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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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事務所で、断捨離と言っているのですがなかなか進みませんでした。

ふと、私に問題があるのかなと思ったんです。

そこで女性スタッフに「まかせるよ。必要ないと思ったらなんでも捨て

るようにしょう。」と言いました。

すると私しか使わないドラフター（製図機）を捨てると言い出したんです。

確かに今はCADの時代！私もドラフターは、ここ10年は使っていません。

確かになぁ。もうシャープペンシルで図面を描くこともないし、スペー

スをとって邪魔になっているしなぁ。

泣く泣く解体し捨てることとしました。

------。これで、もうなんでも捨てることができそうです。

バリバリだぜぃ！（涙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
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。

競馬のはなし

　阿吽法律事務所の髙木です。
　中山の直線を流星が走ったころからお馬さんが好きになりました。馬好きが講じて大学
の馬術部に入り、獣医になり、牧場に就職した親友の影響でした。翌年雪の京都で流星が墜
ちたときには二人して涙しました。
　当時は未成年、学生なので勝馬投票券を購入することはできません。勝馬投票券を購入
しなくても十分楽しめましたが、勝馬投票券を購入した方がさらに楽しいことを知りまし
た。そのころから生活に支障のない程度で楽しんでいます。
　裁判官をやっていた時代に場外まで勝馬投票券を購入しに行ったこともありました。部
総括判事から「それはやめておけ」と言われ、当時はまだ珍しかったネット投票の権利を
取ってもらいました。この部長さんはＪＲＡにつてがありましたので、競馬場の貴賓席に
も連れて行ってもらいました。
　時は流れて２０１７年１２月２４日、中山の２５００メートルを現役最強馬が逃げ切り
ました。引退レースで有終の美を飾り、ＧⅠ勝利数歴代１位タイ、獲得賞金額歴代１位とな
りました。オーナー北島三郎先生が５０数年の馬主生活で初めて出会ったといってもいい
記録にも記憶にも残る歴史的名馬でした。
　勿論勝馬投票券を購入しましたが、当たったかどうかは内緒です。それはともかくとし
て、今夜八尾でも「まつり」♪を解禁することにしましょう！！

新しいことを始めるには、モノの整理がどうも必要なようです。
身の回りがモノで溢れていると、
頭の中もごちゃごちゃになる気がします。

身の回りが必要なモノだけでスッキリすると
頭の中もスッキリして、
新しいアイディアが浮かんだり
すぐに行動もできるようです。

身の回りの断捨離を進めていこうと思っています。
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丹陽社所長 オカのコラム

中古住宅の流通について

丹陽社の現場リポート

F邸が竣工しました。
暮らしの豆知識

冬のガーデニング

八尾のまちの弁護士のつぶやき

競馬のはなし
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facebook も
定期的に更新中！



“竹中大工道具館”に行こう！“竹中大工道具館”に行こう！
12月のイベントのお知らせ

日本で唯一の大工道具の博物館「竹中大工道具館」を見学します。
「道具」を使いこなす「人」の技と知恵や心、そこから生まれる「建築」と
それを取り巻く木の文化について、丹陽社と一緒に勉強しましょう！

要申込・参加費無料

建築設計・工務スタッフ募集！建築設計・工務スタッフ募集！
求人募集のお知らせ

板倉造りの勉強会＆築12年の板倉の家見学会
2月のイベントのお知らせ

八尾のManavix80にて板倉造りの勉強会をした後、築12年の板倉造りの家を
見学しに行きます。是非みなさんのご参加お待ちしています。

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

12月3日（日） 13：00～16：00
竹中大工道具館入口に
13：00集合

12月3日（日） 13：00～16：00
竹中大工道具館入口に
13：00集合

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

応募資格

伝統構法『板倉造り』の家の設計・施工
意匠設計、各種申請業務、現場監理
プレゼンテーション　その他

建築関連の大学、専門学校、
高校を卒業された方
AutoCADの使用経験のある方
要普通免許

勤務地

勤務地

大阪本社 勤務時間 9：30～18：30

仕事内容

休日・休暇

能力・スキルに依る。要相談。

週休2日、夏季休暇
年末年始休暇、慶弔休暇

福利厚生 各種社会保険完備
（雇用、労災、健康、厚生年金）

採用までの流れ お電話・メールにてご連絡ください。
面接（履歴書をご持参ください。）し、
条件を満たした場合、3～6ヶ月の期間を
経て採用いたします。

給　　与

応募資格

伝統構法『板倉造り』の家の設計・施工
意匠設計、各種申請業務、現場監理
プレゼンテーション　その他

建築関連の大学、専門学校、高校を卒業された方
AutoCADの使用経験のある方、要普通免許

大阪本社 勤務時間 9：30～18：30

仕事内容 能力・スキルに依る。要相談。

詳細はホームページをご覧ください。
ご応募お待ちしております！

給　　与

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 が 竣 工 し ま し た

　西宮の板倉の家が竣工しました。
外観は、漆喰とよろい貼りで仕上げました。
室内の壁も漆喰を塗り、清潔感のある空間に仕上
がりました。プランにもこだわり、人とねこがお
互い快適に住める板倉の家が完成しました。

丹陽社の

寒さの中の美しさ
冬のガーデニング

寒さ対策に「マルチング」を
マルチングとは、植物の根元の周りを
ワラや落葉、市販の素材などで覆うこ
と。冬の雪・霜対策として、また土の乾
燥や水やりによる土の流出を防ぐた
めにも役に立ちます。寒さが厳しくな
る前に、根元のケアも忘れずに。

落葉樹やバラは芽吹く前に剪定を
葉の落ちた冬の落葉樹は枝ぶりがわかりやすく、剪定するにはちょう
どいいタイミング。冬の休眠状態に入っている木は、剪定のダメージが
少ないこともこの時期にお手入れする理由です。剪定する枝の目安
は、①幹などから特に勢いよく伸びている枝、②地面から生えた枝、③
真上に向いている枝、④地面に向いている枝、⑤本来の方向と逆に伸
びている枝、⑥１箇所からぐるりと分かれている枝など。衰弱した枝も
切り落としましょう。いずれも見た目が悪いだけでなく、木の健やかな
成長を阻む恐れがあります。

まず、雑草の芽は、根を張る前の冬の間に
摘んでおきましょう。暖かくなり一気に雑草
が増える前に対策をきちんとしておきま
しょう。

寒さが本格的になる前に
やっておきたい
お庭の冬支度

春の足音が聞こえたら
美しく咲く姿を描いてお手入れを

せっかくのお庭を冬の間枯れさせてしまうのはもっ
たいない。そこで、冬のお庭のお手入れのコツと、
寒い中でも美しく咲く冬のお花をご紹介します。

冬のお庭を彩る冬の園芸用品種

ちょうどクリスマスの時期か
ら春まで、緑、白、ピンクなど
の清楚な花を咲かせます。
大輪の品種もあります。

冬のお庭を彩る代表的な
花といったらこれ。大きな
品種をパンジー、小さなも
のをビオラといいます。

白、ピンクなど細かな花が
じゅうたんのように広がり
ます。秋に植えれば次の夏
まで花を楽しめます。

赤、ピンク、黄色、紫などの
カラフルな品種がそろって
います。色とりどりの寄せ植
えも可憐です。

パンジー／ビオラ アリッサムプリムラ

クリスマスローズ

中古住宅の流通について

今後、価値ある中古住宅が増えるかも？？

のためには、中古住宅の性能を
診断するホームインスペクショ

ン（住宅診断）が必要です。

「欠陥住宅ではないか」
「いつごろ、どこに、
いくらくらいのお金がかかるのか」 
「あと何年くらいもつのか」

ホームインスペクション（住宅診断）と
は、住宅に精通したホームインスペク
ター（住宅診断士）が第三者的な立場か
ら、また専門家の見地から、住宅の劣化状
況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時
期、おおよその費用などを見極め、アドバ
イスを行う専門業務を指します 。

住宅の購入前や、ご自宅の売り出し前に
ホームインスペクションを行うことで、
建物のコンディションを把握し、安心し
て取引を行うことができます。居住中の
ご自宅について調べることもあります。

また、不動産仲介業
者が物件の状況を消
費者に明らかにする
ために利用するケー
スも増えています。

ま、中古住宅の売買が盛んなア
メリカでは、性能を明記するの

は当たり前で、もっと物件を高く売却
する手法として「ホームスティジン
グ」が使われています。

「ホームスティジング」は、中古住宅を
購入する人を意識してインテリアを
整え、住宅を演出することで、取引を
スムーズに進めることを目的として
います。

住む人の好みに合わせた提案を行う
インテリアコーディネーターとは異
なり、不特定多数の購買意欲を高める
ことが提案の中心になります。

アメリカ発のこの「ホームスティジン
グ」を提案する「ホームスティジャー」
の認定制度があります。住みながらの
物件見学を想定した片付けの仕方や、
いらなくなったものの処分方法、家具
などの搬入方法が講習内容に含まれ
ます。
こういう方法が一般的になり、中古住
宅の資産価値が上がるようになれば
と本当に思います。

き家が増えています。
政府は中古住宅市場を育成しよ

うといろいろな政策をとろうとしてい
ます。

木造一戸建ては20年以上しますと価値
は土地代だけになってしまいます。

またそれだけでなく、解体費用がかか
り、中古住宅の価値がないどころかお荷
物になっているのが現状です。

そのため、最近では中古住宅の耐久性や
耐震性・住宅性能などを必要であればリ
ノベーションして価値を高め、住宅の性
能をわかりやすく表示し、中古住宅市場
を活性化させようとしています。

価値をわかりやすくすることが大切な
んですね。

空 そ い

ホームインスペクションで
住宅の機能を高める

ホームステイジングで
住宅の価値を高める

中古住宅市場を活性化する
ための取り組みが増加

今回、より一層お客様のご要望に応えていくために新しいスタッフを募集することとなりました。住まいを通して自分の能力を伸ばし、社会に貢献しようと考えている方、木造住宅に関心があり、意欲の高い方の応募をお待ちしています！

場 所 お申込方法

2月4日（日）　11：00～16：00
manavix80集合 HP・電話にてお申込みください。

日 時


