　　　　  2合

パプリカ（赤・黄）   各1/2個　

プチトマト　　　　６個

ピーマン　　　1個

しめじ　　　1/4房

玉ねぎ　　　中1個　　

にんにく　　　1片

固形ブイヨン　1/2

1 .あさりは砂出しをしフライパンに入れ、白ワインを入れ蓋をして火に
　 かける。あさりが開いたら汁ごと器に移しておく。

2.パプリカ、ピーマンは5ミリ幅に、玉ねぎは粗みじん、にんにくはみじん切
　 り、しめじはバラバラにほぐし、プチトマトは横に輪切りにしておく。

3.フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れ香りが立ってきたら玉
　 ねぎを入れ炒める。

4.（3）にフライパンに米を入れ米（下記ワンポイントアドバイス参照。）が
　 透明になるまで炒める。（4～5分程度）

5.あさりの汁と水を合わせて2カップのスープを作っておく。
　 （4）に固形ブイヨンとスープを入れ、その上にパプリカ、ピーマン、し 
　 めじ、えびを形良く並べ、塩コショウで味を調えて、強火で沸騰するま
　 で煮る。そのあと蓋をして弱火で15分ほど炊く。

6.蓋を開け、あさりとプチトマトを置き、好みでとろけるチーズを置き蓋をし
　 て10分ほど蒸らす。

7.蓋を開け1分前後強火で過熱して、なべ底に少しおこげを作る。

8.各自好きなだけ皿に取り、召し上がれ(^^♪

知人や友人とゆったりした時間を過ごしたいと
き、家族とちょっぴり贅沢な時間を楽しみたい
ときなどに、自宅でひと手間かけてお茶会を楽
しんでみませんか？
準備は簡単。
ドリンクとお菓子、加えて、おしゃ
れな紙ナプキンなど普段とはひ
と味違うテーブルセッティングを
するだけ。それだけで、あっとい
う間に贅沢なティータイムのでき
あがりです。
第一の目的は一緒に心地よい時
間を過ごすこと。ですから「マ
ナーを守らなきゃ」「手作りしな
きゃ」などと気負わずに、お取り
寄せスイーツなどを活用しつつ、
できる範囲から始めてみてくださ
い。

気負わずできる
簡単パーティーを

通風と採光

間取りを風の流れと太陽光の取り込み方から考える

最近私たちは、縦長の押し開き窓を使うことが多いです。
採光がたっぷりほしい南面は、掃出し窓などの大きく窓を設けます。
障子などを入れる和室は昔ながらの引違窓です。人が入れない縦長の窓は、面格子もい
りませんし彩風を考える際には素晴らしいものなんです。

塩・こしょう　　　　　  適当

白ワインまたは酒　   1/2カップ

オリーブオイル　　大さじ２

とろけるチーズ　　　　適量

できたてがいちばん！
冬にうれしい温かいお菓子

美味しい紅茶を入れる
基本とコツ

場 所 お申込方法

1月22日（日）　11：00～16：00
和歌山市紀三井寺周辺 HP・電話にてお申込みください。

日 時

照とは太陽光が建物や部屋を直
接照らすことを言います。まわ

りの建築物が日照を遮る事も多いの
で、敷地に落ちる影の位置を知ること
が大切です。

冬場は太陽光が求められます。
冬至の時期の一日の影の動きを参考
にして間取りの計画をいたします。ま
た、夏場は日射が室内温度を上げるた
め太陽光が入らない工夫が必要とさ
れます。

夏場と冬場では太陽の日射角が異な
ります。角度が高い夏場には太陽光が
入らないよう、角度が低い冬場には十
分な光が入るよう、窓の庇の長さを調
整します。

建物位置を道路に並行に作るのでは
なく、冬至の太陽の南中方向に合わせ
て建物を振って配置すれば冬場に十
分な日照が期待できます。

また、直接光が得られない部屋や場所
でも、トップライトを設けたり間仕切
り壁や建具に光を通す工夫をするこ
とで明るい光環境をつくる事が大切
です。

通風と採光は間取りの工夫が必要な
んです。

の湿気と温度を抑えるには、敷
地にあった風の通り道を作る事

が大切です。

最近は気象庁などで季節に応じた風向
きを知ることができます。そして、敷
地の周りを見渡して風の通り道を確認
いたします。そうして、建物の配置計
画をして間取りに配慮するのです。

密集した市街地では、北側に境界ぴっ
たりと建物を寄せることが多いので
すが、少しのゆとりをつくるだけで風
の通り抜けが随分とよくなります。

間取りで配慮すべきは、風の入り口・出
口となる窓の大きさのバランスです。

入り口が大きくても、出口が小さければ
十分な通風は期待できません。なるべ
く同じ大きさの窓を設けることです。

できれば風がまっすぐ通る事がいい
のですが、風をキャッチして流すとい
う工夫も縦長窓の吊元を変えること
で可能になります。

また、吹抜けなどを利用して上下に風
の道をつくる事も効果があります。

夏 日

夏と冬の日射角の違いを
考えて、窓を配置する

風向きを考えて、
窓の配置、間取りを考える


