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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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大雨で通勤電車が止まってみんな大変な思いをしています。

帰りの電車が動かなく2時間も閉じ込められたり、在宅勤務を余儀なく

されたり、自家用車で会社に向かったのはいいのですが渋滞で倍以上

の通勤時間がかかったりしたようです。

私はなぜか、影響は受けていません。

近鉄電車は止まることもなく、したがってその沿線では

道路も渋滞を引き起こすことは少なかったんです。

ひとり事務所で余裕の時間を過ごしていました。

ただ、エレベーターが止まって

9階まで歩いて上がるのは勘弁してほしいなぁ。　　　　　　　　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
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。

社員旅行はミラノ！？

　ライオンズクラブの国際大会に参加してきました。ライオンズクラブは７月１日～６
月３０日が事業年度となりますので、毎年年度替わりの時期に国際大会が開催され、今
年は６月２９日～７月３日に米国ネバダ州ラスベガスで第１０１回の国際大会が開催
されました。
　ライオンズクラブは世界的に組織された奉仕団体であり、インパクトのある奉仕活動
を行っていますが、日本では組織の性質、活動内容が正確に認知されていないところが
あります。これまでの活動をご紹介すれば、１９２５年の国際大会でのヘレン・ケラーの
「盲人のために暗闇と戦う騎士になれ！」とのスピーチを受けての視力障がい者支援、失
明予防活動（白い杖の発案者もライオンズメンバーです。）、ときの佐藤栄作総理に辺地
給食の予算化をさせるきっかけとなった「すずらん給食」活動など枚挙に暇のないとこ
ろですが、ノンライオンのみならずライオンメンバーにも周知されていない感があるの
は寂しいところです。
　ライオンズクラブが女性に門戸を開放したのが１９８７年、３１年目を迎える今年度
アイスランド出身のＬグドラン・イングバドターが女性初の国際会長に就任されまし
た。その意味でも今回の国際大会は大変意義深いものがありました。
　来年の国際大会は７月５日～９日にイタリア・ミラノで開催されることになっていま
す。ということで、来年の丹陽社の社員旅行はミラノに決定しました。岡所長太っ腹！！

大阪では先日、地震がありました。
そして大雨が続きました。
電車が止まり道路は渋滞して交通網はズタズタです。
手段がなく、会社にたどり着けない方も多くおられた
ようです。たどり着いても、帰りが心配な方もいらっ
しゃいました。

災害だけでなく、いろいろな事件も起きていますが、
比較的社会は平静です。
さほどの混乱も見られません。
日本人の度量の広さかなと思ってしまいます。
『自分のことだけでなく、みんなのことも考える』
を改めて意識したいです。

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♪

奈良広陵の戸建てリフォームが竣工しました

　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

社会保険労務士クロちゃんのちょっとイイ話
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丹陽社所長 オカのコラム

親と一緒に暮らす
週末セカンドハウスのすすめ

丹陽社の現場リポート

八尾の自然素材
リフォームが進んでいます
暮らしの豆知識

夏こそ始めどき！
快適シンプルライフ
八尾のまちの弁護士のつぶやき

社員旅行はミラノ！？

もくじ

facebook も
定期的に更新中！



一次保存のための箱を作り、少しでも
迷ったらまずはここへ。「期限を決め
て処分する」「箱は増やさない」など、
マイルールを作ることが大切です。

大工道具に触れてみよう！大工道具に触れてみよう！
8月のイベントのお知らせ

８月のイベントは、大工さんに色々な大工道具の使い方を教えてもらい
ます。そしてそれをもとに、カンタンな工作をします。お子様の夏休みの
工作や大人の方のDIYの勉強に♪たくさんのご参加をお待ちしております！

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

丹陽社
所長 オカの
コラム

場 所 お申込方法

8月18日（日） 13：00～16：00
上本町アルティスクエアホール

8月18日（土） 13：00～16：00
上本町アルティスクエアホール 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

勤務地

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

親と一緒に暮らす
週末セカンドハウスのすすめ

なわち品川のマンションを第一
拠点として引き続き所有し、浦和

の一戸建てをリノベーションして週末
にお父様と一緒に暮らす第二の拠点と
する計画です。

浦和の家を週末のためのセカンドハウ
スにして浦和の街を満喫する。文化の香
り漂う環境にアトリエを設けて週末ご
とに帰ってくるのです。

浦和の家をリノベーションし、一緒に暮
らすことで、お父様との関係を密なもの
にする。oさんたち親が週の半分を浦和
で過ごせば、品川の子供たちの自立を促
すことにもなる。

品川のマンションは、家族それぞれが友
人たちを招くなど自由に使える拠点と
する。などなどと夢がひろがりました。

浦和の家のリノベーションは、お父様の
気持ちが元気になる住まいを目指しま
した。

家を残すということは、そこに刻まれた
家族の記憶を残して未来につなぐこと
です。それを残してプランを考え、長く住
まうため耐震工事も行わねばなりません。

もう一つ、お父様が元気で暮らすため
に、家の中での回遊というのを取り込み
ました。家の中で過ごしていてもお父様
の活動量が上がっていきやすいプラン
です。バリアフリーはもちろんのことな
んですが、家の中の動線を工夫し、なる
べく突き当りをなくし動きやすくする
ことです。

熱も大きな課題です。
部屋の中が場所によって、暑かっ

たり寒かったりするとおのずと動かず
じっとしてしまいがちです。

床や壁・天井に断熱材を敷き込み、サッ
シは内窓サッシを入れたりシングルガ
ラスをペアガラスに入れ替え部屋うち
の断熱性能を上げ、家の中のどこにいて
も室温が変わらないことを目指しまし
た。

リノベーションをしてoさんたちの二拠
点住居の生活を受け入れられてお父様
は本当に元気になられたそうです。

植木の水やりやメダカの世話を率先し
てされるようになり、家の中でよく歩く
ようになったのも大きいようです。歩き
方がしっかりしてこられたそうです。

週の半分を一緒に過ごすようになってo
さんたちはお父様の変化に気づきやす
くなりました。

実家のリノベーションと自らの二拠点
居住を重ね合わしたoさんご夫婦の取り
組みは品川と浦和という場所の意味を
最大限に活かしたことがよかった点だ
と思えます。

これから空き家が増えるといわれる中、
一つの解決策だといえるのではないで
しょうか。

川のマンションに住む60代のoさ
ん夫妻は、奥さんのご両親が住む

浦和の戸建ての実家をリノベーション
して週末一緒に暮らすセカンドハウス
にされました。

実は奥さんのお母様が亡くなられ、お父
様一人になられてどうサポートするか
を考えられた結果なのです。

まず、oさんはお父様を品川のマンショ
ンに引き取ることを考えられました。で
も、お父様は長年住んで愛着があり、友
人も多くいる浦和から引き離すのはど
うなのかと迷われたんです。ある人か
ら、一人暮らしになって子供に引き取ら
れて引っ越していった人は一年もたた
ないうちに亡くなることが多いそうだ
よと聞き、断念されました。年を取って
から環境を変えるのは、それだけ負担が
大きいのですね。

次に考えられたのが、oさんたちが浦和
の家に引っ越すというプランです。

浦和は交通の便が良く、oさんが好きな
コンサートや美術館巡りもできます。ま
た、庭があり奥さんの好きなガーデニン
グも楽しめそうです。ガレージでは簡単
なアトリエとしてoさんの趣味の絵も描
けそうです。

でも、浦和の家は築45年の木造住宅。一
緒に住むには品川のマンションを売却
して、三世代同居の住まいに作り替えね
ばなりません。oさんご夫婦は、品川のマ
ンションにも愛着があり子供たちを巻
き込むのも気が進まなかったのです。

でもこの先、お父様が本格的に介護を必
要とする状態になったとき、そばにいな
いと大変だなとも思われました。

こうしていろいろ考えられて、二拠点住
居プランに行きつきました。

品 す 断

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！

ねばねば食品の粘り気の元「ムチ
ン」は、胃腸や消火器を保護して
くれる糖たんぱく質。たんぱく質
の消化吸収を助け、夏ばてで疲れ
た体の回復を高めます。

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♪

八尾の自然素材リフォームが進んでいます

　引き続き、大阪府八尾市弓削の自然素材を使った戸
建リフォームが順調に進んでいます。
２階部分の建具造作など進んでいます。

丹陽社の

衣服が身軽になり、住まいのファブリックア
イテムも薄手のものが中心になる夏は、シン
プルな暮らしを始めるちょうどいいタイミン
グ。すっきり片付いた住まいで、暑い夏を乗
り切りましょう！

夏こそ始めどき！
快適シンプルライフ

すっきり心地よい家で快適に！

リビングならテーブルやソファ、
床、カウンターなどに出しっ放し
にしがちなものはありませんか？
持ち物の量にかかわらず、こうし
た広いスペースをいつも空けて
おくよう意識するだけで、すっきり
とした印象の空間になります。部
屋をチェックしながら、どんな空間
にしたいか、理想の姿をイメージ
していきましょう。

現状をチェックすること
から始めましょう。

せっかく片付け場所を決めたの
に、また散らかってしまうというと
きは、収納場所が片付けにくかっ
たり、狭かったりしないかチェッ
ク。
しまいやすい収納があればいつ
までもきれいな状態が続きます。

片付けを習慣化して
きれいな状態をキープ

次に収納を見直します。出しっ放
しになりがちなものには、決まっ
た収納場所を確保します。いま浸
かっている収納も、中身と使用頻
度を比べ、よく使うものを使いや
すい場所に片付けられるようにし
てください。文房具などの細かい
アイテムは、目立つ場所に置くと
ごちゃついて見えますので、ふた
付きの収納ボックスで隠しつつ使
いやすく片付けましょう。

持ち物の量には個人差がありますが、収納しきれないほど物があふ
れているなら、暮らしに合った量まで見直すことが必要でしょう。お
すすめの整頓は、小さな収納の見直しです。不要なものや使わない
ものがないかを定期的に確認し、物を減らしたり移動させたりして
使いやすい状態をキープするようにしましょう。

中には勢いで物を捨てたり片付けたりして、後悔した経験がある人も
いるのではないでしょうか。長く使っていない物、いらないかもと思っ
た物でも、まずは一時的に別の場所に片付けてみて、捨てるかどうか
の見極め期間を持つというのもひとつの手です。半年間、一度も使
わなかったら捨てるなど、ルールを決めて実践してみてください。

散らかるもの＆場所に
それぞれ対策を

無理することなく持ち物を整頓するには？

バランスよく物を減らすには？

物を減らし、きれいをキープ！　シンプ

ルな暮らしを楽しむためのテクニック

を紹介します。


