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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

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。

昨今の不倫報道について

　阿吽法律事務所の髙木です。
　最近またまた政治家や芸能人の不倫報道が相次いでいます。週刊誌が売れるから、視
聴率が取れるから不倫報道がされるのでしょうが、こう続いては辟易してしまいます。
　不倫報道に対しての世間の評価は総じて厳しいものです。近時ＩＣＴやＳＮＳが発
達し個人が匿名で簡単に意見表明できますので、不倫報道に対してはかなり辛辣なコ
メントが寄せられています。こうした評価やコメントを見るにつけ、日本人は性道徳に
対しこれほど潔癖だったのかと変に感心してしまいます。不倫は道徳、倫理に反するも
のであり、不貞行為は離婚原因、不法行為となりますので、決して正しいことではあり
ませんが、それ自体は基本的に夫婦の問題であると思うのですが…。
　ところで、元アイドルグループの某国会議員と某市会議員の不倫報道に対し、当人ら
は一線を越えていない、それ以前に夫婦関係は破綻していたと弁明していますが、不貞
行為が離婚原因として主張されている離婚事件ではよくされる弁明です。一線とは肉
体関係のことで、不貞行為か否かは基本的に肉体関係の有無で判断されますし、また、
不貞行為が夫婦関係の破綻原因となったか否かが不法行為の成否の判断基準となりま
すので、そのような弁明がされるのです。ただし、本件については不倫報道で伝わって
くる情報を見る限り、かなり苦しい弁明であると言わざるを得ません。
　いずれにしても不倫報道がされた政治家や芸能人は何らかの社会的制裁を受けてい
るようですので、現に身は慎まなければならないというところでしょうか。
相次ぐ不倫報道に接し、社会奉仕と倫理に生きる岡所長のような日常を送っていれば、
このような問題は起きないのだろうと思う今日この頃です。

丹陽社の見学会の様子や、
工事の進捗状況を
報告していきます♪

勉強会＆見学会を開催しました！

　5月の見学会は、板倉造りの勉強会と、築11年の
板倉造りの家見学会を行いました
板倉造りの構造や特徴をご理解いただいてから、実
際の板倉造りの家を見ていただいたので、皆さんに
板倉の家の良さや特徴などを実感していただけた
と思います。お忙しい中、ご参加いただきありがと
うございました。

Ｓ様の個展にお邪魔してきました！
　先日、九度山で板倉造りの家を設計させて頂い
たS様が趣味の水墨画で初めて個展をされるとい
うことで、お伺いしてきました。
個展に展示されている作品はどれも、九度山の板
倉の家で描かれた水墨画なのだそうです。
アトリエの作業台も作業しやすいとお褒めの言
葉までいただきました。S様、本当にすばらしいも

のを見せていただき、ありがとう
ございました。

丹陽社 検索検索

朝、事務所で顔を合わすと、

みんな汗だくで疲れた顔をしています。

通勤して暑さで参ったようです。

そうです。

こんな時ほど、元気で明るい挨拶をしなければなりません。

はい！大きな声で「おはようございます！」なんです。

また、所長はなんか始めたよと言われそうです。

でも、あえてやります。

「みんな！おはようございます！！！」　　　　　　　　　オカ

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。

o k a

毎日うだるような暑さです。
街を歩いていても汗が吹き出し、
下着だけでなくシャツまでびっしょりです。
いま、西宮で板倉造りの家を建てています。
この暑い中、大工さんたち職人さんは黙々と仕事をしています。
もちろん汗だくで一生懸命にされています。

少々暑いくらいで文句は言えません。
ものづくりは神聖なものです。
有難うございます。

丹陽社所長 オカのコラム

玄関とアプローチ

もくじ

丹陽社の現場リポート

西宮の板倉の家の家づくり
がすすんでいます。

八尾のまちの弁護士のつぶやき
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長期旅行で
家を空ける前にできる、
7つの防犯対策

板倉造りの勉強会＆築11年の板倉の家見学会板倉造りの勉強会＆築11年の板倉の家見学会
9月のイベントのお知らせ

9月のイベントは板倉造りの勉強会をしたあと、丹陽社のモデルハウス（築11年の板倉の家）の
見学会をします。板倉の家を体感できる貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。

要予約・参加費無料

丹陽社
所長 オカの
コラム

場 所 お申込方法

9月30日（土） 13：00～16：00
Manavix80

9月30日（土） 13：00～16：00
Manavix80 HP・電話にてお申込みください。HP・電話にてお申込みください。

日 時

玄関とアプローチ

家の印象を左右する重要な場所
丹陽社の見学会の様子や、
工事の進捗状況を
報告していきます♪

西宮の板倉の家の家づくりが進んでいます。

　現在、西宮山口町で建築中の板倉の家づくりが
進んでいます。
無事、上棟式もおわり、屋根工事へとすすんでいま
す。建物の規模が大きいので屋根も広く、猛暑の時
期の作業はとても大変です。
炎天下の中、黙々と大工さんたちが作業を進めて
くれている姿には頭が下がります。

　屋根の瓦工事も完了しました。
屋根の棟部分の瓦施工も完了し、いぶしの和型瓦
の屋根が美しく仕上がりました。いぶしの風合い
が美しく、力強い重厚感のある外観です。
板倉の家は杉をふんだんに使っているので、現場
には良い香りが漂っています。
お盆明けには中間検査を受け、無事合格！

これから断熱材・遮熱シート施工へと進ん
でいきます。

丹陽社の

夏休み・旅行前の空き巣対策
空き巣にスキを与えない！

郵便ポストに新聞や
郵便物をためず、ご
近所の方に回収を
お願いしましょう。

センサーや防犯カメラを見えやす
い場所に取り付けることで、空き巣
が下見をした時に威嚇となります。

留守番電話の設
定は、解除して
おきましょう。

家の灯りは、タ
イマーやセン
サーリモコンを
使い、定時に点
くように。

窓ガラスは補助錠を付け
たり、窓ガラスに防犯フィ
ルムを施すことで空き巣
が侵入を試みたときに
時間を稼げます。

庭に砂利を敷くと足
音が立ち、防犯率が
上がります。

洗濯物は、夜に
なっても取り込
まれないことで
留守と思われる
ので取り込んで
おきます。

空き巣の発生率が高いのは夜間。
長く家を空ける時には夜でも居る
フリのできるグッズや防犯設備を
取り入れてみましょう。
防犯シャッターと組み合わせること
でふだんからの防犯にもなります。

空き巣防止の基本は
「留守と思わせないこと。」

“居るフリ”セキュリティー
グッズで防犯率UP

明るさセンサーリモコン

タイマー機能付きコンセント

夏休みの旅行で家を空ける時間が長くな
る季節は、泥棒のかき入れ時。かしこい防
犯対策で、空き巣を予防しましょう。
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6 明るさセンサーが昼と
夜を感知して、照明とテ
レビの電源をON/OFFし
てくれます。

照明器具のプラグに取
り付けるだけで防犯用
照明に早変わり。ふだん
の消し忘れ防止にもな
ります。

本人にとって、靴や傘の収納は
玄関に必須のしつらえです。

整頓・掃除された玄関は気持ちのよい
印象を与えます。

やはり「すっきり気持ちよく」は十分な
収納スペースが必要となってきます。

壁面いっぱいの収納、もしくは隣接し
た収納室があればより便利です。

隣接した収納室には二つの利点があ
ります。
まずは土足のまま玄関土間から出し
入れができること。

屋外で使う道具などは汚れていたり
濡れていたりしているので土間床が
適しています。

また、小部屋型収納にすれば入れる物
の大きさや形を問わないことがあげ
られます。ベビーカーやゴルフバッ
ク、レジャー用品、大工道具など雑多
なものが収納できます。

このように効率的に収納できれば、玄
関の「すっきり気持ちよく」をサポー
トできますね。

緒あるお寺やお屋敷などでは、門
から玄関までの距離を余裕を

もってとったり、ことさら曲げて奥行き
を感じさせるように演出しています。

この玄関までのアプローチの工夫は、
始めて訪れるお客様の印象をよくす
るためのデザインなんです。
これらの方法はその建物の格式を感
じさせるためには欠かせないもので
した。また、美しい街並みを作るのも
アプローチともいえます。

つまり、住まいの印象を左右する住ま
いの顔ともいえるのです。

のように広い敷地がなかなか取
りにくい現代では、アプローチを

長くとることは難しくなっています。

道路からすぐに玄関ドアがあるのは
興ざめですし、窓が接していて家の中
が丸見えになってしまうのも困りも
のです。距離が取れないならば、植栽
や仕上げを工夫して外部からの視線
をさえぎる必要があります。

玄関前のポーチも含めて感じのよい
場所にしたいものです。
それぞれの住まいが、閉じ過ぎず親し
みやすいアプローチを心がければ、街
並みはぐっと良くなります。

由

昔

玄 日

玄関をたのしく演出して
心地いい空間に♪

玄関周りの収納スペースを
うまく活用する

家の印象を決める、
住まいの重要な顔、アプローチ

関は人をあたたかく迎える場所
でありたいものです。

お客様にとっても家の中の雰囲気が
なんとなく伝わるつくりだと安心感
があります。
夜帰宅したときに玄関から洩れる光を
見るとホッとした気持ちになります。

内側からも外側からも、ほどよく雰囲
気が伝わるためには、防犯に配慮した
うえでガラス入りの扉にしたり、脇の
スリット窓を工夫するなどすればい
いでしょう。

玄関に出入り口以外の使い道をもた
せるのも面白いです。

ちょっと腰を掛けて話せる椅子や
テーブルを用意したり、温室のように
植物を並べたり、絵画や彫刻を並べて
ディスプレイの場所として活用する
のも楽しいものです。


