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おすすめの和の空間を紹介
全国各都道府県の
女性建築士が解説します

人々のライフスタイルが変化する中で、地域
の環境に適した伝統的な住まいに暮らす人々
が減り続けています。なかでも日本の住まい
の中で培われた和室や縁側といった和の空間
がなくなりつつあることが危惧されていま
す。このような状況をふまえ、女性委員会で
は 2016 年より「和の空間」をテーマに活動
してきました。そして「和の空間を体験して、
その魅力を再認識できるような建築を紹介す
るガイドブック」を制作することとしました。
このガイドブックは、全国各地で公開されて
いる和の空間の事例の中から、「魅力的なも
の、これからの居住環境への示唆に富んでい
るもの」を、都道府県ごとに数点ずつ選んで
紹介しています。和の空間をあらためて捉え
直し、今後の設計活動、居住環境づくりに活
かしていくこと、多くの方々に全国各地に現
存する貴重な建築の魅力を広めることを目的
としています。ぜひご活用下さい。

開館時間等は変更になる場合があるので、見学に際しては各HP等でご確認ください。
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魅力ある和の空間リスト 　　

※新規物件

☆訂正物件
北海道 北海道 関東甲信越 茨城県

清華亭 水海道風土博物館 坂野家住宅
旧永山武四郎邸 弘道館
（旧）岡川薬局　 荒川家住宅(荒為)
旧岡田邸（現：おかだ 紅雪庭） 御料理屋kokyu.（旧小西家別邸）
旧相馬邸 矢中の杜（旧矢中邸）

※ 旧五十嵐家住宅事務所兼主屋 ※ 春風萬里荘（北大路魯山人 旧宅）
※ 穂積家住宅

東北 青森県 ※ かさま歴史交流館井筒屋
☆ 新むつ旅館（元新陸奥楼）

高橋家住宅 栃木県
太宰治記念館 斜陽館 旧篠原家住宅
田中家住宅 日光田母沢御用邸

※ 大島忠春家住宅 岡田記念館 翁島別邸
※ 宮越家住宅 離れ「詩夢庵」及び庭園「静川園」 ※ 益子参考館上台
※ 旧三上剛太郎家住宅 ※ 横山郷土館
※ 旧伊東家及び旧梅田家 屋敷 ※ 有形文化財ホテル　飯塚邸

※ 岡部記念館「金鈴荘」
岩手県 ※ 瀧澤家住宅

茶寮かだん（旧橋本家別邸） ※ Gallery HANNA-絆和-
大慈清水 お休み処
time＆space愛宕下 群馬県
伊東家侍住宅（和洋食道Ecru） 彦部家住宅
料亭 京極　 冨沢家住宅

蔵･柏屋四郎右衛門
宮城県 臨江閣

旧伊達伯爵邸 鐘景閣 富岡市社会教育館
時音の宿 湯主一條　木造本館 旧井上房一郎邸
良覚院丁公園と緑水庵
角田市郷土資料館（旧氏丈邸） 埼玉県
海商の館　旧亀井邸 旧山崎家別邸
不老仙館 二木屋 (旧小林英三家住宅)

※ Cafe hito no wa（旧菅野邸） 遠山記念館
※ 壽丸屋敷 ※ 旧田中家住宅
※ 懐石料理　東洋館
※ 原阿佐緒記念館 千葉県

上花輪歴史館
秋田県 戸定邸

大館市立鳥潟会館 (旧鳥潟家住宅・庭園) 旧堀田邸
旧秋田藩主佐竹氏別邸（如斯亭）庭園 翠州亭(旧スイス大使館)

☆ 旧佐藤政忠家住宅
シェアビレッジ町村 東京都

☆ 旧工藤家住宅（中小路の館） 旧白洲邸 武相荘
☆ 旧長谷山邸(総合交流促進施設) 林芙美子記念館

旧料亭　金勇 旧猪股邸
☆ 八森苑（矢島町歴史交流館）
※ 桜櫓館（おうろかん） 神奈川県
※ 角間川 旧本郷家住宅 鶴翔閣 (旧原家住宅)
※ 角間川 旧北島家住宅 旧柳下邸
※ 角間川 旧荒川家住宅（角間川・川のまち歴史交流の杜 管理棟） 旧吉田茂邸

鎌倉市吉屋信子記念館
山形県 山口家住宅（雨岳文庫）

旧青山本邸 松永記念館　老欅荘
清風荘-宝紅庵 白雲洞茶苑白雲洞
本間美術館 清遠閣-鶴舞園 萬翆楼　福住

※ 料亭　四山楼 ※ 一条恵観山荘
※ 上杉伯爵邸 ※ 千世倭楼（※取材時呼称）

※ 旧風間家住宅 「丙申堂」
※ 芭蕉、清風歴史資料館（旧丸屋・鈴木弥兵衛家） 山梨県

御師旧外川家住宅
福島県 安藤家住宅

旧甲斐家蔵住宅 根津記念館
瀬上嶋貫本家
福島県迎賓館 (旧高松宮翁島別邸) 長野県
郡山市久米正雄記念館（旧 久米正雄邸） 伊那部宿 旧井澤家住宅
野馬追通り　銘醸館　お食事処「食彩庵」 旧横田家住宅

旧小田切家住宅
旧松本区裁判所庁舎
山寺常山邸

新潟県
渡邉邸
北方文化博物館
旧齋藤家別邸
松籟閣
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東海北陸 愛知県 奈良県
徳川園 蘇山荘 今西家書院
古川美術館分館 爲三郎記念館 中家住宅
南山寿荘/昭和美術館 臨済宗大徳寺派 慈光院 書院

※ 哲学たいけん村無我苑市民茶室　涛々庵 奈良学園ｾﾐﾅ-ﾊｳｽ 志賀直哉旧居
※ 豊田市美術館 童子苑 名勝　依水園

奈良町宿　紀寺の家
岐阜県 ※ 堀家住宅　賀名生皇居跡KANAU

和田家住宅 ※ うぶすなの郷 TOMIMOTO
吉島家住宅
北岡田家住宅 和歌山県

琴ノ浦温山荘園 浜座敷
三重県 山﨑邸

三松荘 蓮華定院
旧崇広堂 旧松井家別邸（がんこ六三園）
旧長谷川家住宅 ※ 旧和歌山県議会議事堂
賓日館

※ 鈴松庵 中国四国 鳥取県
※ 廣永窯/山里茶席 ホテル東光園本館
※ まちやガーデン伊賀・色々 塩谷定好写真記念館

鳥取いなば有隣荘
富山県

豪農の館　内山邸（富山県民会館分館） 島根県
茶室円山庵　立礼席 小泉八雲旧居
菅野家住宅 旅館美保館本館

※ 薬種商の館　金岡邸 旧堀氏庭園 楽山荘客殿

石川県 岡山県
明治の館 いかしの舎
武家屋敷跡野村家 脇本陣 木代邸
横町うらら館 後楽園
無限庵 由加山 蓮台寺 客殿 通天橋

※ 金沢城公園玉泉院庭園　玉泉庵 特別史跡 旧閑谷学校
重森三玲意匠書院復元

福井県 旧広兼家住宅（通称：広兼邸）
養浩館
旧京藤甚五郎家住宅 広島県
旧料亭蓬嶋楼 太田家住宅

※ 愛山荘 恋しき
※ 旧岸名家 耕三寺潮聲閣 

近畿 滋賀県 山口県
蘆花浅水荘 ☆ 長府毛利邸
居初氏庭園と天然図画亭 ☆ 金子みすゞ記念館
外村宇兵衛邸（てんびんの里 伝統家屋博物館） ☆ 山口市菜香亭
大津町家の宿 粋世 ☆ 旧毛利家本邸
公人屋敷（旧岡本邸） ※ 旧湯川家屋敷

※ 旧伊庭家住宅 ※ 茶室 芳松庵（防府天満宮）
※ 酒庵「空」（下関酒造株式会社）

京都府
豪商 稲葉本家 徳島県
聴竹居 長岡家住宅
頼山陽書斎 (山紫水明処) 出羽島の民家

※ 松殿山荘 吉田家住宅
※ 藍の館

大阪府 ※ 阿波池田うだつの家・たばこ資料館
がんこ「平野郷屋敷」(旧辻元家住宅) ※ 犬飼の農村舞台
旧西尾家住宅 (吹田文化創造交流館)
堺市茶室 伸庵・黄梅庵 香川県
さかい待庵・無一庵 (さかい利晶の杜)
適塾　旧緒方洪庵住宅 旧金毘羅大芝居

※ 寺西家阿倍野長屋 渡邊邸
※ 大阪木材仲買会館 香川県文化会館
※ 小林一三記念館 合田邸
※ 逸翁美術館 古民家ステイ 香露軒
※ 山本能楽堂 ※ ゲストハウス花鳥苑
※ 旧小西家住宅史料館 ※ 三谷製糖羽根さぬき本舗

※ 吉田邸
兵庫県 ※ 塩田家ヤマサン醤油製麹長屋門及び納屋

倚松庵 ※ 小比賀家住宅
篠山市立 青山歴史村 ※ 披雲閣
兵庫県立舞子公園 旧木下家住宅 ※ 林求馬邸
ヨドコウ迎賓館（旧山邑家住宅） ※ 讃州 井筒屋敷
堀家住宅（一橋徳川家領庄屋） ※ 郷屋敷（旧井上家住宅）

※ 姫路文学館望景亭（旧濱本家住宅）
※ 神戸酒心館
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愛媛県
常信寺庫裏
古今荘
木屋旅館

※ 菊池清治邸
※ 西条栄光教会牧師館
※ 八木商店本店資料館

高知県
岡御殿
竹林寺書院（客殿）・庭園
五藤家安芸屋敷
土佐山田の舎

九州沖縄 福岡県
旧戸島家住宅
旧木下家住宅（堺屋）

☆ 旧伊藤伝右衛門邸
旧丸林本家北棟　「うなぎの寝床」
旧柳川藩主立花邸
旧松崎旅籠　油屋

※ 古民家食庵 伝法寺庄（旧竹内家住宅）

佐賀県
旧中尾邸住宅 (鯨組主中尾家屋敷)
Fountain Mountain (旧一増本店)
ギャラリ－喫茶 欒
竹　屋

※ CALALI（旧藤生家新宅）

長崎県
心田庵
湧水庭園　四明荘
茶室「閑雲亭」
石田城五島氏庭園隠殿屋敷
旧早川家住宅
旧楠木正隆屋敷
合資会社　猪原金物店

※ 碧雲荘（旧熊本家住宅）主屋
※ 旧今西家住宅
※ 北村西望記念館

熊本県
旧細川刑部邸
松浜軒　
仰松軒　

CAFÈみなもと

川尻公会堂

大分県

冨士屋Gallery－也百－はなやもも－

旧丸毛家住宅

旧真光寺休憩所

※ 照波園（旧国武別荘）

※ 涛音寮

※ 大原邸

※ 的山荘（旧成清家日出別邸）

※ 一松邸

宮崎県

宮崎県総合博物館　民家園

日向市歴史民俗資料館/旧廻船問屋 河内屋

霧島創業記念館「吉助」

鹿児島県

赤尾木城文化伝承館 月窓亭(種子島邸)

旧増田家住宅

鹿児島県民教育文化研究所　

沖縄県

中村家住宅













北海道釧路市
 きゅういがらしけじゅうたくじむしょけんおもや

「旧五十嵐家住宅事務所兼主屋」は令和2年8月17日付で登録条件で
ある「建設後50年を経過し、造形の規範となっているもの」として、
国登録有形文化財に登録となりました。
旧五十嵐家住宅事務所兼主屋は1949（昭和24）年、工務店を経営
していた五十嵐一雄氏（故人）が自宅兼事務所として建築した木造
2階建てです。五十嵐氏は明治41年生まれで、宮大工のもとで修行し、
戦後独立し工務店を営んでいました。勉強熱心で、暮らしやすさを
心がけていたとの事です。
住宅街にたたずむ和洋折衷の建物は様々な工夫があります。階段の
手すり壁の内側のスリッパ入れ、家の内外が同時に灯る玄関の灯り、
台所から玄関の客が見える小窓などの工夫が有ります。
玄関脇の事務所は防寒対策の為2重窓とし、建物の中央には造作の
システムキッチンが作られ、食器棚・氷で冷やす冷蔵庫などが組み込
まれています。又2階には勾配天井の洋室が3部屋有ります。
茶室は水屋・にじり口などがある本格的な造りとなっています。
続き間の六畳間と十畳間の和室は、大勢の人が集まる時にも対応出来
る空間です。六畳間は本格的では有りませんが、書院造りとなってい
ます。10畳間の方は台所に繋がる窓、飾り棚、縁側、神棚、仏壇など
工夫が詰まっています。

旧五十嵐家住宅保存の会では、コンサート・料理教室など様々な
イベントを開催し、一般公開をしています。
一人でも多くの方に見学して頂き、保存に繋げる事が出来ればと
望んでいます。

旧五十嵐家住宅事務所兼主屋

旧五十嵐家住宅事務所兼主屋は、釧路市で工務店を営
んでいた五十嵐一雄氏が自宅兼事務所として建築した
建物です。 外観は上部の白壁と灰色の板張りのコント
ラストが美しい建物です。
又内部は和洋折衷になっておりますが、六畳間と十畳
間の和室の続き間と、水屋の有る本格的な茶室が有り
ます。
現在は一般の方が所有していますが、旧五十嵐家住宅
保存の会が管理運営をしており、様々なイベントを開
催し一般公開しています。

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

開館時間

問い合せ

アクセス

備 考

旧五十嵐家住宅事務所兼主屋

1949年（昭和24年）

木造2階建て

釧路市富士見2丁目7-5

イベント時に一般公開

旧五十嵐家住宅保存の会事務局

担当：金子ゆかり 携帯：090-3110-1574

釧路駅から車で5分

国登録有形文化財



　　　青森県八戸市
　 　しんむつりょかん　　　　もと　しんむつろう
新むつ旅館(元新陸奥楼)

見どころ
【小中野新地の八間道路】

小中野新地の広い八間道路は、かつての遊廓の賑わいを

思い起こさせる。

【外観】

妻壁のブリキや白い汚れに小中野公害、二階軒の電燈や

黒漆喰に蓄積された歴史を読み解ける。

【内部空間】

ソラ窓(天窓)からの光に照らされた帳場とＹ字階段と空

中歩廊と二階回廊の吹き抜け空間

【意匠】

初代女将が働く女性(娼妓)の健康や幸福を願い、設えた

七宝紋様・鱗紋・蝙蝠紋・瓢箪紋など

【貸座敷資料】

八戸警察署の貸座敷許可証を始めに、来客の風体を記録

した遊客帳や大人の玩具など

建物名称 新むつ旅館

建築年 1899年（明治32年）

構造・様式 木造在来構法・２階建・ソラ窓付切妻屋根

所在地 八戸市小中野６丁目20番18号

電話＆FAX －－－

Ｈ Ｐ https://visithachinohe.com/spot/shin-mutsuryokan/

開館時間 休館中（再開についてはホームページでご確認ください）

アクセス ＪＲ八戸線小中野駅より徒歩約10分

備 考 国登録有形文化財

左：貸座敷遊行興料が書かれている

右：八戸警察署による貸座敷許可証

東北一と謳われた八戸の遊廓は度重なる大火で衰退したが、小

中野新地に明治29年(1896)に遊廓を新設された。

元新陸奥楼（現新むつ旅館）は1899年（明治32年）に八戸警察

署の貸座敷許可を受けて新築された。戦時中、新陸奥楼は兵隊

の士気を高めるために取り壊しを免れた。戦後、売春防止法を

受けて1958年（昭和33年）に新むつ旅館に転業し、現在に至っ

ている。元貸座敷の特長を残す貴重な建物として平成19年に登

録有形文化財（建造物）に指定された。元貸座敷の建物として、

特別に豪華な設えは見られないが、初代女将が働く女性の健康

や幸福を願って施した細やかな心遣いの意匠に感服させられる。

大らかな現女将(2021年12月ご逝去）が語る由緒や当時の生活に

関わる説明は、拝聴に価した。

【帳場上のソラ窓(天窓)】

帳場天井の１間×１間半の吹き抜けから屋根の半間四方のソラ窓の光が

差している。電燈が普及する前の町屋で一般的。

左側：七宝紋様（輪違い） 〇を四方に繋げるが訛って

七宝紋様になった。輪が幸福・円満を象徴している。

右側：鱗紋 蛇の鱗をシンボル化した△を組み合わせた

鱗紋は、女性の厄除けや再生の意味を持つ

左側：蝙蝠(こうもり)紋 中国語の蝙蝠は＜幸福＞と同じ

く「ビィェンフー」と発音し、幸福を象徴した紋様

右側：瓢箪(ひょうたん)紋 鈴生りの瓢箪は無病息災・子

孫繁栄や厄除等の意味を持つ。襖の引手にも使われている

遊客帳には、月日に加えて、客の容貌や服装や接客した

娼妓を記録し、警察が確認の印を押した

【Ｙ字階段と空中歩廊】

二階の貸座敷には、帳場からＹ字階段で上り、三途の川に掛けられた橋

(空中歩廊)を渡って貸座敷(天国）に赴く。









　 　おおしまただはるけじゅうたく
大島忠春家住宅 青森県むつ市

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

大島忠春家住宅

大正14年(1925)

木造在来構法一部四階建て

青森県むつ市大湊字上町6-33

むつ市教育委員会に問合せ 0175-22-1111

－－－

－－－

ＪＲ大湊駅からバス5分

一番坂と呼ばれている急な坂に建てられた木造在来

構法による一部四階建ての大島忠春家住宅は、先々

代大島庄五郎氏の兄弟で択捉島近海の漁で財をなし、

大正14年(1925)頃に竣工したと伝えられている。助

産婦であった祖母りよは、この大型住居を助産院と

して長く使ってきた。産室にはザシキやブツマも使

い、多いときにはカーテンで仕切って妊婦の世話を

行ってきた。戦後間もない頃は外国人と結婚した妊

婦の出産も手がけてきた。助産院として特別な設備

はないが、湧水を利用した水道や小綺麗な便所など

に配慮が伺える。

建築後95年余り経た主な改造は、３回の台所移動、

平成16年頃(2004)のダイドコ（広間）と土間を一体

化したLDK化である。外観では、当初の柾葺から金属

屋根に葺き替えたことである。

板図２枚 大正末期の建築であるが、当時の板図２枚残されて

いる。一枚は二階と中三階を一枚の図面とした間取と小屋組み、

もう一枚には一階と四階の間取と小屋伏せが描かれている。奥

座敷の道路側に１尺５寸の出窓があること、半割の細長い畳が

敷かれている仏間に特徴がある。

一部四階建ての斜面住宅 急な斜面を二階を基準に造成して石

垣を築き、一階地面を造成して石垣を積んでいる。一階上に中

三階を載せ、更に入母屋屋根の４階を構えた木造在来構法によ

る一部四階建ての迫力のある住居である。

外観及び仕上げ 当初は柾葺屋根であったが、昭和42年(1967)

にトタン葺きに替えた。風雪に晒される外壁は下見板風押板下

見張、妻壁や軒下の垂壁は漆喰仕上げである。

カウンター式キッチンとソラ窓を持つリビング かつてのダイ

ドコ（広間）に土間を一体化して、カウンター式キッチンに天

井の高いソラ窓を持つ居心地の佳いリビングに改造されている。

研出し人造石の踏板の便所 一階と二階の外階段の中腹に建つ

便所は小便器１器に大便器２器と妊婦に配慮した設えである。

特に、大便用二室の踏石は小綺麗な大理石風人造石研出仕上げ

である。

二階及び中三階の階段 二階より約半間高い三階と四階には折

れ曲がり階段の取り方に苦労が伺える。

上：カウンター式ＤＫ

建築当初も台所であっ

たが、助産婦の祖母の

部屋になり、現在はリ

ビングと一体化したカ

ウンター式ＤＫで約２

尺(約61㎝)高の差物が

残されている。

左：ソラ窓を持つ土間

と一体化したＬＶ

炉のあるダイドコ（広

間）と幅１間の土間を

一体化してソラ窓のあ

る天井の高い居心地の

佳いＬＶに改造されて

いる。

板図

二階と三階をひ

と続きの間取に

描き、約1.8ｍ低

い別棟の便所の

間取に小屋組み

も描いている。

人造石研出仕上

げの踏石の便所

大便用２室の踏

石は大理石風人

造石研出し仕上

げで、妊婦に配

慮した仕様であ

る。



　 みやこしけじゅうたく　はなれ　しむあん　および　ていえん　せいせんえん

青森県中泊町宮越家住宅 離れ「詩夢庵」及び庭園「静川園」

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

宮越家住宅離れ「詩夢庵」庭園「静川園」

大正９年(1920)

木造在来構法平屋建て

青森県北津軽郡中泊町大字尾別字玉ノ井43

中泊町水産商工観光課 0173-57-2111

http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm/

13,0,41,147,html

担当課へ問い合わせ(直接見学は出来ません）

担当課へ問い合わせ(直接訪問は出来ません）

中泊町文化財

蝙蝠紋の衝立 風呂場を仕切る衝立の上部に蝙蝠紋の透彫

がある。中国語で蝙蝠と幸福は「ピィェン フゥー」と同

じ発音で、縁担ぎの意匠である。

夫人への誕生日プレゼント詩夢庵 詩人であるイハ夫人への誕生

日プレゼントである詩夢庵は、大正浪漫時代の先駆けとなった。

豪雪地の数寄屋作りで京間サイズのゆったりした空間に骨太な造

りと瀟洒な装飾が特徴である。

ステンドグラス作家小川三知のステンドグラス 詩夢庵の３ケ所

のガラス窓に日本を代表するステンドグラス作家であった小川山

地の作品が使われている。涼み座敷の４枚のガラス障子には四季

の草木のステンドグラスが大石武学流の庭園を借景に飾られてい

る。山欄の間には十三潟の景色のステンドグラスである。風呂場

には目隠しを兼ねた「水辺の風景」のステンドグラスが嵌め込ま

れている。

奥の間と山欄の間の山水画と彫刻 奥の間の床の間の掛け軸、襖

及び山蘭の間の襖に山水画の大作が描かれ、欄間には豪壮な彫刻

が嵌め込まれている。

庭園 津軽地方独自の庭園様式大石武学流の簡素な初期様式に枯

山水及び池泉回遊式庭園を組み合わせた処に特徴がある。池泉回

遊式庭園の途中には元茶室があり、津軽富士岩木山の遠望と池に

映った季節の景色を愛でた。

調度 螺鈿や蒔絵を施した卓や火鉢などの調度や茶道具、米国製

蓄音機などと大正浪漫時代の優雅な生活を伺える。

宮越家は加賀国宮ノ越から金木町尾別に江戸

時代前期に移住したことに因んだ姓で、代々

庄屋を務めた旧家である。

大正９年(1920)に当主正治が詩人であるイハ

夫人の33才誕生日にプレゼントしたのが、

離れ「詩夢庵」と庭園「静川園」である。豪

雪地の数寄屋造り詩夢庵はステンドグラス作

家小川三知のガラス窓や床の間や襖の山水画

も瀟洒な造りである。また、津軽独自の大石

武学流庭園に枯山水及び池泉回遊式庭園を統

合した庭園も豪雪地の庭園として興味深い。

平成30年に中泊町文化財に、離れ「詩夢

庵」と庭園「静川園」が指定された。

十三潟のステンドグラス

(円窓の間)

詩夢庵に入ると、正面に池泉式

庭園に臨み、右手に円い十三潟

景色のステンドグラスが目につ

く。光が当たると十三潟の水面

が揺らで見える高度なティファ

ニー様式と呼ばれる技術が使わ

れている。

ガラス障子のステンドグラス(涼み座敷) 腰高のガラス障

子にコブシ・紫陽花・ケヤキなどのステンドグラスが填め

られ、大石武学流の庭園を借景に四季にわたり楽しめる。

水辺の風景のステンドグラス(風呂場) 庭園の景色を切

り取ったと思われる川柳に翡翠と菖蒲を遇ったステンド

グラスがガラス窓に目隠しを兼ねて填められている。

涼み座敷のガラス障子出窓を支える支柱 ガラス障子出窓

を支える石の支柱は、何処となくギリシァ神殿風である。



　 きゅうみかみごうたろうけじゅうたく
旧三上剛太郎家住宅 青森県佐井村

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧三上剛太郎家住宅

江戸末期

木造在来構法和小屋組一部二階建て

青森県佐井村佐井字大佐井70-2

0175-38-4515（佐井村観光協会）

http://www.vill.sai.lg.jp/

9時～15時 休業期間／11月～4月

むつ市から下北交通㈱バスで約２時間

アルサス駐車場(徒歩3分）を利用

青森県重宝

紅殻塗りのガラス戸の待合室 明るい紅殻塗りガラス

引戸の待合室は、病人にとって癒される設えである。

代々医者の家系である三上家八代目剛太郎は、軍医と

して日露戦争に参加し、激戦地で仮包帯所を設営し、

日露両国負傷兵を治療し、日本赤十字社の礎を築いた

人物である。剛太郎の生家は江戸末期に建てられたと

推定される木造在来構法一部二階建ての住居である。

冠木門に倣った門柱に電球付き鉄製アーチを懸け、瀝

青(コールタール)塗の黒塀に見越しの松は風雪の厳し

い地域では珍しい構えである。

剛太郎の孫が2000年頃まで住んでいたが、台所及び

便所、風呂周りを改造しただけで、診療関係室や座敷

周りは当時の様子がよく残されている。

佐井村に寄贈され、平成28年(2016)に青森県重宝の

指定を受けている。

屋敷構え 風雪の厳しい下北半島の街中の屋敷に冠木門に黒塀、見越

しの松を構えている。切妻屋根木造一部二階建を妻入に構え、カグジ

(裏庭)に庭と菜園、土蔵もある。

門構え 門柱に電球付き鉄製アーチを懸け、両側に瀝青(コールター

ル)塗の黒塀に２尺ほどの空きがあるのは、患者の来訪をいち早く知

るためと伝えられている。

破風の懸魚（げぎょ） カグジ(裏庭)側の妻の破風に民家では珍しい

懸魚と母屋の木口飾りが取り付けられている。中国語で<魚>と<余>

は共に「ユ」の発音で、余りのあること、すなわち金持ちを象徴して

いる。

待合室周り 元ミセに半間の庇を出して三和土（タタキ）土間を造り、

紅殻（べんがら）塗りのガラス戸の待合室に改造した。紅殻引戸の明

るい待合は、病人の気持ちを癒やしたと言える。

ジョイ(広間) 炉にソラ窓のあるジョイ(広間)は生活の中心で、コザ

シキ(仏間)や座敷とひと続きの六間取である。

通り土間 風雪の厳しい下北では通り土間を持つことが多く、三上家

では板の間に改造されており、剛太郎が使った人力車やレントゲンな

どの医療機器が展示されている。

瀝青(コールタール)による屋根及び外壁仕上げ 新潟や秋田で産出さ

れた瀝青(コールタール)は日本海北部の民家の屋根や外壁に使われた。

紅殻引戸脇の板壁に残されている。

通り土間

入り口から裏のカグジ

（裏庭）まで続く幅１

間の通り土間は風雪の

厳しい下北に欠かせな

い空間であり、床上化

して剛太郎の医療器具

を展示している。

待合室(元ミセ) 元ミセを改造した待合は、ガラス戸

と障子の明るい心安まる空間である。

診察室（座敷） 診察に、床の間に違い棚、付け書院

を設えた座敷を使うことに剛太郎の人柄が現れている。懸魚

主に社寺や城の破風を

飾る懸魚及び木口飾り

がカグジ(裏庭)側破風

を飾っている。

瀝青(コールタール)塗

りの外壁

玄関右手に凸凹の目立

つ黒い瀝青塗りの板壁

が残る。



　
旧伊東家及び旧梅田家 屋敷 青森県弘前市
　きゅういとうけ　および　きゅううめだけ　やしき

見どころ

屋敷名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧伊東家及び旧梅田家 屋敷

江戸末期

木造在来構法一部二階建て

弘前市若党町80

弘前市文化財課 0172-82-1642

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/

shisetsu/bukejuutaku.html

午前10時～午後4時（季節及び施設で変化）

JR弘前駅よりバスで甲門前下車・徒歩5分

旧伊東家青森県重宝、旧梅田家弘前市文化財

慶長16年(1611)に二代藩主信枚により弘前城当初の大

手門に当たる北門(亀甲門)を護る中下級武家町の仲町

の一画に当たる東西軸の町割りである。

サワラの生け垣、点在する門や黒板塀や前庭の庭木が

往時の景観を思い起こさせるとして昭和53年(1978)に

「弘前市仲町伝統的建造物群」に指定された。

若党町には建て替えられる主屋も多いが、西に岩木山

を望む眺望を確保し、サワラの生垣や黒板塀に冠木門

や薬医門の屋敷構えがよく継承されている。

若党町の一画に旧伊東家住宅(県重宝)及び旧梅田家住

宅(弘前市文化財)を移築して、屋武家屋敷の様子を復

原的に整備した。

岩木山を望む眺望 弘前城の北の護りを固める武家屋敷の

町割りは東西軸で、岩木山を望む眺望を遮る建物はなく、

江戸時代の景色に思いを馳せることができる。

サワラの生垣及び黒板塀 弘前城下の武家屋敷の敷地境は、

サワラの生垣や板塀が大半である。生垣や板塀の背後にあ

る多様な種類の庭木は風情がある。

門構え 中下級武家屋敷の主な門構えは、薬医門と簡素な

冠木門である。敷地境から約1間程度奥まった所に門が構え

られ、玄関に斜行する位置に建つことが特徴である。

実のなる庭木 カグジ(裏庭)には、カリンや柿などの実の

なる庭木が植えられている。

旧伊東家住宅 元藩医の住居で、昭和50年代に市内元長町

から移築された黒塀に薬医門、和小屋組の中二階建ての中

級武士の居宅である。

旧梅田家住宅 嘉永年間(1848-1854)に建てられた建物で

茅葺屋根の一部二階建て住宅で、在府小路町から昭和60年

に移築公開された。

岩木山を臨む通り サワラの生垣や黒板塀の小路から西を

見ると、津軽富士とも呼ばれる岩木山が臨める。

旧伊東家の門構え 若党町の中級武士の代表的な門構えで

ある薬医門に黒板塀の屋敷構えである。

旧梅田家の

屋敷構え

若党町のも

う一つの代

表的な屋敷

構えである

サワラの生

垣に冠木門

の屋敷構え

である。

実のなる庭木

カグジ(裏庭)

には、暮らし

のために実の

なるカリンや

リンゴなどの

庭木を植えて

楽しみにして

いた。

























宮城県富谷市
 カフェ　ヒトノワ　（きゅうかんのてい）

Cafe hito no wa（旧菅野邸）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

Cafe hito no wa（カフェ ヒトノワ）（旧菅野邸）

昭和初期

木造平屋一部2階建て 町屋住宅

宮城県富谷市富谷新町108

022-725-7313

https://www.facebook.com/hitonowa0727/

https://www.instagram.com/cafe_hito_no_wa/

11:00〜17:00（定休日水曜日・木曜日・金曜日）

宮城交通バス停「富谷」から徒歩約10分

未就学児入店不可

カフェ ヒトノワ（旧菅野邸）は旧富谷宿の街道

沿いに昭和初期に建築された住宅である。近隣の

富谷宿店主佐藤氏による説明文によると菅野家は

仙台藩の藩医を務めた家柄で、同じ街道沿いに在

る内ケ崎家と共に富谷の発展・整備に多大な貢献

あったことが記されている。そのような格式ある

家柄を感じさせるのが玄関の格天井で、改修時に

出入り口の向きが通り側の妻入りから平入りに変

更されているが、建築当初の雰囲気をそのまま残

している。

玄関脇の鉄製の持ち送り、その下に見える扇型の小窓、建

具枠の細工、指物欄間など細部に凝った意匠が特長である。

特に欄間下のヒョウタンは指物大工の遊び心が感じられ、

造りとしては書院造であるが、数寄屋のような軽快さも感

じられる。

使用されている材木は柾目で、全体的に幅広の材はほとん

ど用いられていない。現厨房と店舗部分の境にある差し鴨

居も 空間をすっきりと見せるのに一役買っている。

間取りは座敷、中間、現厨房の三間取りで、改修時の変更は前述の玄関

の入り口とトイレの増築がなされた程度で、床も板張りとなっているも

の書院や床の間などはそのまま残されており、建築当初の趣が十分に

感じられる空間となっている。

２階はプライベート空間の為、見学は出来ないが、外部から見える２階

の建具の意匠からも近代和風の美しさが見て取れる。近代と現代が調和

した空間の中で珈琲や食事を楽しむことができる利用の仕方は建物保存

のあり方の良い典型と言えよう。



宮城県白石市
すまるやしき

壽丸屋敷

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

壽丸屋敷

書院棟 1921年（大正10年）［伝］

木造二階建 書院造

白石市中町48-5

0224-25-6045

http://www.shiroishi.info

10:00～16:00

東北本線白石駅徒歩６分 駐車場なし

国指定登録有形文化財

壽丸の屋号を冠した渡辺家は、当地の豪商の1つに数えられ、

味噌・醤油・金融などを商っていた。表の通りに面して、北か

ら金庫蔵（コンクリート造）・店蔵と醸造部の土蔵が並び、店

蔵の奥に書院棟、その東に鎮守様、南東に土蔵造の文庫蔵と質

蔵が建つ構成を取る。建設年度の古い順に質蔵（天保10年）､

店蔵（明治32年以前）､文庫蔵（明治中～大正期）､書院棟（大

正10年）､金庫蔵（大正12年）､鎮守様（大正期）とされる。

明治32年の白石の市街地180軒を焼いた大火からは免れた。

この屋敷の最大の見どころは書院棟のたたずまいである。10

畳の前の間・茶の間・上段の３間が南表に並び、庭に向けて開

く。その北側には仏間など６～８畳の３間が取り付き、店蔵と

の間にも座敷が２間設けられている。いずれも特に床廻りや柱

にうかがうように無節の良材が用いられ、これらの畳敷きは床

刺しを避けるため、長さ１間半ほどのものもあることが特徴で

ある。もちろん床刺しは天井の竿縁でも避けられている。また

これらの室の天井はいずれも高く、12尺ほどもある。

大正の住宅の構成を色濃く残す、玄関脇に応接間としてあつら

えられた洋間は、内部に和風要素の地袋と洋風の格天井を備え

た板敷きに仕上げられている。

洋 間

長押・床柱はないが、扉と地袋の

枠回りなど、上段の間・座敷の本

床と同様の意匠で構成されている

縁側（庭）に面した額入り障子の姿と桟の詳細

建具一枚の大きさ、桟の通し方や形状の違いによる

室内空間の印象の違いを感じていただきたい。

上段の間

床刺しになら

ないように

床柱から割付

られた長い畳

座 敷

使われている

材料に違いは

あるが、同じ

意匠で構成さ

れている本床

座敷を隔てる芭蕉布の襖（姿見は、仙台堆朱？）

同じ腰付障子だが、部屋によって組子の意匠が異なる



宮城県仙台市
かいせきりょうり　とうようかん かいせきりょうり　　　とうようかんかいせきりょうり

懐石料理　東洋館

見どころ

かつて名取川を渡り青葉山大年寺山峠道をつたい、鹿落坂を経て

広瀬川を渡って市街地にはいったといわれる、越路観音のある東

街道越路沿いにあった休み茶屋を原点とし、琵琶首丁あたりで八

百屋を開業していた初代千田七五郎氏が、1907年（明治40年）

仙台城以前の砦があった現在の場所600坪を払い下げてもらい、

茶屋風な様式で開業したという、日本趣味を十分に生かした割烹

の老舗、東洋館は産声をあげたとのこと。

また広瀬川と仙台市街を眼下に、遠く太平洋の水平線を一望でき

東に太平洋を望むことができることから東洋館としたとのこと。

1926年（大正15年）インテリ風評高き初代の長女深谷梅さんが

旅館を兼ねた料亭として、料理も今日の割烹仕立てにし、東北帝

国大学の著名教授陣や知識階層、文化人にかなり利用されたとい

う。また仙台ゆかりの土井晩翠や哲学者阿部次郎らが芭蕉談義に

興じた粋居な場としても知られている。

３代目順七郎氏の戦後は、東北大学ゆかりの人々や政治家など枚

挙にいとまない面々が訪れる由緒ある料亭であったが、書院造り

の建築様式や市内を眼下に一望できる環境のよさと、四季折々の

季節料理や家庭的雰囲気が醸し出され一層繁栄のもととなり、４

代目千田博氏につながった。1907年創業から114年、５代目恵一

氏を経て所有者が代ったが、今では仙台市内でも数少なくなった

日本料理店として、創業以来の心を込めた料理とともに、当時の

ままの純和風の趣ある料亭木造建築として引継がれた。

建物名称 懐石料理 東洋館

建築年 1907年（明治40年）

構造・様式 木造二階建 書院造り様式

所在地 宮城県仙台市太白区向山一丁目１番16号

電 話 022-222-7019

Ｈ Ｐ http://www.toyokan.jp

開館時間 昼の部 11：30～15：00 夜の部 17：00～22：00

アクセス 仙台駅からタクシー約15分、市バス「向山2丁目」下車

備 考

1階にある離れ茶室の他、6室のお座

敷と2階の1室と宴会用大広間は、夫

々小間を様々に連続させた広々広間

形式にされた各個室である。障子や

簾戸、襖などの建具や、様々な形態

の欄間を施した下り壁、深床や浅床、

折り曲げ書院形式床の間など夫々が

趣向をこらしたお座敷になっている。

どの座敷前にも外部に面し、畳板幅

0.75間の広縁が巡らしてあり、そこ

から見渡す眺望は心地よい風を感じ

ながら、広瀬川を眼下に、仙台市内

を見渡せる風光明媚な地の利を生か

した料亭建築である。

東洋館は伊達藩政の頃に建立された大蔵寺の境内で、伊達政宗の御廟なる

瑞鳳殿に隣接している、由緒ある木造建築そのままに、伊達文化の情緒を

感じさせ、土地4280㎡（1300坪弱）木造2階建て1420㎡（450坪弱）の

贅を尽くした純和風建築である。

料亭建築の最たるたっぷりした式台玄関と堂々たる瀟洒な床の間

お座敷踏込みとの粋な仕切り壁

建具とか間仕切壁等、至る所に施されている組子格子

伊達家絵師東東洋

墨絵

伊達政宗直筆の書

棟方志功画等の

美術品

幾何学的階段室の装飾壁面や

2階手すり、手すり子



宮城県黒川郡
はらあさおきねんかん

原阿佐緒記念館

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

原阿佐緒記念館

1877～1887年（明治10年代）

木造二階建土蔵造り 擬洋風建築・増築部ＲＣ造

黒川郡大和町宮床字八坊原19番地２

022-346-2925

www.haraasao.jp/index.html

9:00～16:00

東北自動車道「大和IC」または「仙台泉IC」から

車で15分

原阿佐緒記念館は、父 幸松によって明治10年代に建てられ

た、大正・昭和期の女流歌人原阿佐緒の生家である。原家は

代々伊達家の家臣であり、宮床の分家原家も宮床伊達家に仕

えた。小城下町と呼ばれた宮床で、分家原家は塩や糀の販売

を許され「塩屋」の屋号で酒などと共に手広く商っており、

今は母屋を残すのみだが、米味噌漬物等それぞれの蔵、ふろ

場や便所もゆったりと建っていたという。1888年（明治21

年）に誕生した阿佐緒は「塩屋のおごさん（お嬢さん）」と

してこの『白壁の家』で成長した。

生誕100年を機に記念館として修復増築する際の調査で、南

側道路沿いの２室のうち１室が土間でほかは板床の部屋であ

ることから、当初は住居ではなく店舗として建てられたこと

が明らかになった。また明治中期の一般的な下屋のある蔵造

りの商家は平入りだが、西側から出入りをする構成となって

いる。西欧建築文化の導入期に建てられた擬洋風建築のこの

白壁の家は、伝統的な和小屋の小屋組みに外壁土壁しっくい

の土蔵造りを洋風建築に応用して、隅角のコーナーストーン

をねずみしっくいで仕上げ、１，２階の間には腰蛇腹、軒下

には軒蛇腹を回すなど工夫が凝らされている。

発案から運営まで歌人会、保存会、建築家、大学の研究室な

ど、阿佐緒をしのぶ地元の人々が中心となって、築後100年

以上を経た擬洋風建築は記念館として再生された。

原阿佐緒文学アルバム（小野勝美編）に記載の「白壁の家」間取り図

とは異なるが、設計者の松本純一郎設計事務所 松本純一郎氏に伺った

ところ記念館改修時にこの大階段の改変はしていないとのことだった。

２階の三間続きの畳敷き展示室のショーケースは、座って見るように

低くデザインされていて展示用家具はコーナーストーンがモチーフ。

外回りの木製建具は、両開き塗装仕上げ。

（右上）カーテンレール受け （右下）両開き戸締り金物

外観からの想像通り、洋のデザイン。

両開き窓と襖

窓の割付けが

障子を思わせ、

切取る景色と

窓の腰の高さも

相まった、佇ま

いを感じて頂き

たい。

（下）阿佐緒の室

床の間の正面と

左手が両開き窓







秋田県由利本荘市
 きゅうさとうまさただけじゅうたく

▲西側通り　座敷部

▲南側通り　正面

▲取次　供部屋

旧佐藤政忠家住宅

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

開館時間

利用申込み

アクセス

旧佐藤政忠家住宅

1869年（明治2年）

木造平屋

秋田県由利本荘市矢島町矢島町32

9:00～16:30

※事前申込みが必要

由利本荘市教育委員会 矢島教育学習課（日新館）

TEL0184-56-2203

由利高原鉄道鳥海山ろく線◎矢島駅より徒歩15分

羽後交通バス◎矢島総合支所前徒歩0分

座敷の天井高が2100mm程度と低く、畳の上にそのまま

座ると落着く空間になっている。そして、この和室なら

ではの簡素で融通性のある空間に身を置くと、当時の清

廉潔白な日本の美意識とゆっくりとした時の流れを感じ

ることができる。

秋田県の南部、江戸時代、讃岐より入部した生駒氏が治めた

矢島藩（由利本荘市矢島町）に『旧佐藤政忠家住宅』はある。

明治元年の戊辰戦争により多くの城下の建物は焼失。翌明治2

（1869）年に江戸家老であった加川退蔵の住宅として建てら

れた。当時の加川家住宅は、八森陣屋の近くにありましたが、

明治5年に加川家が東京へ転任するにあたり、佐藤政忠が所有。

その後現在の地へ移転された。

本住宅は当時の江戸大工の手によるものとされていて、武家

住宅の様子をよく伝えている。

建物は145.634㎡、矩折の木造平屋建。西側通りの桁行7.5間は座敷部

南側通りの桁行4間は台所部になっている。

屋根は緩い勾配の銅版葺切妻屋根。西側の壁面には繊細な格子を組ん

だ板屋根の出窓を設けて、東側の縁側からは風情のある庭を眺めるこ

とができる。

玄関を入ると、畳敷きの取次、供部屋、8畳の茶の間、6畳の中座敷、

6畳の奥座敷、縁側の座敷部。台所部は玄関すぐ隣にある勝手口(土

間）、台所、水屋と縁側を通って奥座敷まで移動できる。

ハレ（特別な時）の間・ケ（普段の生活）の間とを区別できる間取り

になっている。

内観、外観とも簡潔につくられていますが、出窓の繊細な格子や茶の

間の造り付けの神棚・仏間など目を惹く。



秋田県南秋田郡五城目町
   し ぇ あ び れ っ じ ま ち む ら

大　戸

ニ　ワ

三和土（玄関）

シェアビレッジ町村

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

シェアビレッジ町村

明治１１年頃 築 約１３９年

木造平屋建て 中門造り 曲家 農家民宿

全9部屋（うち2部屋は宿泊専用）

秋田県南秋田郡五城目町馬場目字町村49

https://sharevillage.co/company

10時〜15時（火曜、木曜、祝日定休。土日営業）

問合せ：事前HPcontactより専用メールフォーム

JR八郎潟駅より車で約20分（10km）

秋田空港より車で約50分（50km,高速道路経由）

運営会社 シェアビレッジ株式会社

客

客 間

書 斎

縁 側

【古民家から始まる新しい田舎】

この茅葺古民家が取り壊しの寸前に、「家を一人で維持することの困

難」な家主の厳しい現実を聞いた一人の若者が、家の維持費をみんな

で分け合う「シェアビレッジ」という仕組みを思いついた。この家を

一戸の古民家として文化的に保存をするのではなく、新たな「村」を

つくるためのシンボル（拠点）として蘇らせた。この「シェアビレッ

ジ町村」は秋田県の農家民宿として登録されており、年貢（年会費）

を納めれば誰でも村民となれて里帰り（宿泊）ができる。玄関を入り

左側には一際目を引く広い土間があり、子供のころ夏休みに遊びに

行った祖父の家を思い出させる。宿泊専用の和室は、質素で優美かつ

落ち着きのある空間で、過去の家主が丁寧に守り続けてきた証である。

ここを地元のおじいさんやおばあさんが土間に座り、都市から来た若

者たちと談笑している風景を理想としている。その風景そのものが”

村”であり、いろいろな人がまざ

り助合い”村”のように維持して

いく。

【第二の故郷へ”憧れの里帰り”】

この民宿は、100年以上も昔の先

祖たちが過ごした空間で宿泊し、

郷土料理を楽み、里山サイクリン

グで山々を駆け巡り、里山での暮

らしを体験することができる。

単なる見学ではなく、この先100

年住み継げることを目的に活動し

ている若者たちと、地域住民が、

農業文化を通して、人も里も共に

生きる方法で新たな地域、暮らし

のスタイルを創造し再び歴史を刻

み始めた。そして今、高齢化が進

む過疎の村に子供たちの笑い声が

聞こえ始めている。

高齢化率日本一の秋田県の中央、人口約9,000人の秋田杉に囲

まれた集落に、築135年の茅葺古民家がある。東北地方の日本

海側に多く見られる中門造りの農家建築で、土間内部の床上部

分にイナベヤ（稲部屋）という稲収納場を設けているのが特徴

のひとつである。ニワでは収穫された農作物のほか季節の山菜

などの加工・保存等の作業場であった。

里帰りの村民（会員）が古民

家維持のために、自分のスキ

ルを提供する「助太刀」で、

家守や地域住民と共に掃除・

手入れが行なわれている。夏

には茅葺屋根の葺き替え作業

まで協力してくれる。

三和土（玄関）と土間に囲ま

れた茶間と、その奥の間とつ

ながる畳の間は、村民たちが

集い囲炉裏で鍋を囲む交流の

場として今も活きている。

冬の茅葺住宅に明かりがともる。今はほとんど目にする

ことのない景色が、ここにはある。まるでタイムスリッ

プしたかのように暖かくそして懐かしい暮らしの風景。



秋田県鹿角郡小坂町
 　 きゅうくどうけじゅうたく　　　　　　　　　　　　　　（なかこうじのやかた）　　　　　

旧工藤家住宅（中小路の館）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧工藤家住宅（中小路の館）

明治18年 築 134年

木造2階建て 直屋（すごや）造り

全10部屋 貸出

秋田県鹿角郡小坂町小坂字中小坂62-1

https://www.town.kosaka.akita.jp/kanko_rekishi/

e-mail : kyodokan@town.kosaka.akita.jp

9時00分〜16時30分

毎週月曜日（祝日の場合は開館し翌日旧館）、祝日の翌日、

冬期間（12月1日～3月31日まで）

問合せ：小坂町立総合博物館郷土館 Tel0186-29-4726

東北自動車道小坂I.Cから車で 3分 駐車場完備

高速バス小坂停留所からタクシーで 2分

客

座敷 床框

2階 客間

板の間 室

南北に長い直屋は東側を正面とし、

大きな寄棟屋根が目を引く。中央部

に常(じょ)居(い)（現在の仏間および

北側取次）、その奥に納戸が配され、

南側には座敷２室、北側に板の間や

土間が設けられている。常居と座敷

の東側には式台の付いた大玄関があ

り、家格の高さを感じさせる。大玄

関の張り出しは昭和初期の増築であ

る。

平成10年（1998年）に小坂町に寄贈

されるまでは、工藤家の避暑地とし

て使用されてきたが、末永い保存の

ため街に寄附され、「中小路の館」

は工藤家の屋号にちなんで名づけら

れた。また、家の前の巨木は「中小

路のくぬぎ」（推定樹齢300年）と

して地域のシンボルとなっている。

工藤家住宅は、鹿角市十和田毛馬内から青森県平川市につながる

街道沿いに立つ。江戸時代には上役の御境（おさかい）奉行が年

２回巡視に訪れ、宿泊や村人への申し渡し場として工藤家住宅を

使った。当時の住宅は84（同17）年に焼失したものの、作兵衛が

それを模して再建したため、厳格な家の雰囲気が今も感じられる。

奥座敷と床の間まわり、寝室２室、板の間に面する

柱にはケヤキ材が用いられ、東側正面に面する部屋

と区別されている。床の間は奥座敷、寝室及び２階

予備室に設けられ、いずれも床(とこ)框(がまち)下に

蹴(け)込(こみ)板を付ける形式である。床わきや書院

の有無など異なった意匠を見せ、蹴込板に部屋毎に

違った装飾を施している。また、大玄関を入った取

次の間は矢(や)筈(はず)張(ばり)天井としている。板

の間及び土間上部は太い梁組の重なりと茅葺の小屋

裏を見せ力強さを感じさせる。

板の間の囲炉裏端には、床

を堀り下げて造られた「室」

があり、火棚で乾燥された蒔

きを保管したり、ベンケイに

串刺しして燻した岩魚や山女

の燻製などを保管していたと

いう。

2階の客間は天井は低いもの

の、床の間の設えを見ても、

著名な方たちが逗留したこ

とが伺える。

小坂村（現小坂町）の工藤家は明治期の大地主で、11代目

当主・作兵衛が1885（明治18）年に私邸として建てた。江

戸時代には南部盛岡藩士として津軽藩と秋田藩との藩境を

管理する御境古人を勤め、御給人と呼ばれる武士の家柄で、

明治期の旧住宅にも武家だった頃の面影が残っている。

囲炉裏端 ベンケ

板の間 囲炉裏端

板の間から寝室を見る

便所に通じる縁側扉



秋田県雄勝郡羽後町
きゅうはせやまてい（そうごうこうりゅうそくしんしせつ）

土蔵高楼　外観

母屋　外観

土蔵高楼　外観

母屋　内部

土蔵高楼からの眺望 １階に土蔵･３階の和室へ
母屋和室
欄間・釘かくし

土蔵高楼の3階（和室）

旧長谷山邸（総合交流促進施設）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

開館時間

アクセス

問い合わせ

旧長谷山邸（総合交流促進施設）

母屋1885年（明治15年）･土蔵高楼 1902年（明治35年）

母屋（木造平屋建）･土蔵高楼（木造3階建一部土蔵）

秋田県雄勝郡羽後町田代字麓67番地3

土・日曜日 9:00～17:00

４月～11月（12月～3月の冬期は終日休館）

JR湯沢駅からタクシーで30分

車 湯沢横手道路 湯沢ｲﾝﾀ-ﾁｪﾝｼﾞから30分

羽後町役場 みらい産業交流課 観光交流班

秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177

電話：0183-62-2111 内線：223～225

母屋は、この地方に多く見られる茅葺民家形式の中門造

りの様式で、側柱上端から腕木を出した船枻（せがい）

造りの重厚な外観。内部は、梁を幾重にも積み重ねる

「本小屋」の梁組である。

土蔵高楼は、周囲に映える白壁と軸部の均整のとれた美

しさが「長谷山の三階建」と言われ、この二つの建物が

渡り廊下で連結されている。現代の家には無い、太い柱、

梁を組み上げた内部は一見の価値がある。地主屋敷の風

格を保ち地域のシンボルとして親しまれている本格的な

木造の歴史的建造物である。

旧長谷山邸は、羽後町の出羽丘陵の子吉川水系に属する

西部地区、標高200～300ｍの山間・高原地帯である田代

地区の中心部に位置している。

長谷山家は代々羽後町田代地区の地主をしていた豪農で

あったが、最後の当主長谷山行毅氏は、参議院議員や、

裁判官弾劾裁判所の裁判長を務めた村の名士であった。

その長谷山氏が亡くなった後、土地と建物を羽後町に寄贈。

1998年(平成10年）に、羽後町が改修整備を行い、総合的

な交流の場として利用、公開、保存を行っている。

母屋正面には唐破風屋根の玄関があり、懸魚（げぎょ）には、

鯉の透かし彫り、軒飾り、方立の雲形の彫刻等、格式の高い造

りになっている。内部は、梁を幾重にも積み重ねる「本小屋」

の梁組で、柱は200角･大黒柱は300角と豪雪地域に十分耐えら

れる骨組みとなっている。座敷は仏間を含め3室。1室は床の間

をもち書院･違い棚をしつらえてある。違い棚の足元に桜樺を

もちいたり、欄間は亀甲模様の組子細工でほどこされ、長押に

蟹や蝶々等一室ずつ形の異なる釘かくしをほどこす等、細部に

までこまやかなこだわりの意匠がみられる。

土蔵高楼は、1階部分の土蔵に高楼を乗せた独特な形式で、3階

に床の間を持つ座敷がある。書院に細やかな組子細工の建具や、

黒柿の銘木を使用する等、来客をもてなす空間として上品にし

つらえている。





秋田県由利本荘市
 はちもりえん　　　（やしままちれきしこうりゅうかん）

▲表門

▲左　主屋　　奥　離れ

八森苑（矢島町歴史交流館）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

開館時間

利用申込み

アクセス

備 考

八森苑（矢島町歴史交流館）

1877年頃（明治10年頃）

木造平屋一部二階建、銅板葺

秋田県由利本荘市矢島町矢島町55

※見学は事前に予約が必要。

由利本荘市教育委員会 矢島教育学習課（日新館）

TEL0184-56-2203

由利高原鉄道鳥海山ろく線◎矢島駅より徒歩約10分

本荘より車で４０分

国登録有形文化財

離れは主に賓客の接待用に使用されていて、一階の茶室

はシンプルで静寂を感じられる。そして、今も地元の人

がお茶会を開催することがある。

二階和室はトチ・柿など様々な銘木が使用され、意匠が

凝っていて大変見応えがある。二階廊下の凹凸のある手

作りの窓ガラスから見た揺らぎのある庭の景色もタイム

スリップしたようで楽しい。

明治初期に建設された母屋は秋田・新潟地方に多く残る古民

家の様式「中門造り」であるが、桁構造、柱間が六尺五寸の

大規模で構成されるなど、江戸期の武家屋敷の流れをくむも

のであり、歴史的に貴重な建物。玄関を入ると10畳２部屋・

８畳２部屋のゆとりのある座敷、８畳・６畳の和室をもつ平

屋建て。

大正末期に増築された離れは遠州流といわれる庭園との協調

主題として建設。１階は茶室８畳２間、２階は賓客用の和室

３間（10畳１室・６畳１室・４畳１室）の二階建て。

母屋・離れ共に素晴らしい庭園が観られる配置になっている。

建築面積は３４４．７１㎡

八森苑は、寛永17年（1640年）17万余石の讃岐国（香川

県）高松藩より矢島入りした藩主、生駒氏に従って来た重臣

佐藤家の住居。名庭園として名高い栗原公園の創始者佐藤道

益の子孫であり、いまなお庭園内にはその名残が残っている。

この時代の住居は、戊辰戦争(1868-1869)により焼失、その

子孫が明治時代に前家の様式を取り入れながら当時を代表す

る町屋として建設された。



秋田県大館市
くにとうろくゆうけいぶんかざい　おうろかん

 桜櫓館　（おうろかん）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

国登録有形文化財 桜櫓館

昭和８年（1933年）

木造2階建て展望台付

秋田県大館市字中城１３－３

0186-43-7135（大館市まちづくり課 歴史まちづくり係）

https://www.city.odate.lg.jp/museum/information/relation/ourokan

1０：００～１６：００（年末年始・月曜休館）

大館市役所より徒歩1分（大館市役所・郵便局となり）

駐車場あり。市役所の駐車場やトイレ等施設を利用可。

桜櫓館は昭和8年（1933）に大館町長をつとめた桜場文

蔵（1883～1971）が建てたもので、現存する棟札によ

り設計者は石田常吉・小野熊蔵、大工棟梁は越後甚吉で

ある。

建物は、木造2階建、洋室を備えた和風住宅で、展望台

として使われた塔屋をもち、屋根は1階が正面入母屋造、

背面切妻造、玄関が起り破風造、2階及び塔屋が寄棟造

という複雑で変化に富んだ外観である。内部は、杉をふ

んだんに使い、1階・2階の和室は質の高い空間を創出し、

建具や付書院に優れた技能が発揮されている。

この建築に際し、大工棟梁出身の桜場文蔵は、自ら設計

者や職人の選定に関り、工事を督励し、経費を惜しまず、

当時の建築技術の粋を結集することに努めたと伝えられ

る。

この建物は当初、現大館中央郵便局の地にあったが、局

舎新築に際し昭和55年（1980）現在地に移築された。

移築前は1階北側に和室1室と東側に家族用玄関のポーチ

が張り出した建物であったが曳家工事の際に解体され、

現在の平面となった。

昭和初期に米代川を利

用して運ばれたと思わ

れる巨大な木材が随所

に使用され圧巻。

大広間の縁側ではケヤ

キの大梁が無柱で12m

飛んでおり、欅の1枚

板を床に使用している。

その他、秋田杉が多く

使われている。

建具や天井などの意匠

が多様で、部屋ごと場

所ごとに新たな発見が

ある。

令和２年に市民の安全な利用と歴史的風致維持向上のため、耐震改修及び

修景工事を行った。解体すると筋違と土塗壁が組み合わされていたり、１

間を超える火打ち梁や水平構面を意識した金物などが工夫されていた。古

くから鉱山で栄え、技術が入って来ていた為、構造に対しても挑戦的な取

り組みをしていたのかもしれない。改修工事の設計・施工は山辺構造設計

事務所の協力のもと、地元業者の設計で地元業者ができる工法とした。

展望台からは四方が見渡せ、町長であった桜場氏が何を考え

作らせたのか、物語に思いを馳せるのもよい。

令和２年に限界耐力計算により元の姿をほとんど変えずに耐

震改修工事を行っている。資料が展示されているので見比べ

ながら見学し、その痕跡を探し当てるのも楽しい。

また、大館城をイメージさせる市役所本庁舎と並ぶ姿は

美しいので市役所側からも見てほしい。

また、大館市は平成29年

に「地域における歴史的

風致の維持及び向上に関

する法律」（通称：歴史

まちづくり法）に基づき

「大館市歴史的風致維持

向上計画」を策定し認定

を受けた。歴史的建造物

が残る城下町を中心とす

る市街地を重点区域とし、

桜櫓館は城跡に建つ歴史

的風致維持向上施設と

なっている。

所有者が変わる中で解体

の危機に瀕した事があっ

たが、個人で買い取り、

見学・貸館として保存を

してくれた成田氏のおか

げで今もこの姿を残して

いる。歴史的風致維持向

上計画のため大館市で買

い取ったが、引き続き見

学・貸館として現在も市

民の利用に供している。

冬期間（11月頃～3月

頃まで）は冬囲いや

構造季節柱などが設

置されているため、

外観が変わるので注

意が必要である。

その後桜場家から所有者が変わり、建設業者が所有していた頃に社内公募し、

現在の建物名称となる。桜櫓館は、たびたびの大火に見舞われた大館旧市街

地にあって、現存する数少ない質の高い近代和風建物として貴重であり、平

成11年に国の登録有形文化財となった。

（桜櫓館保存補修事業 耐震改修工事報告書より）



秋田県大仙市
かくまがわ　きゅう ほんごうけ じゅうたく

角間川 旧本郷家住宅

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧本郷家住宅

主屋：1900年(明治33年)､洋館･塀：1928年(昭和3年)

文庫蔵：1869年(明治2年)､味噌蔵:1921年(大正10年)

主屋：木造平屋一部二階建、洋館：木造平屋建

文庫蔵･味噌蔵：土蔵造二階建

秋田県大仙市角間川町字西中上町１９番地

080-9635-8211

https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2018042700053/

9:00～16:00

秋田道大曲ICより車で10分

大曲ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙより角間川線 角間川中上町下車,徒歩1分

外蔵

【主屋】明治29年の陸羽地震により被災し、明治33年に

全面改装されたのが現在の建物である。 ３室並んだ座敷

のうちの奥の間は、落し掛け・廻縁・欄間に黒柿材、床

柱は芯去り四方柾の天然秋田杉。柱・鴨居・長押の柾の

目詰まりは同寸で赤身の色が統一されている。上質の材

料と木目を生かした意匠には、棟梁のこだわりとそれに

応えたご当主の心意気が感じられる座敷である。 玄関を

入った先のオエは、柱・差鴨居・敷居・縁板、全てケヤ

キ材で造られている。また、土間の床には、大阪で米を

売り、軽くなった船に積んできた石が敷かれている。

本郷家は、江戸時代元禄期(18世紀初頭)、現在の横手市本郷地区から角

間川に奉公に来た庄兵衛が独立して吉右衛門を名乗り、本郷家の始祖と

なる。３代目吉右衛門が雄物川舟運により角間川そして大阪で商いを大

きくし、天明期(18世紀後半)には耕地を集約し在方商人となり、明治期

には秋田三大地主と言われた。その豊かさは、北前船によって運ばれた

上方の材料と文化、そして地元の良材をふんだんに使った建築物や長岡

安平設計の庭に見ることができる。

女中部屋にも床の間がある。床柱・落

し掛けは南天材で、これほどの太さに

なるまでどれほどの月日を要するのだ

ろうか、希少な材料である。

【文庫蔵】慶應３年

(1867年)に着工し２年

かけて完成した土蔵で、

主屋から続く覆屋で囲

まれた内蔵である。内

部の構造材には漆が塗

られている。また、長

手方向に設けられた棚

の長押には８間通しの

北山杉が使われている。

いかにして約15mの木

角間川は秋田県内陸南部、雄物川と横手川の合流点に位

置する。江戸時代、角間川港に集められた米穀は北前船

によって日本海沿岸から上方まで運ばれた。角間川は舟

運の要所となり大いに繁栄した。その中で商業的な地主

が成立し、明治期には県内を代表する地主町となった。

平成まで住まいとして使われた建物が今は地域住民によ

り守り活用されている。

Ｓ字に曲がった木材を生かした登り梁

文庫蔵1階

主屋奥座敷

主屋土間

材は、ねじれやそりを生じることなく京都から秋田角間川まで船で運

ばれたのだろうか。

女中部屋への階段箪笥

左：エメラルドグリーンのタイル

が貼られた洗い場

右：グリーンの石を埋め込んだ縁

側板戸の装飾



秋田県大仙市
かくまがわ　きゅう きたじまけ じゅうたく

角間川 旧北島家住宅

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

旧北島家住宅

主屋：1833年(天保4年)･1881年(明治14年)･

1905年(明治38年)

内蔵：1916年(大正5年)､外蔵:1897年(明治30年)

主屋：木造平屋一部二階建、内蔵･外蔵：土蔵造二階建

秋田県大仙市角間川町字西中上町１７番地

080-9635-8211

ー

4月下旬～11月下旬 9:00～16:00（冬期間・月曜休館）
ガイドの事前申し込みにより見学可

秋田道大曲ICより車で10分

大曲ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙより角間川線 角間川中上町下車,徒歩1分

内蔵

外蔵

【内蔵】大正５年竣工。国重要文化財（旧国宝）の當麻

曼荼羅図の保管を目的に当時の文部省の指導を受けて建

築されたと伝わる。火災対策として様々な工夫がなされ

ている。

北島家は、江戸時代に越後から移り住んだと伝わっている。定住後、油

屋、酒造業、米を扱う商人となる。７代目北島虎之助は明治22年初代角

間川町長、群会議員、県議会議員を務めている。９代北島震一氏は秋田

市立美術館の初代館長を務め、その弟北島精六氏は洋画家として活躍、

美術に造詣が深い家柄である。外蔵のなまこ壁、主屋の襖紙、洋室に見

られる意匠は個性的でハイカラ。北前船の交易による上方文化の影響が

三軒のうちで最も多く見られる邸宅である。

なまこ壁のひし

形の内側は一枚

一枚の陶板が張

られている。焼

きむらのある陶

板がなまこ壁の

美しさを際立た

せている。

鉄製の窓扉は、

火災時には熱に

より金具が外れ

扉についた戸車

が斜めのレール

を下り自動的に

扉が閉まる仕組

みになっている。

内部は座敷蔵で、

婚礼に使われた

とか。1階にあ

らわしになって

いる2階の床板

には飴色の漆が

塗られている。

【主屋北座敷】

明治１４年明治天皇御

巡幸の際に建てられた

和室。北白川宮が宿泊

した建物で数寄屋風の

意匠が見られる。豪雪

地帯のこの地で構造体

が華奢な数寄屋造りは

雪下ろしの風習と地域

住民の協力により維持

されてきた。

長岡安平設計の庭を縁

側越しに楽しむことが

出来る。

角間川は秋田県内陸南部、雄物川と横手川の合流点に位

置する。江戸時代、角間川港に集められた米穀は北前船

によって日本海沿岸から上方まで運ばれた。角間川は舟

運の要所となり大いに繁栄した。その中で商業的な地主

が成立し、明治期には県内を代表する地主町となった。

平成まで住まいとして使われた建物が今は地域住民によ

り守り活用されている。

【主屋北座敷仏間】

座敷隣りの4帖間にある、座位で庭

を楽しむ地窓。

【襖紙】

８帖二間・４帖間・縁

側からなる北座敷には

それぞれに凝った意匠

の襖紙が使われている。

外蔵

【外蔵】明治30年竣工。1階の床にはレンガが敷かれてい

る。レンガ敷きの一部が半地下の貯蔵庫になっており冬季

の花や野菜の保管庫として使われていた。

北座敷

北座敷外観



v

秋田県大仙市
かくまがわ きゅう あらかわけ じゅうたく　（かくまがわ・かわのまち れきしこうりゅうのもり かんりとう）

角間川 旧荒川家住宅（角間川･川のまち歴史交流の杜 管理棟）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地
電 話
Ｈ Ｐ
開館時間

アクセス

旧荒川家住宅
（角間川･川のまち歴史交流の杜 管理棟）
主屋：1893年頃（明治26年頃)

2019年（平成31年)改修
内蔵：1890年（明治23年）
主屋：木造平屋建
内蔵：土蔵造二階建（鞘部分 木造）
秋田県大仙市角間川町字西中上町１６番地

080-9635-8211

ー

4月下旬～11月下旬 9:00～16:00（冬期間・

月曜休館）ガイドの事前申し込みにより見学可

秋田道大曲ICより車で10分

大曲ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙより角間川線、 角間川中上町下車,徒歩1分

角間川御三家の一つ、荒川家は江戸時代の中期から第二次大戦前にかけて

の在方商人地主である。秋田藩の御用にたずさわる大商人となり、隣家の

北島家とともに苗字帯刀が認められた。空家となり荒廃の進む中、平成３

０年度に大規模な改修を行い、御三家の受付や角間川地区のまち歩きの拠

点として生まれ変わった。

老朽化や震災、雪害による損傷が激しく、建物の半分近くが解体されたも

のの元は内蔵まで大屋根で繋がっていた。揚屋により新しく基礎をつくり、

柱の交換や追加、外壁の新調等で、現代の技術を借りて再生した和の空間

である。

ファサードのむくりのついた大屋根や白漆喰壁にかかる化粧梁
は建物の景観において大きな構成要素となっており、黒塀の向
こう側に見える庭木と共に通りの歴史的景観に趣きを与える。

雁行型の間取りが庭園と一体となり建物と溶け合っている。庭

園については、本郷家、北島家と同様、長岡安平の設計との資

料が残る。

解体された主
屋に使用され
ていた建具等、
よく見ると改
修前の建物の
名残を見つけ
る事ができる。

内蔵は明治２３年建築。磨き黒漆喰や、なまこ壁の外壁など、地主町・角間

川ならではの豪奢な土蔵建築となっている。

豪奢な造りの扉 内蔵内部：総漆塗の箱階段

入口からみる
主屋と鞘で覆
われた内蔵。

角間川は秋田県内陸南部、雄物川と横手川の合流点に位

置する。江戸時代、角間川港に集められた米穀は北前船

によって日本海沿岸から上方まで運ばれた。角間川は舟

運の要所となり大いに繁栄した。その中で商業的な地主

が成立し、明治期には県内を代表する地主町となった。

平成期まで住まいとして使われた建物が今は地域住民に

より守り活用されている｡

通りから見た三軒の地主屋敷





山形県山形市
 せいふうそう-ほうこうあん

≪清風荘（せいふうそう）≫

≪宝紅庵（ほうこうあん）≫

清風荘-宝紅庵

清風荘は池泉回遊式庭園（古庭園）として有名な【もみじ公
園】の中に建つ市の施設である。秋には見事に色づいたもみ
じが言葉には尽くせないほどで、さながら京の都を思わせる
美しさである。もみじ公園は時の城主松平下総守忠弘が、真
言宗の巨刹宝幢寺の庭園を江戸の庭師と共に山形城本丸庭園
の余石と、吉野のもみじを用い手を入れた庭とされている。
庭園の池は心の文字をかたどったことから【心字池】と名付
けられている。清風荘は明治維新以前は宝幢寺（真言宗）の
寺院であり大書院であったが、昭和３１年に跡地が市によっ
て買収され、中央公民館分館≪清風荘≫として開館した。昭
和５４年には数寄屋造りの粋を集めて造られた公共のお茶室
≪宝紅庵≫が併設され、ともに純和風の施設として芸術文化
等の諸活動や国際交流などにも広く利用されている。

閑静な住宅街のなかにある市民公園【もみじ公園】が
あり、その中に≪清風荘≫は建っている。もとは最上
義光の庇護により１３７０石の寺領を持つ大寺院と
なった宝幢寺の書院であった。創建当時の建物は400年
ほど前に焼失し、文久２年（１８６２年）に再建され
た。平成１３年には国の登録有形文化財として登録さ
れている。最上のお殿様が必勝祈願にお寺にお出でに
なった際のお控え処として造られた本格書院造りの和
室は、落ち着いた雰囲気の中にも荘厳さを秘め緊張感
の漂う不思議な空間を感じ取ることができる。

昭和５４年、数寄屋建築の第一人者【中村昌生】博士
の設計により建設された本格的な公共の茶室である。
≪宝紅庵≫は宝幢寺の「宝」、紅葉の「紅」から名付
けられた。材に京都北山杉を用いた建物は、小間・広
間・鞘の間・水屋・寄付・立礼席などからなり、山形
と京都の文化の交流から創り上げられた本格的な茶室
となっている。特に立礼席は流派を超えて管理・活用
をしており、通年を通しお点前を体験できる。受付時
にお願いをすればお茶室の見学も可能で、施設の方が
丁寧に解説付きで案内をしてくれる。

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

清風荘・宝紅庵

清風荘：文久2年（1862年）再建

宝紅庵：昭和54年（1985年）

木造平屋建

山形県山形市東原町2-16-7

023-622-3690

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp

8：00～22：00

山形駅発県庁行・東原3丁目バス停より徒歩約3分





山形県山形市
　りょうてい　　　　　しさんろう

料亭　四山楼

２階は大広間で、北端に大振りの床の間、南端に舞台が配され
ている。東側一面の開放的なガラス戸からは庭が一望でき、晴
れた日には庭木や近隣のビルの間から奥羽山脈の山々を眺める
ことができる。

【重厚な蔵座敷】
１８９１(明治２４)年建築、土蔵造り２階建て切妻造り。
１階に座敷２０畳と前室８畳が並ぶ。座敷は北向きで南面に銘
木を用いた床、床脇、押入を配する。天井は格天井を張り、庭
側は黒漆喰塗りの掛け子塗り土戸で重厚に見せている。前室北
面の杉戸には秋草が描かれている。
銘木を用い意匠を凝らしたつくりは、山形県内の豪商や地主層
の屋敷に見られる蔵座敷の典型と言われている。 【格調高い会食の場】

地元の食材を用いた旬の日本料理を味
わえる格調高い会食の場として、法事
や会合、結婚式などに利用されてい
る。また料亭の他に長唄や小唄、お謡
いなどの古典芸能、踊り初めや浴衣ざ
らい、初釜などお稽古事の発表の場と
しても使われており、伝統文化を伝え
る貴重な役割を担っている。

【伊藤博文公命名の老舗料亭】
１８７３(明治６)年に創業(１８７６年より現在地)。１８７９(明治１
２)年に初代首相で当時内務卿だった伊藤博文が訪れ、山形県の四方を
囲む山々にちなんで「四山楼」と命名したという。１９１１(明治４４)
年５月の山形市北大火によって主屋を焼失するなど大きな被害を受け
たが、幸い蔵座敷は焼失を免れた。太平洋戦争中は２年間営業を休
止、陸軍の宿舎として使われた。戦後の混乱期やその後の経済危機な
ど時代の変遷を乗り越え、山形の料亭文化を今に伝えている。
【文化・娯楽の拠点】
山形市中心部の繁華街に位置し、西側は飲食店が連なる七日町仲町通
りに、東側は数件の老舗料亭が点在し山形舞子発祥地と言われる繁華
街「花小路」に通じる紅花通りに面している。北側は旭銀座と呼ばれ
た商店街(現シネマ通り)があり、明治初期に芝居小屋として創業した旭
座(のちに県内初の映画館 シネマ旭２００７年閉館)を中心に文化・娯
楽の拠点となった。
【四季折々の眺め】
塀と古い庭木に囲まれた屋敷は、近隣の街並みとは一線を画す落ち着
いた外観で、敷地北東部の庭を囲むように中央やや西寄りに主屋、南
側に茶室や離れ、蔵座敷が配され、四季折々の景観を楽しむことがで
きる。開放的な大広間や静かな小部屋など多様な客室が連なり、明治
期以来の華やかな料亭文化と往時の賑わいを感じさせる。

【開放的な大広間のある主屋】
１９１１(明治４４)年建築、木
造２階建て寄棟造り。和風建築
だが１階中央に洋風の部屋があ
り、その両側に客室が並ぶ。洋
室は明治期に洋食を提供する場
として使われていた。

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

料亭 四山楼

1891年（明治24年）

主屋：木造二階建て 寄棟造

蔵座敷：土蔵造二階建て 切妻造

山形市七日町2-6-4

023-622-0043

https://www.shisanro.jp

12：00～22：00 不定休

JR山形駅から徒歩21分 タクシー8分

登録有形文化財（建造物）見学のみは不可



山形県米沢市
うえすぎはくしゃくてい

上杉伯爵邸

ＮＨＫの大河ドラマでも有名な上杉謙信。「為せば成
る成らぬは人の為さぬなりけり」でも有名な米沢藩９
代藩主上杉 鷹山公の礎。米沢市の観光の中心地、上杉
神社の南 隣に位置し元米沢城二の丸後に上杉１４代茂
憲（もちのり） 伯爵邸本宅として建てられ、 かつての
上杉家の住居として皇族の御宿所ともなった。鷹山公
からの郷土料理や、米沢織の着付体験や着物を着て上
杉神社散策も楽しめる。また国（文化庁）の登録有形
文化財に各棟、門を含め９か所登録されている。

「かてもの」
主食に混ぜて炊くものの意・飢饉による凶作から飢
えを救う食物(ウコギ「棘の生垣」等)

上杉伯爵邸は１８９６年（明治２９年）上杉茂憲 伯
爵の本宅として造設される。設計は米沢出身の 建築
家中條精一郎である。鶴鳴館（かくめいかん ）と称
された。１９１９年（大正８年）米沢大火 で焼失し
たが１９２２年に再建が始まり１９２４年に 完成し
た。設計は中條氏、施工は名棟梁江部栄蔵 である。
銅板葺き総檜の入母屋造りの建物と、東京浜離宮に
依って造園された。１９４５年、第二次大戦後米軍
将校宿舎として使用される。１９５０年、米沢市が
上杉家より譲渡される。
１９７９年、上杉記念館と称し市内観光の中核施設
として開放され、郷土料理の提供、米沢郷土料理の
原点・鷹山公の「かてもの」を食せる唯一の館であ
る。米沢藩の「質素倹約」の意通りの簡素な造りで
はあるが、全てが洗練されていて昔ながらの建物の
良さと、浜離宮を倣って造られた庭園と池の鯉を見
ながら頂ける郷土料理は素敵である。春は上杉神社
のお堀の桜は見事。桜の季節が終わると新緑、夏の
お堀での花火や蓮の花、秋は落葉樹の紅葉、特にも
みじの赤は素晴らしい。神社の杉とお堀に落葉する
葉、水面に映る満月、渡る風、冬は雪灯篭祭りの夜
の暗がりに揺らめく灯は幻想的であり、光と影の雪
の中での体験は格別である。四季を通じて美しい環
境の中に佇む空間。昔からそしてこれからも、米沢
市の歴史を伝承する「上杉伯爵邸」は未来に引継ぐ
米沢の宝である。

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

上杉伯爵邸

1925年（大正14年）

木造二階建

山形県米沢市丸の内一丁目3-60

0238-21-5121

info@hakusyakutei.jp

10:00～17:00

JR米沢駅より車で10分

登録有形文化財



山形県鶴岡市
きゅうかざまけじゅうたく　「へいしんどう」

店から見通すことのできる｢とおり｣
の眺めも見どころの一つ。
長押(なげし)や天井の竿縁(さおぶち)
は八間の一本物の杉材を使用してい
る。
座敷は天井が高く、長押が二段に
なっている。風通しが良く、夏は冷
房無しで充分に過ごせる。

旧風間家住宅 「丙申堂」

約６０畳の板の間の梁は、三角形を複雑に組んだトラス工法（洋式）
と和式のトラス工法が組み合わさって出来ている珍しい造りになって
いる。丙申堂が建築される２年前（明治２７年）に酒田大地震があ
り、当時の大工さんが耐震構造を考えてこのようにした。

風間家は、鶴岡城下で庄内藩の御用商人として発展し、後に鶴岡
一の豪商となり産業の振興に力を注いだ。明治２９年丙申の年、
武家屋敷跡に風間家七代当主・幸右衛門によって住居と営業の拠
点として建てられた丙申堂は、薬医門（約２００年前の武家門）
のある商家として、当時の繁栄ぶりをよく残している。
約４万個の石が置かれた石置屋根が特徴で、主屋を中心に４つの
蔵や広大な板の間と大黒柱など、豪商の往時の面影を今に伝える
貴重な歴史遺産として国指定重要文化財にも指定され、注目を集
めている。

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間□□

休館日□□

□□□

料金

□□□□□□

アクセス

駐車場

旧風間家住宅 「丙申堂」

明治29年（西暦1896年）

木造２階建・杉皮葺（石置屋根）

山形県鶴岡市馬場町1-17

0235-22-0015 （公益財団法人 克念社）

https://heisindou.wixsite.com/chion

午前9時30分～午後4時30分（最終入場午後4時まで）

7月13日、12月1日～4月14日

（「鶴岡雛物語」開催中（３月）は特別部分開館）

一般400円 小中学生200円（丙申堂・釈迦堂共通券）

障がい者料金 上記入館料半額免除

※手帳を提示ください※団体料金はありません。

鶴岡駅から湯野浜温泉方面バス5分

銀座通り下車徒歩3分

有り

この家の見どころのひとつは、「杉皮葺きの石置屋根」

杉皮を五枚重ねにして屋根を葺き、平らな石を置いてい

る。明治の頃はこの地方でよくあった形式の屋根だが、

今となっては、酒田市の『鐙屋』と２軒だけとなり貴重

である。約４万個の石が置かれている。

小座敷はお客様用に造られた部屋で、戸の造りや釘隠し

のデザインなど凝った造りになっている。

この部屋は、映画『蝉しぐれ』の撮影にも使われた。

他にも、仏間・上座敷・板の間などで『必死剣 鳥刺し』

や『スノープリンス』の撮影も行われた。

丙申堂より約５０ｍ北側に位置する無量光苑釈迦堂は、良

質の杉材を使った数寄屋風建築で、明治４３年（１９１

０）、丙申堂の別邸として建てられた。主に来客の接待な

どに使われ、豪商のもてなしの館である。

【とおり】

【座敷】【薬医門】

【板の間】



山形県尾花沢市
ばしょう、せいふうれきししりょうかん　（きゅうまるや・すずきやへえけ）

板敷の茶の間から和室を見る

↓通り土間 ↑小店の蔀戸

小屋を支える形の揃った鉄砲
梁のアーチが見事

雁で統一された釘隠し

↑呉服屋当時
反物を収納した引出し

床の間の襖絵は、明治２年に
尾花沢に生まれた近代日本画
家の東海林僊芳（とうかいり
んせんぽう）が描いたもの。
素人目にもその良さが伝わる
名画である。

旧丸屋・鈴木弥兵衛家は、尾花沢市中町の北側、羽州街道
に南面する。表間口約八間の屋敷で、道路に面して中央に
通路がある。俗に「ちゅうもん」と呼ぶ二階造りの店舗建
築、続いて別棟の母屋、さらにその奥に土蔵・座敷蔵等が
配置されていた。鈴木家は酒造業の他に呉服反物の商売も
営んでいた。向かって右半分は明治時代の増補で、左半分
の土蔵造および母屋はそれより古く創建時代は不詳だが、
江戸時代末期の様式と技法的特徴がうかがえる。店舗の前
面には土間式の小店を配し、土蔵造の店に防火扉に当たる
漆喰塗の蔀戸を吊っている。母屋部は、道路から奥の台所
庭に至って通り土間を設け、また広い土間庭は鉤形に本屋
から突き出ているいわゆる中門造りの雪国の民家建築であ
る。通り土間に面して十畳間を二室、その裏に六畳間を二
室、さらに板敷の広い茶の間を配している。整形「田の字
型間取り」を取る四座敷の中央の柱は、十文字に組み合わ
された差し物の中心に位置した置き柱になっていて、取り
外すと三十二畳の大部屋となる。
当建築は、当時の店舗と母屋を「芭蕉、清風歴史資料館」
として保存したものである。尾花沢地域における江戸時代
町家の完成された姿を伝える貴重な遺構であり、現在は、
芭蕉が鈴木清風を訪ね１０連泊した街として貴重な資料を
見ることができる。

田の字型四座敷中央の置き柱
を外すと大広間として利用で
きる

跳ね上げ階段を上がると当時の従業員
休憩室。囲炉裏が畳の下に隠されてお
り、階段部分の水平な引き戸を閉める
と暖気が逃げない工夫がされている。
(通常未公開だが事前申込により見学可)

芭蕉、清風歴史資料館(旧丸屋･鈴木弥兵衛家)

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

入館料

アクセス

芭蕉、清風歴史資料館（旧丸屋・鈴木弥兵衛家）

江戸後期～明治時代

木造2階建

山形県尾花沢市中町5番36号

0237-22-0104

http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/

9時～4時半（年末年始、水曜休館）

210円

ＪＲ山形新幹線大石田駅下車タクシー10分



福島県喜多方市
 きゅう　かいけ　くらじゅうたく

庭園に入り奥へと進む ゆったりとした時間が流れる

広縁、縁側から中庭へとつながる空間 照明用のレトロな
ここで多くの客人を迎え入れてきた 回転スイッチ

座敷にいざなう
みがき杉丸太の
竿縁天井

主屋の北座敷は
畳床に炉が切られお茶を楽しんでいた様子が伺える

店蔵正面は
重厚な風格が
漂う

歴史を感じる
ケヤキ床の廊下

旧甲斐家蔵住宅

５１畳の蔵座敷は、７年の歳月をかけた豪華な造り。書院・
本床・脇床を配し、金雲模様の大唐紙がはめ込んである。上
段の間の床柱は鉄刀木（たがやさん）と四方柾の檜、次の間
は縞黒檀、書院は黒檀、唐紙と障子の戸縁には紫檀と選りす
ぐりの銘木を用いた造作が随所に見ることができる。

見どころ見どこ 細部にわたる意匠のこだわりから

客人をもてなす気持ちが伝わる

店蔵中央に構えるケヤキの

一木から造り出された美し

いらせん状の吊り階段

内装に趣向を凝らした客

人用の浴室。浴槽は大理

石を使用している

応接室として

使われてきた

西洋室

旧甲斐家蔵住宅は、幕末に初代が酒造りを始め、３代目が麹製造、製糸

工場を、４代目が味噌・醤油の醸造を営んできた歴史をもつ建物である。

上段の間、次の間の間仕切上部に設けられた筬欄間は、一枚の檜板をく

り抜いて造られており、奥まで見通せるほど繊細だ。

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧甲斐家蔵住宅

1923年（大正12年）

木造土塗壁土蔵、切妻、蛇腹付二重屋

福島県喜多方市字１丁目4611番地

(一社)喜多方観光物産協会：0241-24-5200

旧甲斐家：0241-22-0001

喜多方市観光交流課：0241-24-5249

http://www.kitakata-kanko.jp/category/detail.php?id=3

9：00～17：00（最終入館16：30）

磐越西線喜多方駅から徒歩で30分

磐越道会津若松ICから車で25分、駐車場有

蔵座敷・店蔵・醤油蔵（国登録有形文化財）



福島県福島市
 せのうえしまぬきほんけ

部屋毎の意匠に趣向が凝らされており、銘木がふんだん
に使われている。床の間・付書院・折り上げ天井・欄間
建具などの細部に職人の技が光る。障子窓から見える季
節によって変わりゆく庭の風景を楽しんだであろう当時
の風情のある暮らしぶりが偲ばれる。着物・箪笥・金庫
電話機などの調度品や貴重
な資料が大切に保存・展示
されていて、当時の息づか
いが伝わってくるようだ。

モダンな洋間は漆喰のレリ
ーフで仕上げた天井飾りに
細部にこだわったレトロな
照明が美しく映える。    
家具や調度品に主のこだわ
りを感じる。

   

屋根瓦の棟飾りには施主がいろいろな意を込めるとされ
ている。母屋の薬師門に乗っている「桃」は不老長寿、
妻飾りの「猪の目」は火伏せ祈念など、家族を思う主と
職人の粋な遊び心に触れることができる。

瀬上嶋貫本家

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

瀬上嶋貫本家

1899年（明治32年）

木造2階建 銅板葺

福島県福島市瀬上町字本町90-2

090-2273-5001（受付時間10:00～16:00 ）

https://shimanukihonke.com

予約制（10:00～16:00 ）

車 / 東北自動車道福島飯坂ICより約4㎞（約10分）

電車 / 福島駅-阿武隈急行線福島学院前駅より徒歩5分

国登録有形文化財

嶋貫家の先祖は上杉家の家臣であったと伝えられている。

江戸時代に士族となり福島の下飯坂に移り住み、後に商売

をするため奥州街道の宿場町として賑わった瀬上に居をか

まえ、金融業・酒造業・質屋などを営んでいた。

母屋は明治32年に建てられた商家造りで、大正２年に来賓

専用の宿泊部屋として離れが増築された。総２階建てで、

街道側は急勾配の切妻屋根に破風拝みの飾りと下見板張り

の外壁、腰板瓦屋根塀の連続性と重厚感が目を引くと同時

に明治期のモダンな建物としての風格も感じる。

建物の内部は、銘木を贅沢に使った40帖の大広間、細部の

造作が粋で上質な和室、壁と天井の漆喰の色合いのバラン

スと装飾が見事な洋間などそれぞれに見応えがあり、贅を

尽くした空間に職人の高い技術とセンスがうかがえる。

十一代当主ご夫妻による３年がかりの復元・改修工事に

よって当時の趣を取戻し、個人の所有物であるが平成22年

より一般公開を始める。翌年の東日本大震災で被害を受け

たのを機に歴史の大切さを実感し、平成25年「国登録有形

文化財」に登録。また「ふくしまの旧家を活かす会」の発

起人のひとりとして、福島の歴史的建造物・古民家の保存

を唱え、活動を続けている。

瀬上嶋貫本家は、保存と活用の両輪で伝統的な旧家と土地

の歴史を多くの人に伝えている。歴史的にも文化的にもそ

の価値が高く、後世に引き継ぐための貴重な建物である。

右）40帖の大広間

黒柿などの厳選された銘木を使った歴史と格式を感じる大空間

現在は展示会・教室・コンサート会場としても利用されている

左）当主の執務室であった洋間

青と白の漆喰の色の対比と装飾技術などのクオリティーの高い空間



福島県猪苗代町
くにしていじゅうようぶんかざい　ふくしまけんげいひんかん（きゅうたかまつのみやおきなじまべってい）　

福島県迎賓館(旧高松宮翁島別邸)

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

福島県迎賓館(旧高松宮翁島別邸)

1922年（大正11年）

木造平屋建 寄棟造 上層貴族住宅

福島県耶麻郡猪苗代町翁沢字畑田1074-4

【天鏡閣】 0242-65-2811

https://www.tif.ne.jp/geihinkan/

特別公開時に見学可

鉄 道 磐越西線猪苗代駅下車・駅前より磐越東都バス

で約15分・長浜下車徒歩5分

自動車 磐越自動車道・猪苗代磐梯高原ICより約8km

国指定重要文化財

福島県迎賓館は、大正天皇第三皇子・高松宮

宣仁親王殿下が、喜久子妃殿下の母方祖母に

当たる有栖川宮威仁親王妃慰子殿下のご保養

のために大正11年に建設されたものである。

現在、福島県では保存・保護を図りながら、

貴重な皇族の別邸として文化遺産を継承して

いくため、庭園を公開している。

さらに、国指定重要文化財としての価値を紹

介するため、期間限定で特別公開を実施して

いる。

大正１１年 有栖川宮威仁親王妃慰子殿下の御保養のために建てら

れた純日本風の御別邸である。

大正１３年 高松宮宣仁親王殿下が有栖川宮の祭祀を御継承される

とともに、御別邸も同親王殿下が引き継がれた。

昭和２７年 高松宮宣仁親王殿下より福島県に御下賜され、県の賓

客の御宿泊や休憩に利用してきた。

【松の間】

松の間は上、下の２室より構成

される。上座敷は８畳、下座敷

は１０畳。昼の御座所、即ち居

間書院で、前方に猪苗代湖が見

渡せる。壁は美濃紙の紙張りで

黒漆喰の押縁を付けている。

木造、平屋建で、小屋組みは和

小屋で京呂組である。居間、寝

所を中心とした居住棟を東西方

向に配し、南北方向に居間棟、

台所棟があり、中庭を囲む形と

なる。奥の松の間、梅の間、竹

の間で構成される居住空間は床

の高さが他より一段高く上段形

式になっている。

主要なる造作材は竹の間を除い

てほとんどが桧材を用いている。

屋根は銅板葺（もとはこけら

葺）で、主要棟および住棟に付

く竹の間、湯殿は寄せ棟造であ

るが、表玄関の突出部は入母屋

造、長局の湯殿は切妻造である。

個々の建築の構造は入念にして

堅実、その意匠は洗練され、す

みずみまで神経の行き届いた、

贅を盡したものである。

妃殿下の別荘にふさわしい典雅

にして格調の高いものになって

いる。

「客の間」の屋久杉杢欄間

「玄関の間」より式台

「梅の間」の板欄間（秋田杉）

廊下 竹ノ節欄間 黒漆

「梅の間」上ノ間 床柱 桧

畳表は備後産の藺草
南の廊下

妃殿下が歩く畳部分と使用人が歩く

床板が分けてあるのが印象的

【梅の間】

梅の間は休息所であり寝所であ

る。壁は美濃紙の紙張り、押縁

はじめ、欄間の框、とこ框、襖

類の縁などすべて朱漆塗を用い、

襖類の取手、長押釘隠は女性ら

しく梅の意匠で統一している。

【竹の間】

４畳半の数寄屋造建築。茶室で

あり、また、湯殿とも接してい

て、化粧の間とも称され慰子妃

の私室である。地袋の天板には

神代杉の玉杢を用い、小襖絵に

竹を描く。襖の取手、長押の釘

隠しは竹のデザインである。



福島県郡山市
 こおりやまし くめまさお きねんかん（きゅう くめまさお てい）

寂しがり屋でにぎやかな事を好んだ久米は
自宅で文士や芸術家との交流を楽しんだ。

俳句好きの久米は、ここ「三汀居」 玄関を入るとすぐ右側にある応接間。ボタ
で毎月句会を催し、年に一度庭先 ンを押して来客者を知らせる掲示板という
の梅林がほころび始めると「梅の ユニークな仕掛けは「文士の館」と称され
句会」を開いた。縁側の先は、池 た久米邸のにぎわいを物語る。移築される
を中心とした四季折々の花が彩る 直前まで久米邸に住んでいた一人息子の妻、
庭園が広がっており、光や風を取 和子さんは「多彩な人が常に出入りする開
り入れる工夫が随所にみられる。 「客間/茶の間」18畳 放的な家だった」と振り返る。玄関に入る
多くの文豪が集い、麻雀や文芸談 と口癖だった「まあ、上がりたまえ」とい
講に花を咲かせたという。好奇心 う久米の朗らかな声が聞こえてくるようだ。
旺盛な久米は、屋内外問わず大変
多趣味で流行にも敏感、何でも先
駆けて取り入れた。海外旅行で集
めた灰皿やキセル。写真、野球、
スキー、ゴルフ等、仕事でも遊び
でも人一倍にぎやかさを好んだ。

桐文様の透かし彫り欄間

「水洗トイレ」小便 「壁掛け電話器」
器は蛇口を回す方式 右にあるクランク
和便器は上部の箱に を回し交換手につ
水を溜めて流す方式 ないでもらい話す

 硝子入り引違戸  書院からも光 引き分け猫間障子と竹を
 と欄間窓  が注ぐ床の間 つるで編んだ開口壁

玄関から洋風の階段を上った２階
の書斎は、屋敷の中で最も眺めの
良い場所にあり、左側の窓では畳
座、正面の窓に向かっては椅子に
かけて執筆活動を行った。隣は寝
室で廊下の先には、当時としては
珍しいバルコニーがあり、眼下に
庭を望める間取りとなっている。 「書斎」出窓風とした机

造り付け書棚が並ぶ

親柱･手摺･手摺子
ならの木彫り

郡山市久米正雄記念館(旧 久米正雄邸)

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

郡山市久米正雄記念館（旧 久米正雄邸）

1930(昭和5)年鎌倉、2000(平成12)年郡山に移築

木造2階建､寄棟造・和洋折衷様式

福島県郡山市豊田町3番5号

024-991-7610

http://www.bunka-manabi.or.jp

10:00～17:00（最終入館16:30）

休館は毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

ﾊﾞｽ:郡山駅前から約15分総合体育館前下車徒歩1分

車:郡山ICから約20分(総合体育館西側無料駐車場)

久米が1930(昭和５)年に鎌倉の二階堂に建てた邸宅、終の棲家として

作家生活の後半をここで過ごした。木造２階建て寄棟造りで正面は白

壁の洋風、裏側の外壁は押し縁下見板貼りの和風。室内も廊下を渡り

裏に回ると純和風の部屋が並ぶ、当時としては非常にモダンな和洋折

衷の建物である。少年時代を安積開拓によって急速に発展した旧安積

郡桑野村開成山にあった母の実家・立岩一郎邸で過ごした事で「第二

の故郷」と呼ぶ郡山に、2000(平成12)年「こおりやま文学の森資料

館」のオープンにあわせ「郡山市久米正雄記念館」として移築され一

般公開されている。華麗なる鎌倉文士の歴史と素顔、生活の一端に触

れることができる。

「応接間」自慢の絵画､暖

炉、応接セットが並ぶ。

「来客者を知らせる掲示板」

女中が人数分のお茶を用意。

「展示室」愛用した遺品や

交友関係が紹介されている。

「郡山市文学資料館」

郡山ゆかりの作家の文学資料

を展示。文学の森敷地内は、

庭園が整備され、四季折々に

美しい景観が広がる。 「久米正雄胸像」 「久米正雄句碑」

「寝室」10畳､板の間に地窓と地袋の飾り棚

竪額入り障子と欄間障子からも光が注ぐ



福島県南相馬市
のまおいどおり　めいじょうかん　おしょくじどころ「しょくさいあん」

野馬追通り　銘醸館　お食事処「食彩庵」

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

定休日

アクセス

野馬追通り 銘醸館 お食事処 「 食彩庵 」

大正8年（1959年）

木造平屋建・日本家屋

福島県南相馬市原町区本町2丁目52

0244-22-2204

https://meijokan.wixsite.com/website/general-8

11：30～14：00（ラストオーダー 13：30）

毎週日曜日（臨時休業あり）

【JR】 JR常磐線原ノ町駅から徒歩18分（約1.4㎞）

【車】 駐車場は銘醸館敷地内に5～6台ほど

老舗蔵元・旧松本銘醸の明治、大正、昭和の一連の時代と生活

の変遷を伝える歴史的建造物である。平成１７年に原町市が再

生し、現在一般社団法人南相馬観光協会が施設の管理運営をし

ている。昭和中期の生活用品や相馬野馬追関連の展示、旧松本

銘醸の歴史などを３つの蔵で常設展示するほか、ギャラリーや

イベント会場として２つの蔵を貸し出している。また食事処を

兼ねた日本家屋「食彩庵」も運営している。

野馬追通りから市民文化会館へ通り抜けられる

オープンスペース内に各施設が点在している。

東門 赤い壁の洋館は、現在、観光協会

の事務所になっている

蔵などが点在し、酒蔵の面影が残る

昭和３４年築の昭和蔵には昭和中期時代

等を中心とした常設展示でレトロな物が

いっぱいだ。他に昭和５年の原町市の映

像が見られる。

あじろの間、板の間、書院の間の三部屋があり

当時の職人の技を見る事ができる。

お食事処「食彩庵」では、お食事や会食、法事など

でもご利用いただける。

この地はかつて、酒造業を営んでいた松本銘醸の跡

地。松本家は、江戸時代から原町に居住し酒造業を

営んだ郷士の家で、「天保の飢饉」が起きた翌年、

天保５年（１８３４年）付きの「酒造許可状」が

残っており、これは酒造用の米を抑えるために酒造

を制限したときに出されたもの。

明治時代当主松本孫右衛門は、酒造業を営む一方、

味噌や醤油の醸造も行い、鉄道の開通など原町の発

展のために尽力した。敷地内に大正９年（１９２０

年）東京信用銀行支店として、洋館が建設された。

それが現在の銘醸館。最初の酒の銘柄は「松の友」

で、戦後は「欄菊（らんぎく）」となり、昭和６２

年（１９８７年）まで、酒造業を営んだ。

床の間 水屋









茨城県結城市
 おりょうりやこきゅう（きゅうこにしけべってい）

御料理屋kokyu.（旧小西家別邸）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

営業時間

アクセス

備 考

御料理屋kokyu.（旧小西家別邸）

昭和元年

木造平屋建て（高床式）

茨城県結城市大字結城1085

0296-48-8388

http://kokyu.in

12:00〜14:00、18:00〜21:00（予約制）

月曜・第1第3火曜休み

JR水戸線 結城駅北口より徒歩約15分

見学は不可

結城市は江戸経済の大動脈である鬼怒川の要衝にあり、結城紬や農産物の流通する一大商業都市であった。小西家は江戸末期に近江か

ら移住し、この地で造り酒屋を始めた。酒造業で財を成し、昭和元年に別邸としてこの建物を完成させたが、長らく邸宅としての役割

を担うことなくひっそりと佇んでいた。

床の間を中心に店を演

出し「和の空間」に添

うようなかたちで料理

も決められている。

天井の高い二間続きの

広々とした空間で、歴

史や趣を感じながら美

味しい食事を堪能でき

る。

玄関外観（店舗入口）

外観（主屋）

駐車場からのアプローチ

床の間と床脇

広間（御食事処）

濡れ縁を支えている持送り 野天井の回り廊下

最大の特徴は、筑波山の景色を楽しむために高床とし

た主屋だ。高床式（床下はコンクリート造の倉庫）の

土台の上に木造建築が建てられ、北を除く三面に廊下

が回り、外部の建物の周囲に巡らされた景色を見るた

めの濡れ縁は回り縁となっており、その回り縁に沿っ

て一面に張られている表面の波打ちが美しい大正ガラ

スが建物を特徴付けている。濡れ縁を支える持送り

（もちおくり）にも美しく凝ったデザインが見られる。

廊下は約6間の一本物の丸桁、天井は屋根の垂木をそ

のまま見せる野天井の仕上、障子は引分け猫間障子が

使われている。広間天井は竿縁天井、五寸角の四方柾

目の柱や、欄間の花を型抜きした透かし模様や格子模

様のあしらい、床の間の欅の一枚板など至る所に贅が

感じられる。高床式で回り縁になっていることで風通

しも良く、日本家屋の良さを感じられる。訪れた際に

は、時を経て再び産声をあげた建物の歓びを是非とも

感じていただきたい。

渡り廊下

後に地元結城市で古民家の料理店を開くために場所を探していたkokyu店

主の目にとまり、親戚である大工棟梁が当主と同級生だったことが縁で

この建物を借り受けることとなり、平成24年7月から8か月間の改修工事

を経て、平成25年3月に地元の新鮮な野菜を使った創作料理の店「御料理

屋kokyu.」としてオープンした。

【付属平屋建物】一部を玄関として改修し、階段を上がった先には新た

に和室が設えられ、渡り廊下との間にある組子細工の内窓がさりげなく

空間を演出している。渡り廊下へと続く階段の蹴込板は取外しができる

仕組となっており、昔ながらの知恵が感じられる。

玄関内観 組子細工の内窓

【主屋】高床式木造平屋建て寄棟造りの建物で、屋根の「鬼瓦」には、

ご当主の名前「小西」が刻まれており、柄振り台といわれる鬼瓦を乗せ

る台には立浪模様が彫られている。内部においては損傷の激しかった漆

喰の壁は全て上塗り部分のみ剥がして塗り直し、10帖と12帖の広間の畳

敷は板張りに改修した。床の間と床脇の地袋の襖絵は当時のまま残され

ており、障子も紙を張替え、当時のものを利用している。

【配置】敷地内には付属の平屋造りの建物と高床式の主屋（店舗）があ

り、渡り廊下で繋いでいる。駐車場からのアプローチは渡り廊下をくぐ

り抜けるようになっており、建物内部への期待感が自然と高まる要素と

なっている。





茨城県笠間市
 しゅんぷうばんりそう　（きたおおじろさんじんきゅうたく）

春風萬里荘（北大路魯山人 旧宅）

見どころ

大庄屋の建物らしい重厚さに、「万能の異才」とうたわれ、

万事に凝り性であった魯山人の美意識が加味され、時代をま

たいでより一層懐の深い建物となっている春風萬里荘は、美

術館として所蔵する名品の展示とともに訪れる者を飽きさせ

ない。特に主屋土間左手の本来馬屋であった洋間は魯山人に

より改造されており、馬屋であった頃の馬をつないでいた柱

や排気孔がそのままの姿で残され、自然物の生かし方や空間

構成、遊び心など、魯山人の自由な感性・美意識を見てとる

ことができる。また、風呂場は脱衣所を含め10帖間程の大き

さで、長州風呂と上がり湯、洗い場がゆったりとした広さの

中に配され、壁には魯山人自作の青竹を模した織部陶板がめ

ぐらされ、豊かな色彩をなす。更には季節の花に彩られた心

癒される庭園も見事であり、散策した先には地元の豪農から

移築された江戸期の長屋門がどっしりと佇み、ここでは庭園

を望みながらのランチも楽しめる。また、年に数回、右で紹

介している魯山人設計 茶室「夢境庵」での茶会の開催もあり、

鑑賞にとどまらず、贅沢な時間を体感出来る。

魯山人作の織部陶板を張り込んだ

長州風呂

魯山人作 陶製アサガオ

洋間 魯山人作 手斧削りのベンチ

欅の小口を見せた木レンガの床

江戸期 豪農の長屋門

【主屋】

茅葺き入母屋造りの重厚な構えのこの建物は、江戸時代中期に大庄屋

伊東家の母屋として建てられた。式台のある玄関を入ると正面には12

帖半の玄関間があり、その右手並びに仏間・客間の座敷が続く。客間

は違い棚付きの２間の床の間に付け書院、組子欄間、さお縁天井など

格式ある座敷となっている。玄関間の奥は神棚のある板間で、当時は

囲炉裏が有り魯山人はここを居間として使用していた。三和土の土間

は梁表しで、煤竹の天井が繊細に組まれており、吹抜の開放的な空間

となっている。

建物名称
建築年
構造・様式
所在地
電 話
Ｈ Ｐ
開館時間

アクセス

備 考

春風萬里荘（北大路魯山人旧宅）
天保年間、1965年（昭和40年)北鎌倉より移築
木造平屋建て 茅葺き入母屋造り
茨城県笠間市下市毛芸術の村1371-1
0296-72-0958  
http://www.nichido-museum.or.jp/shunpu/
3月～11月 9:30～17:00 入館は16時30分まで
12月～2月 10:00～16:00 入館は15時30分まで
月曜日（祝祭日の時はその翌日）・年末年始 休館
JR常磐線友部駅よりタクシー約15分(駐車場有)
水戸線笠間駅から徒歩約20分(タクシーが便利)
笠間日動美術館分館 (展示施設)

【茶室】

｢夢境庵｣は千宗旦（千利休の孫）によってつくられた名茶室｢又隠｣を

手本として、魯山人が設計した。北鎌倉に在った時は、主屋とは離れ

た茅葺き入母屋造りの独立した茶室で、魯山人の安息の場であった。

移築する際に主屋(座敷奥)に付設され、現在はむくりを付けた桟瓦葺

きに杉皮葺きの下屋が廻る姿となっている。三畳の水屋、洞庫口を備

えた四畳半本勝手からなり、床柱には黒柿の自然木、無目には南天の

樹が用いられている。また躙り口に加え、貴人口が設けられ、出入り

を容易にしている。

魯山人により馬屋を改造した洋間

長屋門 の重厚な軒廻り

県中央部に位置する笠間市の中で、春風萬里荘のある旧笠間地区は周り

を小高い山々に囲まれた盆地にあり、焼き物の産地として名高い所でも

ある。昭和39年に日動画廊の創設者である長谷川仁氏が、郷里である

笠間に作家らと訪れた折、この地にアトリエを造りたいという要望を受

け、｢芸術の村｣の構想が生まれた。昭和40年(1965年)には北大路魯山人

が住居としていた民家を北鎌倉より移築し、その中心に据え置き、｢春

風萬里荘｣と名付け、｢芸術の村｣が開設された。この民家は高座郡御所

見村(厚木市近郊)の大庄屋の母屋を、昭和6年魯山人が星岡窯の母屋と

して北鎌倉に移築したもので、昭和29年まで住居として使用していた

建物内部は魯山人の手による改造が随所に見られ、それらがほぼそのま

まに残されている。主屋の茅葺き屋根は適時葺き替えがされており、近

年では2007年より数年をかけ全面的な工事がなされた。また2018年か

らは庭園改修工事が行われ、2020年10月に完成している。

笠間日動美術館が1972年に開館され、春風萬里荘はその分館として現

在も美術愛好家及び多くの人々が訪れる場所となっている。
（写真 庭園より西面を望む）



茨城県高萩市
 ほづみけじゅうたく

穂積家住宅

見どころ

建物名称
建築年
構造・様式
所在地
電 話
Ｈ Ｐ
開館時間

アクセス
備 考

穂積家住宅
1773年（安永2年）
木造平屋建て・入母屋造・寄棟造・茅葺き
高萩市上手綱2337‐1
0293－24－0919
http://www.takahagi-kanko.jp/page/page000008.html
9:00～16:00
月曜日（祝祭日の時はその翌日）・年末年始休館
常磐自動車道高萩ICから車で約１分 駐車場有
茨城県指定有形文化財、高萩市指定史跡

主屋の梁組・小屋組みのほとんどが建築当初材である。

桁行・梁間に架け渡した釿斫り（ちょうなはつり）仕上

げの松材の迫力ある小屋組みが見られる。今でも月に一

度、半日をかけて燻蒸を行っている。軒付は茅を数段に

積み重ね、中に竹の節裏を白く塗った飾りを揃えて巡ら

し、各隅は市松模様の装飾を施した『五段茅葺き中竹節

揃角市松模様寄棟造り』になっている。

建具の製作年は不明だが、欄間・格子組・帯桟・引手等

の装飾が素晴らしく、細部にまでこだわりが見られる。

【前蔵】嘉永2年（1849年）に建築された

切妻造、妻入、2階建ての土蔵。桁行4間、

梁間3間で屋根は漆喰を塗り固めた上に合

掌を置き、桟瓦葺の屋根をのせる置屋根

形式となっている。美しいなまこ壁が時

代的な特徴をよく表している。

【長屋門】2階造りの門の東側に桁行3間、西側に桁行5間の平屋を接続さ
せた特異な形式で、屋根は門の部分を入母屋造、左右の平屋部分を切妻

造とし、桟瓦を葺く。昭和初期の改修でもともと平屋根だったものに2階

部をのせるなど、数回の改築が行われている。

【衣装蔵】大正4年（1915年）に造られた

切妻造の土蔵。昭和の改修により主屋から

渡り廊下が設けられ、内蔵となった。桁行

3間半、梁間2間半の2階建てで、1階に衣

装棚、2階に床・違い棚を設けた10畳間が

あり、衣装替えのほか接客の場としても使

われていた。

【庭園】江戸時代に作られたもので、屋敷

の北を流れている関根川から水を引いた約

100坪の水面を持つ回遊式庭園。中央には

石造りの太鼓橋、石灯篭を配している。

【主屋】安永2年（1773年）建設。約120坪の広さがあり、屋根は寄棟

茅葺き、南突出部は入母屋造りの茅葺き、背面下屋銅板葺き。 北東面に

あるオクザシキの北側には床の間・床脇・平書院が付き、かなり早い段

階で床飾りを配した座敷を持っていた。

穂積家は江戸時代中期に庄屋を務め、農

業のほか造林地業・金融業・酒造業など

を営み、明治初期には製紙工場を経営す

るなど、多角経営を行っていた上層階級

の農家である。敷地面積は5492.82㎡、

周囲を塀で囲み、中心に主屋、北側に衣

装蔵、東側に庭園、南側に長屋門と前蔵

を配している。現在は無料公開のほか期

間限定古民家カフェや映画・テレビのロ

ケ地として利用されている。平成元年、

茨城県指定有形文化財に指定された。

小屋組み 市松模様寄棟造り

簀戸（葦戸）

千鳥の引手便所間仕切りの装飾

襖絵

平書院

欄間



茨城県笠間市
 かさまれきしこうりゅうかん「いづつや」

かさま歴史交流館井筒屋

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

かさま歴史交流館井筒屋

明治中期頃

木造3階建て 瓦葺入母屋造り

茨城県笠間市笠間987番地

0296-71-8118

www.kasamaidutsuya.com

9:00～22:00、月曜日(祝祭日の時はその翌日)休館

JR水戸線笠間駅から徒歩20分

笠間市の観光の中心である笠間稲荷神社周辺には、初詣や春の陶炎祭、秋の菊まつりなど年間を通して多くの観光客が訪れる。近年、

市では笠間稲荷神社の南側に位置する笠間稲荷門前通りの景観整備を進めている。その門前通りを見通せる場所に建つ「かさま歴史

交流館井筒屋」は、平成30年4月1日にオープンした市の公共施設で、明治中期頃に建てられた木造3階建て瓦葺入母屋造り、三層に

庇の取り付いた歴史ある建物「旧井筒屋本館」を改修整備して誕生した。

井筒屋は、江戸時代天保年間に旅館として創業。明治中期頃に、今の場

所に木造3階建ての井筒屋旅館が建てられた。建築当初に2階と3階の客

室の外側にあった欄干(写真①参照)は、昭和期の改修工事で取り壊され、

客室の拡張が行なわれた。東日本大震災で被災した建物を、笠間市が引

き受け、地域活性を促進する施設へと今回の改修整備工事が行われた。

外観は、縁廊下および透かし入りの欄干が復元され、縁廊下越しには障

子窓が設けられ、建築当初の趣を感じる。旅館の敷石を再利用した中露

地、当初材のケヤキ柱や天井梁組が現しとなった1階の観光インフォ

メーションや2階の吹抜けは往時の雰囲気を作り出している。意匠に配

慮し綿密に計画された構造補強、新規材に施された古色塗装、床左官仕

上げは当初材と馴染み、井筒屋旅館の当時の面影を感じさせる。

見どころ
工事の大部分を占める木工事は伝統的工法で施工すること

が大事であり、内外装造作材及び仕上げ材の一部は、既存

に使用されていたものを再利用されている。

中露地から交流広場に向かって敷かれている稲田石(稲田御

影石。笠間地区一帯を産出地とし、日本の誇る最高級石材)

は再利用材料のひとつであり、また、広場左右に広がり、

色違いにも見える敷石には新規の稲田石も使用している。

足元に注目すると当時の切出し技術の違いや色、質感を比

較して楽しむことができる。

① ②

③ ④

江戸時代、稲荷信仰が江戸を中心に広がり、笠間稲荷神
社へ多くの参拝客が関東一円から泊りがけで訪れるよう
になった。そして、井筒屋のような旅館が多くある門前
町としても栄えるようになった。

<笠間稲荷神社>

日本三大稲荷

のひとつ。

笠間市笠間

1番地

①交流広場の稲田石。
②中露地の再利用された
稲田石。

③当時旅館で使われていた
金庫と神棚。

④曳家工事リノベーション
をした際に３階の屋根裏
で発見された亀の絵が描
かれた破魔矢。

写真① 昭和初期の外観

様々なイベントが催される建物前の交流広場

写真②改修整備される前の外観

交流広場 交流広場

事務室

倉庫
観光

インフォメーション

トイレ

1階平面図

中露地

①

2階 梁組が現しとなった吹抜け

複数棟あった建物のうち、木造3

階建て1棟を残し約15ｍの曳家が

行われ、広い交流広場が設けられ

た。建物の1階には観光インフォ

メーション、2階に歴史展示コー

ナー、3階には地域の人が利用で

きる会議室が設けられ、笠間の歴

史や観光情報の発信、市民や観光

客の交流の場となっている。 写真③ 工事中の曳家の様子

1階 観光インフォメーション

3階 和の意匠の会議室









栃木県芳賀郡益子町
ましこさんこうかんうえんだい

益子参考館上台は日本を代表する陶芸家濱田庄司（人間国宝）
が来客者の宿泊所とする為に、益子町小宅の高野家主屋を
昭和17年に解体移設したもので、完成までに約10年の歳月を
要したと言われている。
濱田庄司が蒐集した工芸品を公開し、一般の人たちにも
「参考」にして欲しいとの願いをもって開館された。

大規模な寄棟造茅葺で南面に建ち、桁行14間梁間7間、正面に入母屋
造の式台を突き出す。式台の7層の軒づけは重厚な感じを与える。桁行

【濱田庄司による改修デザイン】 6間が土間部で三重梁を架け、東側に馬屋跡、西側の土間境には居間、
中廊下、北の間が並ぶ。棟高や軒高、平面構成、部材の古さなどからも

内外部の改造の多くは、濱田庄司のデザインによるもの 江戸時代末期の創建と考えられる。
である。間仕切りや照明器具等民藝の趣向を凝らした
デザインが施されている。 梁・柱等の構造材の太さや、
また館内には生活に役に立つ工芸という着眼のもとに蒐集 威厳のある外観と洗練された
された貴重な調度品が展示されている。濱田庄司を通した 細部の意匠や造りが特徴で、
「民藝」という美の概念を体感出来る建物として重要な 大規模民家の風格を備えて
意義を持つ。 いる。迫力のある茅葺屋根は

・モダンな洋間に改修された 20年に一度、3か所に分けて
土間東側の馬屋跡。 葺き替える。
低い天井に太い梁の落ち着い 上段の間は床棚付書院を
た空間に趣のある貴重な家具。 備え、次の間と角間境には
時を忘れてしまう寛ぎの場所。 ・囲炉裏では今も火を焚き 意匠を凝らした筬欄間がはめ

 虫除けとしている 込まれる等、整った室内構成
をもつ。
入母屋造の玄関から入って
要人を迎えるために使用する
上座を含むフォーマルな空間
は数寄屋建築とされており、
日常を営む空間との対比も
興味深い。
室内の壁は、鉄分と藁の経年

・濱田庄司デザイン照明器具 変化によって味わい深い佇まい
を醸し出している。

・国内外から蒐集された手工芸品の数々
・上段の間　床棚付書院と筬欄間

・土間入り口脇にある建
具は一見障子だが、
和紙の代わりに沖縄の
二枚貝を鉋で削って使用
している。
薄く削られた貝は光を
柔らかく通す。

益子参考館上台

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

益子参考館上台

江戸時代末期 （移築昭和17年）

木造平屋建

栃木県芳賀郡芳賀町益子町益子3388

0285-72-5300

https://www.mashiko-sankokan.net/

9:00～17:00 休館日…月曜日(月曜日が祝日の場合は

開館し、翌日休館) 展示変え休館あり

JR宇都宮駅→バス益子行45分益子参考館入り口下車

県指定文化財



栃木県栃木市
よこやまきょうどかん

横山郷土館（外観）

回遊式日本庭園を一望できる大広間 数寄屋の雰囲気をもつ床の間

洋館(外観）
栃木共立銀行跡 屋久杉の天井

建築名称 横山郷土館
建築年 明治30年～昭和中期
構造・様式 麻蔵・文庫蔵：組石造り２階建て、店舗：木造(土蔵

造り)平屋、住居：木造真壁造り平屋(一部２階建て)、
洋館：木造大壁造り平屋

所在地 栃木県栃木市入舟町2番16号
電　話 0282-22-0159
Ｈ　Ｐ
開館時間 9：00～17：00（最終入館16：30）

月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始休館
アクセス ＪＲ・東武栃木駅から徒歩18分

蔵の街第１駐車場から徒歩4分
洋館(内観） 備考 国登録有形文化財、栃木市歴史的風致形成建造物指定

横山郷土館

https://www.tochigi-kankou.or.jp/spot/yokoyama-kyoudokan

横山郷土館は、明治時代の豪商、横山家の貴重な資料
を展示した郷土館である。後に初代当主となる横山定
助は、水戸藩士の子でありながら、今後の新しい時代
における商人の活躍を予測し、栃木の特産品である野
州麻に着目した。そして、江戸末期に麻問屋を起業し
た。
麻は、当時、衣類だけでなく、下駄の鼻緒の芯や魚網
など、生活に欠かせないものにも幅広く使用されてお
り、江戸との交易により成功を収めた横山家は、栃木
県でも有数の麻問屋となった。その財を元手に金融業
にも進出し、栃木共立銀行を設立した。そして、昭和
初期に廃業になるまで、地域の金融を担ったとされて
いる。
現在も、明治期に建造された建物をそのままに、館内
には、麻問屋の帳場や銀行跡が残されており、当時の
様子を偲ばせる景観を保っている。
見世の中央を境に正面向かって右が当初の前身があ
り、左が増築部分となる。内部には増築境辺りに痕跡
が残っており、どの跡も丁寧な仕事が施され当時の繁
栄を物語っている。

横山家は、当時、店舗の正面向かって右側で麻問屋、左側で
銀行を営んでおり、その店舗を抱えるようにして麻蔵、文庫
蔵が建てられている。日本の商家としては、ほかに見られな
い両袖切妻造りという建築様式になっており、国の登録有形
文化財に登録されている。
主屋の両袖に配置された石蔵は組石造りにも拘わらず東日本
大震災による倒壊やズレが生じることなく現存した。当時の
技術の高さが伺えるものである。また、軒先を煉瓦積みとす
る意欲的な建物でもある。
また、敷地の中央に広がる日本庭園には、大正７年に建てら
れたハーフ・ティンバー手法の洋館がある。当時、ゲストハ
ウスとして使用されていたこの洋館は、内部には琵琶棚付き
の床をもつ和室が混在し、和洋折衷となっている。

横山郷土館内には、回遊式日本庭園を一望できる大広間や本勝手の書院
代わりに下地窓を施した数寄屋の雰囲気をもつ床の間、天井に屋久杉を
使用した奥座敷などがあり、多様な魅力に満ちている。
明治30年頃に建造された麻問屋店舗跡と明治43年に増築された栃木共立
銀行跡の境には梁の継手があり、店舗側は欅が使われているが、銀行側
は「お客様を待つ」というゲン担ぎで、松が使用されている。また、店
舗側が黒砂摺り漆喰なのに対し、銀行側は人造石研ぎ仕上げになってい
る等、店舗と銀行の造りの違いを楽しむこともできる。

見どころ

https://www.tochigi-kankou.or.jp/spot/yokoyama-kyoudokan


栃木県那須郡那珂川町
ゆうけいぶんかざいほてる　いいづかてい

那珂川で水戸とつながる馬頭と小川地区の一部は、
江戸時代水戸徳川領であり、馬頭市街に位置する
「飯塚邸」は庄屋として、藩領支配の中で重要な
役割を担っていた。
幕末水戸藩内の内乱状態の中、天狗党であった飯塚
家は、元治元年に諸生党による打ち壊しにあい、
新宅前庭の松には、その時に付けられたといわれる
刀傷が残っている。
飯塚家本宅表門、脇門は保存状態が良好で江戸末期に
さかのぼる歴史的建造物である。
その他、飯塚家新宅、本宅、その他の建物も明治期、
昭和期に改築、修繕が実施されたが、
江戸期から引き続く建物配置をうかがう事ができ、
文化財的価値が認められることから平成15年には
国登録有形文化財に登録された。
令和元年、飯塚邸の古き良きものを可能な限り現存し、
リビング・キッチン等の設備を持つ長期滞在型の宿泊施設
として快適性や機能性にこだわったリノベーションを施し

「本宅」外観　江戸時代に当家の隠居として建設 「有形文化財ホテル飯塚邸」はオープンした。
軒を低くおさえた簡素な構え。庭でケータリングを楽しむ事もできる。

広い敷地の中に、本宅、新宅、文庫蔵
中庭、表門、裏門が配置されている建物を
客室として「邸の部屋」と「蔵の部屋」
2つのタイプに分けている。
「邸の部屋」は新宅と本宅を利用
広いスペースと充実した設備で大人数や
長期滞在に適している。
「蔵の部屋」は蔵をロフト式に改装して
あり、コンパクトにまとめられた空間。
少人数や短期滞在に適している。

受付も兼ねた「新宅B」入口

「本宅」リビングルーム
凝った建具や欄間を用い、畳割による平面計画など
丁寧な造りや間取りはそのままに活かしながら
上質で現代的な家具や計画された間接照明を配置。
新旧のバランスを塗装や建材の色で統一している。 「土蔵A.B」2室玄関は共用で 大梁の存在感と吹き抜け
時代の違和感を全く感じることなく、寧ろ懐かしく 左右のドアで各部屋に別れる
落ち着けて、心地よい空間が演出されている。

「新宅B」寝室
畳の上にシモンズのセミダブル
のベッドが新鮮。障子や書院
の格子のデザインや竿縁天井が
空間を引き締めている。
機能面では、断熱工事は随所に
されており、古民家再生の課題 「文庫蔵」と「新宅中庭木戸」 登梁と地棟の天井
となる快適性は十分満たされて
いる。長期滞在の旅行者向けに 宿泊施設以外のホテルの機能は町の中に点在する。
コンセントや収納の配置が細かく 食事や飲食、は那珂川町の中で提供。物販や体験施設も送迎も含めて
考慮されている。 提供している。

「飯塚邸」という歴史的建造物が宿泊施設という新たな役割を
担うことで、昔そうであったように、地域の人々や訪れた人達の
交流の拠点となり、建物だけに留まらない再生の可能性を感じる。

床板にコンセントカバー 畳の上の現代家具

有形文化財ホテル　飯塚邸

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

有形文化財ホテル 飯塚邸

江戸末期～明治41年(改修2018年～2019年6月)

木造平屋一部2階建、土蔵造2階建、木造平屋建

栃木県那須郡那珂川町馬頭360

0287-82-7551

http://www.iizukatei.ohtawaragt.co.jp

(宿泊予約はホームページ参照)
JR氏家駅からバスで馬頭車庫行、南町下車徒歩１分

国登録有形文化財



栃木県真岡市
おかべきねんかん「きんれいそう」

岡部記念館「金鈴荘」

江戸中期、「真岡」といえば、木綿の代名詞。丈夫で質がよ
く絹のような肌触りの真岡木綿は殿様の肌着に愛用されるほ
ど絶大な人気で、江戸の問屋はこぞって真岡木綿を求めた。
建物はその真岡の木綿問屋としても栄えた岡部呉服店の２代
目岡部久四郎氏が建築材料等を多年にわたり集め、明治初期
に10年余りの年月を費やし建築した別荘で、重厚な外観に
華奢な内観が特徴的である。

「金鈴荘」の魅力は、こだわりの材料と技がふんだん
にみられるところにある。大工、指物師は出入りの職
人を３年間東京で修業させたという。廊下の軒桁には
２０m弱の杉が１本通され、大スパンの開口に当時から
の歪みあるガラスが美しく、庭を魅せている。内部造
作には、床の間部分は全て紫檀、黒檀、鉄刀木（たが
やさん）の唐木が使用されており、また襖類は黒檀
の、鉄刀木の枠で襖紙は絹下地に金箔を五層施すなど
贅をつくしている。内部にある書画骨董類は、この地
方にゆかりの深い作者のものが多く、文化財として価
値あるものも少なくない。訪れた際には、空間ともに
美術作品として、ぜひ観賞いただきたい。

重厚感ある玄関側に比べ、庭園か
ら見る建物は軽やかさすら感じら
れる。華奢な手すりや庇等の細や
かな意匠が関係されるのか、非常
に興味深い。

建物は外壁を防火目的で土蔵造りとし、北側のみ黒漆喰塗、その他
をなまこ壁の仕上げとしている。南北の窓は本格的な観音開の防火
扉（銅板貼）を設けている。内部は主要室すべてが書院造風の座敷
で構成され、１、２階共に北側に１間、南側は襖を介し４間が続
く。西側通り沿いに別棟にて店舗を有し、昭和27年まで岡部家の別
荘として関係者の接待や呉服の展示会場として使用された。障子を
開け放てば美しい庭をのぞみ、建具操作での日本間特有の可変性を
大いに感ぜられる。昭和63年6月まで割烹料理店「金鈴荘」として
利用され、同年8月に市が借り受け、真岡市近世百年の歴史・文化遺
産として後世に引き継ぐため、岡部記念館「金鈴荘」として保存さ
れている。

庭は1600㎡の回遊式の日本庭園で、池を配し、堀、石塀、礎石等に
は、地元の磯山で切り出された、磯山石（現在採掘されていない）
を使用しており、庭を取り囲む石塀は市の登録文化財にもなってい
る。

小説家・有島武郎の代表作「或る女」の女主人公「早月葉子」のモ
デルといわれる「佐々城信子」が後年暮らした所でもある。庭園を
含む風情豊かな空間は映画やドラマのロケでも使用される機会も多
く、また、市民から一層の利活用が望まれており、今後の展開にも
注目されたい。

見どころ

建物名称 岡部記念館「金鈴荘」

建築年 明治中期

構造・様式 木造２階建・寄棟・瓦葺・土蔵造り

所在地 栃木県真岡市荒町2096番地１

電 話 0285-83-2560

Ｈ Ｐ
https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kanko_bunka_sports/6/2/3357.html

開館時間 10:00〜16:00まで（最終入館時刻）

休館日：火曜日（祝日の場合は翌日）

年末年始（12/28〜1/4）

アクセス 北関東自動車道真岡ICより車で10分 無料駐車場あり

備 考 栃木県指定有形文化財（建造物）

真岡市登録文化財（石塀）

廊下

襖絵山水画

唐木の

天袋襖

磯山石の

唐木の造

再現された照

手水鉢

１階：「あじさい」の間 １階：「ゆき」の間より

2階：「うめ」の間よりホールをみる 2階：「つき」の間より



栃木県さくら市
 たきざわけじゅうたく

瀧澤家住宅

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

瀧澤家住宅

明治20年～明治33年

木造書院造り、土蔵、長屋門

栃木県さくら市櫻野1365番地

028-682-2176

http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/site/sakura-

museum/takizawake-information.html

午前9時～午後3時30分（最終入館は午後3時）

JR氏家駅から徒歩15分

毎週月曜日、毎月第3火曜日、祝日の翌日、年末年始休館

明治25（1892）年の陸軍大演習の際に明治天皇の小休所と

なったこの建物は明治から大正にかけて活躍した栃木県屈指

の実業家瀧澤喜平治の住宅。

通りに面して塀を巡らし長屋門を開くなど重厚な雰囲気を

醸し出す。

明治３３年に再度の行幸に備えて「鐵竹堂」が建築された。

平成10年に県指定文化財として認定され、

この地域の歴史を語るシンボルとされている。

上質な材料と意匠が目立ち、近代和風建築の水準を

知ることができる貴重な建物である。

鐵竹堂（てっちくどう） 入口の御車寄

蔵座敷

西側の塀沿いに建つ蔵座敷は、洋風望楼(ぼうろう)が

特徴で、この地区の象徴的な建物。

明治20年の墨書が残る伝統的な土蔵作りの建物の屋根部に、

明治25（1892）年の明治天皇の行幸を機に、望楼を増築。

長屋門

旧奥州街道沿い

江戸時代の武家屋敷に習った本格的な明治期の長屋門

御座の間



栃木県宇都宮市
ギャラリーハンナ

Gallery HANNA-絆和-

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

ギャラリーハンナ

1931年(昭和6年)

木造二階建て

栃木県宇都宮市松が峰2-7-17

028-638-6123

http://www.galleryhanna.com

イベント開催中のみ開館

東武宇都宮駅より徒歩8分

県内外・時に国を越えて作家さんの商品を紹介する

宇都宮市役所から西へ向かう『あずき坂』のなかほど、

住宅地の一角に『gallery HANNA-絆和-』がある。

昭和20年の宇都宮空襲で市街地は焼け野原となったが

この建物は残った。

どっしりとした門に菊の花を染め抜いた藍色の暖簾が

かけてあればOPENの合図。

ガラガラとガラス戸を開けると美しい空間が広る。

玄関から入るとすぐ横に、モダンな佇まいの

高い天井の小さな洋間。

この地域にはこのようなお宅が何件かあるようで、

外から見てもわかる印象的な建物だ。

組子細工の障子・黒漆喰の壁。

奥の続き間には縁側があり、しっとりとした庭が眺められる。

急勾配の階段を上がると、目の前には電車が通る。

ゆがんだ硝子・二重鴨居の和室。

宮崎駿さんが戦時中疎開していたという この建物には

あちらこちらに、映画のワンシーンを連想するような

風景がある。

庭ごしに見える線路にときどき電車が通る

むくり屋根の玄関

上品な建具や欄間の装飾は当時のまま

月ごとの企画により展示内容は変わる

建物の魅力を引き出すディスプレイ



















遠山記念館は、 日興證券（現SMBC日興証券）の創立者である遠山元ーが、 没落した生家を努力の末に立て直し、 苦労をかけた母美以のために
建てた邸宅で、 エ期は昭和8年～昭和11年、 延べ床面積約700m 2である。 敷地内には、 住居のほかに、 茶室、 待合い、 長屋門等、 全9 棟から構
成されている。 設計は室岡惣七、 工事の総監督は元一の実弟芳雄、 施工は大工棟梁の中村清次郎が担当し、 当時の卓越した建築技術をもちいて．
全国各地を回って銘木を収集した、 戦前における最高峰の近代和風建築の一つといえる。
邸宅は、 建築様式を異する東棟、 中棟、 西棟の3棟を廊下で結ぶ構成になっている。

【東棟外観】 【中棟外観】 【西棟外観】
千鳥破風の茅葺屋根、 用材は欅、 靴脱ぎ
石の鞍馬石は圧巻である。

屋根は桟瓦に銅板葺、 用材は檜、 壁は卵
漆喰と檜の下見張りである。

用材は北山杉の面皮付、 壁は錆緊楽（蛍
壁）、 軒裏の酒洒な細工も見逃せない。

見どころ

【西棟和室7畳の間】

【中棟廊下】左上
豪華な 化粧小舞天井を受ける丸桁
は長さ7 間の吉野杉。 畳床が来客の
足に優しく、 庭の緑も手に取るよう
に近く感じる。

【西棟廊下】右上
掛込み天井と半分畳が敷いてある床
は数奇屋造りの導入部にふさわしい。

【中棟浴室】左
天井が放射状の唐傘天井で、 驚くこ
とに当初からボイラー 給湯設備が施

座敷と庭をつなぐ軒内間の土間に碍瓦を敷き詰め、 内外を一体
化する空間形成となっている。 ずっと畳に腰掛けゆったり庭を
眺めていたい。

【東棟居間】
18畳の居間は太い欅柱
や挿し鴨居等、 構造部
材の強弱感や、 囲炉裏、
縁無しの坊主畳によっ
て、 豪農の趣きを醸し
出している。

【中棟大広間】
18畳の大広間は天井高
が10尺、 伝統的な書院
造りの床の間を背に、

l .. ’ ’ 

3方に展開する庭の景
色と共に来客をもてな
す場所であった。

二階には応接室と寝室
があるが、 普段は非公
開となっているため、
一般開放する時を事前
に調べて行くことをお
すすめする。

【西棟和室8.5畳の間】
落ち着いた雰囲気の数
寄屋造りは母のための
空間であり、 下がり壁
や床脇の壁留め、 無目
鴨居の付け書院が絶妙
なバランスを形成して
いる。

巴

建物名称
建築年

遠山記念館
1936年（昭和11年）
木造2階建

更〒vrア

烹

構造·様式
所在地
電 話

H p 

埼玉県比企郡川島町白井沼675
049-297-0007 
http://www.e-kinenkan.com 

開館時間
アクセス
備 考

10 : 00~16:30（入館は16: 00まで）
桶川駅、 または川越駅よりバスで牛ケ谷戸下車徒歩15分
国指定重要文化財



埼玉県川口市
きゅうたなかけじゅうたく

旧田中家住宅

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧田中家住宅

大正12年（1923年）

洋館：煉瓦造+木造 和館：木造

埼玉県川口市末広1丁目7番2号

048-222-1061（川口市立文化財センター）

旧田中家住宅ホームページ (kawaguchi-bunkazai.jp)

午前9時30分～午後4時30分（入館は4時）

埼玉高速鉄道川口元郷駅下車2番出口より徒歩8分

平成18年 国登録有形文化財

平成30年 国指定重要文化財

旧田中家住宅は、煉瓦造3階建の洋館が大正10年

（1921）に上棟し、大正12年に完成。昭和9年に和館を

増築。他茶室、文庫蔵、煉瓦塀、池泉回遊式庭園により

構成されています。和館は木造2階建の寄棟屋根を乗せた

数寄屋造り。建設時期は、4代目徳兵衛が貴族院議員とし

て政界にいた時期で、大勢の来賓を迎えて行事を行なう

ため増築したものと考えられます。味噌醸造業の他に材

木商も営んでいたことから、最高級の木材を用い、煉瓦

も近くの現場で焼かせるなど、地元職人たちの高い建築

技術を表現した建物です。設計監督技師は櫻井忍夫。

東西に伸びる長方形のプラン。西側から仏間、次の間、

座敷、手洗い場、袴脱、便所が配置されている。

欄間：松林桂月の作品

国道122号沿い旧田中家住宅正面入口

和館：庭園側 防空壕地下室入口あり

玄関

1階座敷吊り下げ多灯

廊下 押入引戸は屋久杉 1階縁側廊下

帳場

昭和48年茶室を建築。一般利用可能（HP参照）

金庫

屋久杉の天井



上花輪歴史館

冠木門から門長屋を望む

見どころ

最大の見どころは、 主屋内の見学コ ース。 学芸員の方
が一 つ一 つの部屋を詳しく説明をしてくださる。 その
後、 副館長である高梨節子さんが点ててくださるお茶
をいただきながら話を聞く。 節子さんが高梨家へ嫁い
でこられた時、 土蔵にはおびただしい数の先祖伝来の
貴重な文物などがあった。 こうした文化財にたいへん
興味を持ち、 家事のかたわら学芸員の資格を取得し勉
強をしてきた、 という経歴の持ち主。 これらの文化財
を後世に残したいと博物館の構想を持ち、 全収蔵品の
目録を作成し、 醸造用具や生活用具、 屋敷全体を見学
できる「上花輪歴史館」を1994年4月にオ ー プン
した。
「先祖の強い美意識で建てられ、 魂のこもった庭園と
建物を慈しんで残していきたい。 先祖への尊敬の念を
もって、 生活に根ざした文化を紹介し、 歴史を感
じとってもらいたい。 また、 忘れられていく日本の美
意識 ・ 伝統美、 建築空間の美を体験してもらいた
い」と、 見学者一人一人にお茶を点てて接してくださ
る。 1766年に建てられた門長屋をくぐり、 1806年の
書院を経て、 1931年建設の数寄屋造り棟でお茶をい
ただくと、 250年の時の流れと共に高梨家に受け継が
れる美意識を体感できるに違いない。
内部の写真は、 防犯等の観点から公にされていないが、
各部屋には各時代の当時の生活が再現され、 小物がそ
のまま飾られている。 直接足を運んでこそ体験できる
見学コ ースである。

書院へ続く鞍馬石の敷石

千葉県野田市

寛文元年(1661年）に醤油の醸造を始めた旧家で、 上花輪の名主を務
めてきた高梨兵左衛門家が代々大切にしてきた住居、 庭園、 土蔵、 屋
敷林、 神楽殿等、 歴史的価値の高い建造物が丁寧に保存されている。
邸内には明和3年(1776年）建設の門長屋から、 昭和6年(1931年）
建設の京風数寄屋建築の主屋にいたるまでの、 様々な時代の建物が混
在しているが、 みごとに調和が保たれている。
高梨家は代々、 建築や造園に造詣が深く「西に森、 北に山」という江
戸時代の屋敷建築の基本を忠実に守り続けてきた。 28代兵左衛門が主
屋を改築した際にも、 最新設備を取り入れたり、 京都の鞍馬石を敷石
にするなどの巧みな改修で、 調和を保ち続けてきた。
建物裏手には構掘（かまえぽり）が巡り、 船着き場が設けられてい
る。 いにしえの奥様やお嬢様が、 ここから船に乗り江戸に籍を買いに
出かけて行ったという。 そんな姿が思い浮かび、 タイムスリップがで
きる歴史館である。

神楽殿

建物名称
建築年
構造 ・ 様式
所在地

電 話
H p 

開館時間

アクセス

備 考

表玄関

夏の間、 障子から模様替えする夏障子

公益財団法人 高梨本家 上花輪歴史館
1766年（明和3年）、 1931年（昭和6年）など

木造平屋建数寄屋造
千葉県野田市上花輪507番地
04-7122-2070
http:/ /kamihanawa.jp/

3月10· 11月・ 12月第1週：10時～16時
4~7月•9月：10時～17時

休館日：月曜 ・ 火曜• 8月 ・ 12月第2週～2月
※主屋内の内覧コ ースは事前予約。 一度に10名まで。

木曜・金曜・土曜の10:30~、 11:15~、 13:00~

東武野田線野田市駅下車徒歩17分駐車場有
国県指定名勝「高梨氏庭園」
近代化産業遺産「野田市の醸造関連遺産」





















神奈川県鎌倉市
よしやのぶこきねんかん

趣のある門塀 庭側外観

玄関 内玄関

応接間の天井 応接間ソファー

書斎 寝室 和室床の間

深い軒で迎える玄関 グループ学習施設としての活用にて運用。見学は下記範囲にて可となっ
ている。（予約・利用期間、申請方法は鎌倉生涯学習センター）

アプローチの敷石とつくばい

広縁と和室 庭と一体となる和室の構成

鎌倉市吉屋信子記念館

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

鎌倉市吉屋信子記念館

昭和37年

木造平屋建

鎌倉市長谷1丁目3番6号

鎌倉生涯学習センター0467-25-2030

city.kamakura.kanagawa.jp

4月土曜、5～11月土日曜、GW毎日、9～16時

JR「鎌倉」駅から京浜急行バス又は江ノ電バスにて

長谷東町下車徒歩2分

江ノ島電鉄「由比ガ浜」駅徒歩7分

近代数寄屋建築の第一人者、吉田五十八による設計。施工

は水澤工務店。

主屋に加え、前面通り沿いの屋根付きの伝統的な門と土塀

も国の登録有形文化財。

茶室へ引き込まれるようなリズムのある露地の敷石、つく

ばいや四ツ目垣などの前庭空間。なだらかな平屋屋根の曲

線、高床ですっきりした柱建て、庭と前庭の隔て。外構か

らゆっくり楽しみたい。玄関前のゆったりとした空間、敷

瓦の腰掛付きの玄関。振り向くと額縁に切り取った前庭が

現れるを確認して、奥に進む。少し狭くなった入口を通り

抜けると明るい応接間に出る。白い天井にグレーのライン

が映える。

縦横が大きい上に開口部側天井が傾斜しているから、窓に

目をやると否が応でも天井が目に入る。斜線が走っており

斬新なデザインはひきつけられてしまう。

応接間から1段高くなって和室がある。縁側続きの欄間は１

間半を引き違い障子にしているがその引き違う箇所に、和

室側から見えぬようスチールで釣ってあるのだ。天窓のよ

うな照明、額縁窓の書斎、間接照明の寝室など現代でも活

用する手法がみられ応用を考える際の糸口をくれるかもし

れない。

作家吉屋信子が昭和10年に東京の自宅を吉田五十八に設計を依頼し建築した後、さらに昭和37年に鎌倉市長谷に「奈良の尼寺のように」と
望み建てられた。ここで晩年を過ごし本人の意思で鎌倉市に寄贈された土地建物となっており、今も在りし日のままで保存されている。











神奈川県鎌倉市
　いちじょうえかんさんそう

一条恵観山荘

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

一条恵観山荘

1646年頃創建 1987年に現在地に移築

木造平屋建

神奈川県鎌倉市浄明寺5-1-10

0467-35-7900

http://ekan-sanso.jp

10：00～16：00

鎌倉駅よりバス約10分「浄明寺」下車徒歩2分

建物内見学は先着順要予約

開催日はＨＰに掲載 1,500円（入園料込み）

建物は寛永文化が色濃く表現されており、同時期の建物の桂離宮、修学院

離宮は恵観の親族によって建設されたものである。

数寄屋造りの内部は11の部屋で構成され、土間から南庇中の間に入ると、

登録有形文化財に指定されている杉戸絵が迎えてくれる。

連続した大小5つの間は最奥の最も格式の高い「鎖の間」に続いている。建具

の杉戸絵やふすまの引手、趣の異なる天井の設えなど、各々の部屋には細

部にわたり繊細な意匠が施されていて、訪れる人の目を引いて離さない。

炉の暖気が袋棚の食器を温めたり天井裏をつたい、建物全体を温める仕組

みなど、実用的にも優れた仕様が見られる。

一条恵観山荘の外観

共に移築された御幸門竹と黒竹の垂木と小舞竹の軒

鎖の間 天井は杉皮の網代

障子の先の庭園

柱と畳の縁がずれているのも意匠のうち

屋根の稜線

この建物の最大の魅力は庭に面した障子を開け放した時に訪れる。客人を

内へ内へと秘めた世界へ誘う計算しくつされた意匠の室内から一転、その秘

めた世界は一気に外へと開放される。

南庇六畳の間から見る庭は、赤松やつくばい、枯山水などが巧妙に計算され

た配置で構成されており、静かな佇まいにぴりっとした緊張感を感じさせる。

あえて現わしている柱の右側と左側では、違う景色が楽しめるのも面白い。

鎌倉の原風景を残した滑川のせせらぎに耳を傾け、敷地内に併設されてい

るカフェでゆっくりとした時間を味わえる。

江戸初期の1646年頃、後陽成天皇の第九皇子であった

一条恵観が京都西賀茂に別荘の離れとして建立。

和歌や茶の湯、絵画などに造詣の深い一条恵観本人が

設計に携わった茶室である。

昭和34年、山荘は庭石や枯山水とともに建築家堀口捨

巳の手により鎌倉に移築され、昭和39年に国の重要文化

財に指定される。

その後、昭和61年に現在の位置に再移築し、改修を経て

平成29年に一般公開となった。

建物の外観は田舎屋風であるが、茅葺屋根でありながら

シャープな稜線が印象的である。

人形回しの絵が描かれた杉戸

ふすまの引手 「の」 絹織の大紋高麗縁

東四畳半の間



神奈川県小田原市
ちょうわろう

千世倭耬（※取材時呼称）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

千世倭耬 （主屋・土蔵・合掌造）（取材時）

江戸時代～明治初期

木造２階建、書院造・合掌造・土蔵造

神奈川県小田原市風祭245

0465－22－3191（代）

kamaboko.com

10：00～17：00（詳細はお問合せください）

JR・小田急線「小田原」駅タクシー約10分

箱根登山鉄道「風祭」駅直結、無料駐車場（300台）

国登録文化財（主屋・土蔵）、見学は要予約

慶応元年創業の鈴廣蒲鉾が、由緒ある複数の民家を移築再生して2002年に

オープンさせた。千世倭楼とは、「千年の世にも続いていく、調和のとれた

世の中の象徴たる建物であれ」との願いを込め、命名された。書院造の主屋

を中心に、両翼に、土蔵、合掌造が連なる。

【主屋】もともと秋田県の山林王菊池家の書院を解体・移築したもので、新

築時完成に２０年余りかけたという。再生された囲炉裏端は空間は光を抑え

た演出で昔の囲炉裏の間空間を醸し出すのに成功している。建物の豪壮さ、

内部の繊細さが印象的だが、金属製サッシなどを使わず木製建具を使用する

など、古き良き建物をただ活用するだけでなく元々利用された姿で残す、伝

統を守りながら進化するというポリシーを感じる。

中央に鉤型入母屋屋根の書院から、右手の合掌造、左手の土蔵へアプローチする.向かいに鈴廣蒲鉾本店・かまぼこ博物館が所在.

その他、かまぼこ博物館や

ギャラリー、引退した箱根

登山鉄道「モハ1形107号」

を利用したカフェなどが併

設され、製造の見学を含め

多様な楽しみ方ができる。

【土蔵】総漆塗の土蔵は秋田県旧大森町からの移築で、江戸末期から明治

期の山林王であった菊池家の蔵として使われていた。豊富で良質の部材を

ふんだんに使った雄大さと漆塗りの華麗さが共存する。組み込まれたアー

チ窓が土蔵との相性の良さを醸し出し、食事処として洒落たイメージづく

りとなっている。また庭と繋ぐ半戸外空間として四半敷瓦の土庇空間が贅

沢な空間遣いとなっている。

圧倒される土間空間の豪壮 囲炉裏の間の自在鉤や火棚

な梁組と吹抜

【合掌造】江戸後期の富山

県の合掌造を移築・再生し

た会席の食事処は民藝的デ

ザインや小屋裏空間が秀逸。
合掌造の上階を座敷利用 伝統的な叉首組構造部分

再利用の階段親柱の埋木に 土蔵のアーチ窓デザイン

店のレリーフデザイン

主屋の囲炉裏の間 土蔵の吹抜ホール

民藝風デザイン 土庇空間と庭



いる。































愛知県碧南市
 てつがくたいけんむらむがえんしみんちゃしつ　とうとうあん

哲学たいけん村無我苑市民茶室　涛々庵

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

哲学たいけん村無我苑市民茶室 涛々庵

1992年５月

木造平屋建

愛知県碧南市坂口町３丁目100番地

0566-41-8522

http://www.city.hekinan.aichi.jp/MUGAEN/index.htm

午前９時～午後５時（貸館は午後９時まで）

名鉄三河線「北新川駅」から市内巡回バス約７分

駐車場約90台（無料）

二重露地は外露地と内露地からなる露地であり、涛々庵に

あるような高い塀で囲われた外露地は全国的にも珍しい形

式である。このような囲われた外露地は古田織部の弟子の

上田宗箇が広島で試みている。

図面によると外露地と内露地の間にある塀は高さ9尺７寸

とある。実際に外腰掛に座ると、ちょうど外界が見えなく

なる高さであることがわかる。

外露地には腰掛の他、下腹雪隠、蹲踞（つくばい）、石灯

篭がある。

茶会に招かれた客はまず、塀で囲われ空だけが広がるこの

空間に入る。広々とした庭園から板戸を潜り一歩入ると外

界とは違う静かな清々しい雰囲気が漲っていることに驚か

される。この空間に身を置くことで外の喧騒から離れ、自

身を整え茶会へ臨む心構えができることだろう。

「今は全く忘れられている囲われた外露地、これを体験し

て頂くのが『哲学たいけん村』にふさわしい茶会の施設」

と中村昌生氏は書き記している。

この露地は開館時間には自由に入ることができる。全国的

にもめずらしく豊かな空間が公共にあることの貴重さを感

じる。

涛々庵は愛知県碧南市にある「哲学たいけん村 無我苑」にあ

る公共茶室である。無我苑は、この地に居を構えた哲学者・伊

藤証信氏の道場を碧南市が寄付を受けたことを契機に、「心の

健康と精神文化の醸成の場」をテーマにつくられた施設である。

瞑想回廊、立礼茶席のある研修道場、本格的な公共茶室である

涛々庵から成っている。

涛々庵の設計監修は、公共茶室を数多く手がけられた中村昌生

氏が務めている。「茶の湯は山居の主人が親しい友を招き心を

込めてもてなす遊びである。茶室は主人（亭主）の住まいであ

り山居の趣を深めるべく露地という庭がつくられる。こうした

茶の湯は精神性の深い生活文化として完成された。哲学たいけ

ん村に茶室と庭が組み入れられたゆえんである。」と中村昌生

氏は述べている。

建物の構成は、十畳の広間と六畳の次の間からなる主室のある

広間棟と、草庵風茶室である小間が廊下でつながっている。小

間は西向きに建てられており、南側には二重露地がある。

広間には、床、地袋、琵琶

台が備わっている。庭に面

して畳敷の入側があり、そ

の外には月見台が配されて

いる。

広間と次の間の境にある欄

間は、涛々庵の名にちなん

で波の図形となっており、

柔らかい印象を与えている。

小間は上座床のある四畳台目中板入で、茶道口と給仕口、庭側には躙

口と引違障子の貴人口が開かれている。

掛込み天井には突上げ窓があり明るい光が入る。それがより一層天井

や壁の影を濃くし陰影を感じさせる。

下地窓や白竹の天井など、草庵茶室ならではの意匠が随所にある。材

料の使い方、寸法、納まりといった現代の本格的な茶室のつくりを身

近に見ることができる、貴重な場でもある。



愛知県豊田市
とよたしびじゅつかん　どうじえん

豊田市美術館 童子苑

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

豊田市美術館 童子苑（豊祥庵 一歩亭）

1995年(平成7年)

木造平屋・数寄屋造り

豊田市小坂本町8丁目5番地1

0565-34-6610(代表) 茶室0565-34-6777

https://www.museum.toyota.aichi.jp

美術館10:00～17:30（月曜休館）

立礼茶席11:00～16:00 (茶事9:00～21:00要予約)

名鉄豊田線三河線豊田市駅徒歩15分 駐車場有

茶室設計協力 吉橋榮治

童子苑は豊田市美術館の茶室として広く市民に解放されている。設計者は美

術館と同じく谷口吉生氏である。谷口氏は敷地の歴史や自然を活かした設計

を大切にしている。豊田市は街道と矢作川の交錯する位置にあり、川湊とし

て栄え、江戸時代には挙母(ころも)藩の城が童子山に築かれた。美術館はそ

の城跡の高低差を活かして、3万㎡以上の敷地に建築と自然双方の美しさが

際立つように建てられている。茶室は敷地の最も奥の高い所にあり、「童子

苑」の名は童子山に由来している。本席・小間の茶室「豊祥庵」と立礼茶席

および広間席「一歩亭」の2棟が露地庭園と融合した和の空間は、来館者が

美術館の広い中庭を散策した後にたどり着く癒やしの場となっている。

茶室は室内空間と庭園が

一体となった美しくて快

適な空間である。

谷口氏も来館者が動線に

沿って進む際の、視覚的

変化による空間体験を巧

みに演出している。自然

光の取り入れ方で光の変

化を感じたり、視界を巧

みに遮ったり広げたり、

室内から見える外部の景

観とのつながりを意識的

に離したり繋げたりして

快適で変化に富む空間体

験を提供する。

この手法は童子苑だけで

なく、豊田市美術館全体、

さらには谷口氏の設計し

た他の美術館にも多用さ

れている。鉄とガラスを

材としたモダニズム建築

として有名な豊田市美術

館だが、実は自然を活か

した和の要素をふんだん

に取り入れていることが

感じられる。

【一歩亭（いっぽてい）】 広間席と立礼茶席

どんなこともまず一歩の歩みから始まるという意。

広間席は10畳2間から成り、2間とも設えが可能である。意匠は控え

めで様々な流派に関係なくニュートラルな造りとなっている。

全体として直線的で高さを抑え、軒は深く、部材は見付を細く見せる

工夫ですっきりとした印象である。大寄せの茶会にも対応できるよう

水屋も2か所あり、賄の間や寄付なども十分な広さがある。茶会利用

時には道具も設えも一式借りられる気軽さのゆえ、流派、季節に応じ

た多種多様な茶道具が用意されている。

童子苑の門には「立礼席呈茶中 お気軽にどうぞ」の案内があり、

立礼茶席は靴を脱ぐ必要もなく椅子席で、まるで抹茶カフェに立ち寄

るような気楽さで、心地よい空間の中で一服いただける。（美術館休

館日と市民茶会・月例茶会開催日は休み）

【豊祥庵（ほうしょうあん）】

本席・小間の茶室

祥の字は幸に通じ、幸多かれ

の願いが込められている。

3畳台目と2畳間から成る。

配膳台

(格納式)

立礼茶席

広間席 入 側

童子苑 アプローチ

一歩亭 玄関･取次から

中庭の鞍馬石を見る

一歩亭 鞘の間の下地窓から

露地庭園を臨む

一歩亭 広間席から入側越しに露地庭園を臨む

ここにテキストを入力







岐阜県揖斐郡大野町
　きたおかだけじゅうたく

建物名称 北岡田家
建築年 1917年（大正6年）
構造・様式 木造2階建て・農村邸宅
所在地 岐阜県揖斐郡大野町相羽字村通282
電　話 0585-34-1111（大野町教育委員会生涯学習課）

埋込金庫 Ｈ　Ｐ http://www.town-ono.jp/0000000494.html
開館時間 一般公開は春と秋の期間限定(要問合)
アクセス 名神高速道路大垣インターから30分
備　考 国登録有形文化財

北岡田家住宅

見どころ 

岡田家（通称北岡田家）は、江戸時代には大垣藩の庄屋

等を努め、広大な農地を有した地元の名士である。  

現在の屋敷は、明治期の2度の災害で被災した後、5代目

当主が30年の歳月を費やして完成させた。広大な敷地に、

表門、裏門を構え、主屋、離れ、米藏、納屋などが並び、

庭園の池には滝がある。 

主屋は、大正６年創建。手を尽くして集めた最高の資材を

用い、名匠と知られる職人に造作させた、当地における近

代和風建築の意匠・技術の到達点を示すものである。 

特筆すべきは保存状態の良さである。近世・近代の地主

層の屋敷は、戦後の農地解放により人手に渡って改変さ

れたり、傷んだまま放置されている建物や、高度経済成長

期に取り壊された建物も多く、当時のまま良好に保存され

ていることは貴重である。平成24年8月に主屋が国の登録

有形文化財に登録された。  

＜主屋＞                                   

屋根切妻造瓦葺2階建 正面右寄りに入母屋造り瓦葺きの客

用玄関「式台玄関」がある。大小17の部屋を有し、規模が格

段に大きい。 「仏壇の間」の折上小屋組格天井のように最高

の造作が行われている。15畳の「座敷」 付け書院にもうけられ

た庭園を望む大きな窓や、採光に配慮した多くの天窓、棟の

東西に 設置された雷針等時代を反映した意匠も随所にみら

れる。  

このほか、式台玄関の右手「表口」に当時のまま遺されている

両開戸、押上げ式大戸な ども貴重である。                 

意匠を凝らした釘隠し（こうもり、鶴） 

欄間 

座敷 床脇地袋の小襖 

外観：式台玄関付近 

座敷 書院方向 

奥の間 棚 

中の間から座敷を見る 











三重県鈴鹿市
れいしょうあん

　　　　　　　　　左：茶室「鈴松庵」の石碑

　　　　小間・点前座 　小間・床柱　床框

鈴松庵

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

奥の小間は非公開であるが、「椿さん」の愛称で親しまれる椿大神社の

茶室ということで、床柱には椿の古木が使われている。茶道口の形状は

和紙貼りの火灯口。松下幸之助翁の茶室へのこだわりが随所に数多く見

られ、彼の茶道哲学をうかがい知ることができる。

茶室・鈴松庵は庭園とともに、松下幸之助翁が日本の心

をこよなく愛する情から、茶道の発展を祈願して椿大神

社に寄進されたものである。鈴鹿の”鈴”と松下幸之助

翁の”松”をもって鈴松庵と命名された。鈴松庵は境内

老杉大木の中にあり、小間（三畳台目席）、広間（十畳

書院）、立礼席（六坪）の三室を備え、四季折々の風情

を楽しめ、流派を問わず、癒しのひと時を味わう空間と

して運営されている。

猿田彦大神と天鈿女命の本宮である椿大神社は、伊勢国

一の宮として鈴鹿山麓に鎮座し、誠に美しい自然に囲ま

れて太古の詩情を今に伝えている。竣工当時の庭の設

計・施工を手掛けたのは岩城亘太郎氏。一服の茶を通じ

て無の境地にひたり神と対話をする・・こころ落ち着か

せるひと時を過ごすことができる。立礼席、広間は一般

公開されており、季節に応じた茶掛や茶花も楽しめる。

鈴松庵（椿大神社茶室）

1976年(昭和51年春）

木造平屋建て 数寄屋造り銅板葺き

三重県鈴鹿市山本町1871

059-371-1515

https://tsubaki.or.jp/pubric/cafe.html

9：00～17：00

東名阪自動車道鈴鹿ｲﾝﾀｰより10分

新名神鈴鹿PAより2分（ETC車のみ）

無料駐車場約500台可能

立礼席の梁山の欅ナグリ仕上と床柱の欅アテ丸太、広間

には床柱の桐古木などのこだわりある樹種や細部の仕様

も見事である。広間と小間手前の廊下との間の下り壁に

は透かしで塗が施されており、広間の様子や吸い切りの

音が聞こえるよう工夫されている。

【茶室・小間】

【茶室・広間】

広間より庭園を臨む

下り壁の塗欅ナグリ仕上

広間より立礼席を臨む

小間・火灯口小間・床の間

鈴松庵：外観

軒裏の網代 庭園の老杉



三重県津市
ひろなががま　やまざとちゃせき

廣永窯/山里茶席

見どころ

廣永窯は「昭和の光悦」「東の魯山人、

西の半泥子」とも称される陶芸家であり

実業家でもある川喜田半泥子が弟子養成

のために自邸のあった三重県津市千歳山

の登り窯を現在の地に移したのが始まり

である。戦後間もなく窯と共に移築され

た「山里茶席」は昭和14年(1939)に自ら

設計したものである。山里を建てたきっ

かけは、千歳山に訪れた茶の湯の師・表

千家の久田宗也と武者小路千家の千宗守

から薦められたことによる。建築にあた

っては、桧や杉は当時の千歳山内のもの

を切り出し、客座の天井は新薬師寺の古

材のヘギ板を、点前座の天井には韮山の

竹を用いている。特徴のある斜め格子の

障子は伏見城の遺物であると言われてい

る。設計のみならず半泥子自らも鉋・鋸

・鑿をふるった。のちに半泥子供養の為

に建てられた「山の館」には弦月台・お

徳庵・南堂・自在庵・松花亭などの茶席

があり全国的に雅客を迎えている。

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

廣永窯/山里茶席

1939年（昭和14年）

木造平屋建て 茅葺屋根 瓦葺 他

三重県津市分部1770-1

059-237-1723

http://www.chitose.co.jp/kamaba/index.html

要予約（詳細についてはHP参照、要問合せ）

伊勢自動車道津インターより車で約７分 駐車場有

近鉄津駅西口よりタクシーで約20分

申込先：ギャラリー仙鶴 TEL 059-221-7120

AM10:00～PM4:00（日･月曜、祭日、お盆･年末年始休業）

山里茶席：外観

無茶法師（半泥子）著『續々泥佛堂日録』には「設計というふと大業だ

が、久田宗匠が長四畳にして丸炉でも切ってはといわれたのを思い出し

たので、畳を横に七枚並べ、それを四畳と三畳に仕切って壁の線を引い

ただけである。四畳が茶席で、三畳が水屋。尤も水屋の三畳は二畳だけ

を畳を敷いて、残りは半分を板間、半分を土間。窓と、ミザラと、勝手

口などはマア柱を建てゝからの事といふ次第。」と記されている。

山里茶席：内観

広大な敷地内には「泥仏堂」「仙鶴館」「幽照館」など、

半泥子ゆかりの建物が幾つもあり、「山里」という名に相

応しい風景である。津市郊外の深い山の中に現世とは離れ

た特別な空間《半泥子の世界》を是非体験して頂きたい。

茶席天井 水屋天井

泥仏堂 泥仏堂：天井

幽照館 仙鶴館

山の館

鳴穂堂お徳庵 鳴穂堂お徳庵：天井



三重県伊賀市
まちやがーでんいが・いろいろ

まちやガーデン伊賀・色々

▲大和街道に面し「虫籠窓」「子持格子」など当時の面影を残す外観

▲透かし模様をそのまま

活かしレストラン上部の

意匠として残した欄間は、

かつて「ナカノマ」と

「ザシキ」を襖で仕切っ

て利用していたことを容

易に想像できる。

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備考

まちやガーデン伊賀・色々

明治時代末期

木造二階建て

三重県伊賀市上野農人町423

0595-22-8320

https://www.iga-iroiro.jp/index.html

11：30～21：00（レストランの営業時間）

伊賀鉄道伊賀線「広小路駅」徒歩1分 駐車場有

レストラン利用者内覧可（一部見学不可の部分有）

▲明治以降に建てられたこの町家は、つし二階の天井高

さが十分に確保され、土間上部吹抜を活かす解放的な階

段から上がれるよう改修されている。

大和街道に面した入口

から中庭まで続く「通

り土間」は、伊賀焼や

工芸品を展示する土間

ギャラリーとして利用

されている。

▲柱脚に残る敷居ほぞ跡や足固めの痕跡と束石は、かつ

てそこが「ザシキ」（畳の間）の床下部分であったこと

を物語り、改修で床高を下げたことがよくわかる。

▲主屋の奥に広がる中庭を

活用したガーデンは、レス

トランで食事をする人々の

目を和ませると共に、その

さらに奥にある別室に、特

別感を持たせる演出をして

いる。

伊賀上野城の城下町として美しい街並みが残る大和街道沿

いの町家をレストランに改修した「まちやガーデン伊賀・

色々」は、当時の面影を随所に残し、その細部からかつて

の町人の暮らしをうかがい知ることができる。

「ミセ」はカフェコー

ナーとして利用され、

街道を行き交う人々の

様子をうかがえる席が

並べられている。

「ナカノマ」と「ザシ

キ」は、欄間を当時の

まま意匠として活かす

一体の間として改修さ

れ、レストランとして

利用されている。

伊賀市は三重県の近世都市では最も西に位置し

て大和に接する都市であり、現存する町家の基

本的形式は、切妻造平入り、屋根葺材は桟瓦が

一般的で、近畿地方の町家との類縁性が高く、

同じ三重県内の伊勢などで見られる妻入り町家

とは傾向が異なっている。「通り土間」に沿っ

て「ミセ」「ナカノマ」「ザシキ」と三室程度

の居室を一列に並べ、このうち「ミセ」は営業

や作業場に、「ナカノマ」は食事をはじめ家人

の日常の居所にあてられ、「ザシキ」は接客や

当主婦人の寝室に用いらた。「通り土間」は表

裏に中戸で仕切り、表は一体として利用し、奥

はクドを据えて炊事を行う場であった。奥の土

間は上部を吹抜として換気や採光を図り、二階

は明治以前には表に面する部分をつし二階とし

て物置などに利用することが多く、天井高さを

十分に確保し居室として利用する本二階は明治

以降に一般化した。

(出典：上野市史・文化財編 平成16年8月発行)

大和街道に面するこちらの町家も、切妻造平入

り、桟瓦葺き、虫籠窓、格子、つし二階などが

奈良地域の町家の特徴とよく似ている。

通り土間

→ 土間ｷﾞｬﾗﾘｰ

ﾐｾ・ﾅｶﾉﾏ・ｻﾞｼｷ

→ ﾚｽﾄﾗﾝ

中庭

→ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

はなれ

→ 別室

入口









富山県富山市
やくしゅしょうのやかた　 　 　　かなおかてい

富山売薬は、江戸時代 富山藩 二代藩主・前田正甫の時代
から続く３００年の歴史がある。金岡家は、江戸末期より
薬種商（薬の原材料を扱う問屋）を営み、歴代、薬種商時
代の資本を元に、金融機関をはじめ広い分野に投資し、県
産業の育成に大きく貢献している。
この「薬種商の館　金岡邸」は薬種商店舗住宅の「母屋」
と迎賓施設の「新屋」で構成されている。

【母屋】
明治初めに建てられた母屋は、薬種商店舗の遺構をとどめ
めている。戦前には３０件ほどあった薬種商の中で、昭和
２０年の富山大空襲で焼け残った唯一の建物である。
明治期の薬種商らしい表構えであり、２階は大きな登り
梁に深い軒、１階庇はムクリのあるコケラ葺きで、サガリ
がついている。２階の窓がないのが珍しく、控えめな印象
を受ける。

手前の建物が「母屋」、奥が「新屋」の塀と門
現在は、売薬業という富
山ならではの商売の歴史
資料館になっており、売

「母屋」は、表からミセ・通り 薬の原料や製薬道具製造
ニワ・座敷と続く町屋の典型的 から包装流通に至るまで
な構えを残している。店舗部分 わかりやすく展示してい　
の畳のへりを牛革にして耐久性 る。店舗壁に造り付けら　
を高めたり、店舗奥の暗い部分 れた百味タンスは、万延
にトップライトから外光を取り 元年に作られており、当
入れるなど、機能的で細かい部 時の様子を、そのままに
分にも配慮された空間になって 伝えている。　
いる。

【新屋】
母屋の隣の敷地には、大正１２年に建てられた別棟の新屋が建てられて
いる。新屋は、賓客をもてなすゲストハウスであった。明治天皇や近衛
文麿らも休憩に訪れた。この建築は昭和５６年に県に寄付され、富山県
民会館分館としてお茶会や華道の稽古などの文化催事に利用されている。

商談を行う応接間として使われた

「オイの間」

「新屋」は、大正期に迎賓の場として増築され、総檜造
り、大正ロマンの雰囲気を残し、豪壮で格調の高い折り
上げ格天井の座敷を有している。
玄関の式台を中央に、まっすぐ奥に広がる二間続きの座
敷（18畳＋15畳)をとり、入側縁（広縁）を廻した格式 一般の見学も可能であり、広
の高い接客施設である。 い庭との一体感のある和室を

ぜひ体験していただきたい。なお、2021年公開の映画「散り椿」の
制作では、当邸宅が撮影現場に用いられた。

参考文献：「百の共感　富山の建築百選」　富山の建築百選実行委員会

木曽檜四方柾柱が立つ玄関

薬種商の館　金岡邸

建物名称 

建築年 

構造・様式 

所在地 

電 話 

Ｈ Ｐ 

開館時間 

アクセス 

備 考 

薬種商の館 金岡邸 

母屋：明治初期、新屋：大正12年 

木造平家建（一部２階建）・近代和風建築 

富山市新庄町1丁目5番24号 

(076)433-1684 

https://www.bunka-toyama.jp/kanaoka/ 

9:30～17:00（毎週火曜日と年末年始は休み） 

地鉄本線「東新庄駅」下車徒歩5分 

国登録有形文化財 駐車場あり  

見どころ 







ここにテキストを入力





石川県金沢市
かなざわじょうこうえん　ぎょくせんいんまるていえん　ぎょくせんあん

見どころ

金沢城公園玉泉院丸庭園　玉泉庵

金沢城公園玉泉院丸庭園は、加賀前田家三代当主の前田利常

により寛永11年に作庭が始められた池泉回遊式の大名庭園を

再現整備したものである。 

当時、露地役所（庭園を管理する役所）が置かれていた場所

に、休憩施設として新たに整備されたのが「玉泉庵」。 

屋根は杮（こけら）葺き、外壁は土壁塗りとなっており、庭

園内に存在感を持ちながらも調和して佇んでいる。 

内部は、建物からの庭園の眺めに配慮し、庭側の建具は全開

放できるように作られている。 

気軽に立ち寄ることができる休憩室と和室があって、和室で

は呈茶サービス（有料）が行われており、ゆっくりと庭園を

眺めながら抹茶とオリジナル上生菓子を頂くことができる。 

照明器具やふすまの引手には、前田家の家紋「梅鉢紋」があ

しらわれていたり、障子には金沢の二俣和紙が用いられてい

るなど、金沢らしさを感じる素材やデザインが随所に用いら

れている。 

また畳は、井草産地の北限とされる小松産の井草を用いた貴

重な小松表（こまつおもて）を用いており、京間寸法で本格

的な茶会にも利用できるようになっている。 

建物名称 

建築年 

構造・様式 

所在地 

電 話 

 

Ｈ Ｐ 

開館時間 

アクセス 

 

金沢城公園玉泉院丸庭園 玉泉庵 

２０１４年９月 

木造 平屋建て 

石川県金沢市丸の内１番１号 金沢城公園内 

076-221-5008(玉泉庵)  

076-234-3800(管理事務所) 

http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kanazawajou/ 

開館から閉園まで 

（茶室は9:00～16:30 最終受付16:00） 

金沢駅から路線バス、周遊バス／タクシー10分など 

呈茶サービスあり（有料） 









福井県越前市
あいざんそう

愛山荘

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

愛山荘

1916年（大正5年）～昭和初期

主屋・離れ・茶室：木造・数寄屋造、蔵：石・土蔵造

越前市若竹町6-27

0778-23-5011

http://aizanso.com/

木～月曜日10:00～16:00（最終入館15:00）要予約

北陸自動車道「武生IC」より約10分

JR「武生」駅より徒歩約15分

愛山荘は地元の名士が隠居後の別荘として大正～昭和初期に建築された。敷地面積約5,500平方メートルで、主屋、離れ、茶室、蔵と

門で構成されている。数寄屋風書院の建物で、シンプルながらも細やかなデザインが随所に見られ、また、様々な産地と種類の木材を

ふんだんに使用している。建物から眺める美しい庭は四季折々にいろいろな景色を楽しむことができる。

①離れ廊下 戸袋はガラスがはめ込まれており、ガラス戸

が収納できるようになっているが、収納しても途切れるこ

となく庭の風景を見ることが出来るようになっている。

②２階座敷 床柱には虫食いのある楓、床板には焼杉が使

用されている。その他、座敷により、神代杉、栃、桜や松

など多様な良材を使用している。

③１階座敷 明かり欄間など細部まで手が込んだ美しいデ

ザインとなっている。

④１階座敷 洋服等が掛けられる金物は、蝶がモチーフに

なっており、少し大きさを変えている。

⑤離れ１階座敷「松の間」 随所に松をモチーフにした意

匠が凝らされている。欄間は彫刻家・池田恵斎作とされる。

⑥主屋と離れをつなぐ渡り廊下 越前市出身のいわさきち

ひろが描いた絵が展示されている。

← 門から玄関を望む

↑上 玄関 ／ ↑下 茶室

↑主屋の２階は東面に板縁があり、越前富士「日野山」を望むことができる

ことから「愛山荘」と名付けられた。

① ②

③ ④

⑤ ⑥



福井県坂井市
 きゅうきしなけ

正面外観

笏谷石の敷かれたとおりにわ

船箪笥のあるおえから中庭を望む

座敷よりせどを望む

２階座敷(展示室)

車箪笥

２階座敷（立机式の再現）

仏壇

水琴窟

旧岸名家

１階には商家としての様々な

工夫がみられる。 

まず、三国箪笥が見ものであ

る。入口には大きな車箪笥

がおいてあり、火事や水害の

時にすぐ運び出せるように考

えられている。 

小さな船箪笥は、船で貴重

品を収めるものであるが、難

破した時には木が水分を

吸って開かなくなり、タンスの

中に閉じ込められた空気で

浮き、回収されたときには金

物で表された紋で持ち主に

帰ってくるようにできている。 

箪笥の金物は、簡単に開か

ないような仕組みになってい

るなど、美と実益を兼ねた箪

笥の作りは解説を聞くと面白

い。 

座敷の仏壇は、金箔ではなく

金を一面に塗ってあり高価な

ものと一目で分かるが、装飾

は少ない。 

水害の際には水につかない

ように、吊り手で持ち上げら

れるようになっている。 

見どころ 

建物名称 

建築年 

構造・様式 

所在地 

電 話 

Ｈ Ｐ 

開館時間 

アクセス

備 考

旧岸名家 

1823年（文政6年） 

木造２階建て かぐら建て 

坂井市三国町北本町四丁目６番５４号 

0776-82-0947 

https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kankou/kanko-

bunka/kanko/rekishi/kishinake.html 

9:00～17:00（水曜・年末年始休館） 

えちぜん鉄道三国芦原線三国駅下車徒歩10分 

国登録有形文化財 

九頭竜川の河口に開け、北前船

の寄港地として栄えた港町三国。

三国の町並みは、川に並行して

船主や問屋などの商家が並び、

間口に対して奥行きの深い町割

りである。 

岸名家は町の中心に位置し、ど

の町家も、通りからみせに入り、と

おりにわを抜け、せど（中庭）を過

ぎると蔵があり、その先に船着き

場を持っていた。また、町家主屋

の建築様式はこの地域特有の

「かぐら建て」で、切妻妻入の家

屋の前面に片流れの二階建てを

直交させ、一見平入に見せるも

のである。 

旧岸名家は、代々材木商を営ん

だ旧家で、現在の住宅は江戸時

代に建てられ、明治・大正時代

に改造されている。現在は修復・

復元され、この地域特有の建て

方を今に伝えるものとして、港町

らしい生活や北前船での繁栄を

見て取れる調度品と共に、資料

館として公開されている。 

この家の先祖は、現在も続く俳句

の会「日和山吟社」の初代宗匠

で、2階の展示室は立机式（宗匠

の就任式）の様子を再現しており、

今にも俳人たちが句を詠むような

情景となっている。１階の商家の

たたずまいとは趣を異にしたカラ

フルな塗り壁に文化を感じる。













滋賀県近江八幡市
　きゅういばけじゅうたく

旧伊庭家住宅

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

開館時間

アクセス

備 考

旧伊庭家住宅

1913年（大正2年）

木造２階建（一部屋根裏3階）

天然石スレート葺き・瓦葺

近江八幡市安土町小中191

0748-46-6324

10：00～16：00 （入館は15：30まで）

月・火.・水曜日（祝日の場合開館）祝休日の翌日

年末年始 休館。*1，2月は土・日曜日と祝日のみ公開。

平日は予約のみ

JR琵琶湖線 「安土」駅から 徒歩7分

八日市インターから 車で約25分

近江八幡市指定文化財 建造物

16畳のコミュニティスペース

ウイリアム・メレル・ヴォーリズの住宅は、住まい手の

日々の生活を大切に考えられたプラン構成が特徴となって

いる。「ハレ」の場に重きを置いたそれまでの住宅に代わ

り、日々の生活に重きを置き、台所は優しい光のあたる位

置に配置し、衛生面や動線への配慮がなされている。また、

洋館の中に多くの和風テイストが組み込まれ、大胆な和洋

折衷も違和感なくまとめられている所が魅力的である。

1階は外観からは想像できないが、書院風の座敷が設えら

れ、網代が組まれた天井や船底天井等、和を基調としてい

る。食堂・階段ホールの洋風空間には、小丸太、竹、ナグ

リ等の和室要素が随所にとりいれられている。また、窓枠、

暖炉のタイル、照明器具の設置や出隅処理等、細部にまで

こだわった部分を見るのも楽しみとなる。

旧伊庭家住宅は、住友第2代総理事を務めた伊庭貞剛が、四男の沙沙貴

神社の宮司や旧安土村村長を務めた伊庭慎吉の住居として建てた邸宅で、

ウイリアム・メレル・ヴォーリズに設計を依頼。洋館を基調としながら、

和室要素を取り入れた木造住宅で、1913年（大正2年）に完成されてい

る。後日、1931年～1933年（昭和6～8年）と、1941年～1945年（昭

和16年～20年）に2度改修、増築されている。建物は洋館の主体部と和

風の玄関部とで構成されている。主体部の外観はハーフティンバーと呼

ばれる化粧梁で細分化された意匠の外壁に、傾斜の強い天然石スレート

葺きの切妻屋根を乗せて煙突を備えた、英国の伝統的な様式を一部に伝

える洋館となっている。また、玄関は、入母屋造りで妻入り桟瓦葺きの

和風玄関となっている。和風玄関は、後に増築された所で、建築当初は

洋館建てだったが、後の増改修で和風様式が多く取り入れられた。

ヴォーリズの初期の作品として、また、生活様式の変革期の住宅として、

貴重な建物である。

2階は洋風を基調としている。この部屋は、絵画の勉強でフランスに

留学していた慎吉のアトリエとして使用されていた。

「旧伊庭家住宅」内資料 参照

米蔵と馬屋

主体部と玄関を含む外観

神前の間
台所

ジャパニーズルームとも呼ばれる玄関側の和室には、高倉観崖作の「春

の図」の襖絵がはめられている。その裏には、「秋の図」が描かれてい

る。ゲストルールとして使用され、親交のある多くの芸術家たちが集っ

た部屋と思われる。

玄関へのアプローチ 庭側からみた主体部

楽しげに貼られたタイル

春の図

アトリエの入口、杉の一枚板

による板戸が使用されている。

秋の図
春の図の襖絵 秋の図の襖絵

食堂

台所1

食堂奥の暖炉

台所2

壁の出隅処理 廊下の網代天井照明器具の設置









京都府宇治市
し  　しょうでんさんそう

松殿山荘

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

アクセス

備 考

公益財団法人 松殿山荘茶道会

1918年～

近代和風建築

京都府宇治市木幡南山18

0774-31-8043

http://www.shoudensansou.jp

JR奈良線/京阪電鉄宇治線/木幡駅下車徒歩

通常、見学については事前予約要

山荘の地は今からおよそ900年前に関白藤原基房が松殿(

まつどの)という別業を営んでいたところである。 流祖高

谷宗範(たかやそうはん)本名恒太郎 が1918年(大正7年)に

当時ひろく行われていた小間の茶のみならず茶道の起源で

ある広間の茶、書院式の茶道を復興する目的で、この地を

買い求め、十有余年の歳月をかけて建てたものである。山

荘の設計は、すべて高谷宗範自らおこなったもので、土地

の高低を考え、百分の一の模型を作り建物を建て、池泉を

掘り、樹木を植え、石を配した庭園。その基本は、方円の

考えに基づくものである。「心は円なるを要す、行いは正

なるを要す」心は円満に丸く行いは常に正しく四角く、と

いう考えに根ざしており、その思想は随所に現れている。

小間の茶(草庵式)のみではなく、広く一般の人が楽しめ

る広間の茶(書院式)を広めようと考えて建てた。書院には

書院式の庭園を、小間の席には草庵式の庭をもち、それぞ

れに主景、借景となるように工夫した庭園となっている。

広大な敷地内にいくつもの建物があり、うち12棟が重要文

化財指定を受けている。

・本館・北蔵・南蔵・蓮斎・撫松庵・春秋亭・檆松庵

・聖賢堂・仙霊学舎・修礼講堂及び事務所・宝庫・大門

【本館・大書院】

30帖もの大広間。東に大きく開

放され、26帖分の折上格天井は

さらに空間を広々と見せる。床柱

は大阪の旧天王寺屋五兵衛の屋敷

の大黒柱を削ったものと伝えられ

る。鴨居は節無し五間通しの栂材

を使用。

【楽只庵】

７帖の茶室は大阪の旧

天王寺屋五兵衛の屋敷

から移築。蔵の轆轤の

転用材と伝える床柱を

備える袋床や化粧屋根

裏天井など趣向に富ん

だ意匠で構成される。

【中書院/天井】

東向き10畳次の間8畳を持つ茶室で、床脇にかすみ棚を持っ

ている。別名瑞凰軒。1925年(大正15年)9月25日スウェーデ

ン皇太子妃来荘のとき、お休みいただいたことによる。庭正

面の三日月形の石は嵯峨天皇ご遺愛の手水鉢と伝えられてい

る。

【蓮斎】

円池の上に建つ八畳書院で唐物机

を床に使用し、床柱は塗仕上げ。

外観は屋根が宝形造りの本瓦葺に

銅板の庇がつく。建物の正方形と

円池とが重なり、幾何学的なモ

チーフがここでもみられる。

【春秋亭】

太鼓胴張りの塀に囲まれた茶室で新緑、紅葉の時期が映える。

床柱は欅で、外回りの柱は桜、楓の自然木を使用している。天

井・土間タイルにも正方形と円のモチーフ。











大阪府大阪市
てきじゅく　きゅうおがたこうあんじゅうたく

適塾　旧緒方洪庵住宅

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

適塾 旧緒方洪庵住宅

寛政４年(1792年）大火、現在の建物はそれ以降の建築

木造一部2階建

大阪市中央区北浜3丁目3番8号

06-6231-1970

http://www.tekijuku.osaka-u.ac.jp/

午前10時～午後4時 休館日 月曜日 他

大阪メトロ淀屋橋駅から徒歩約5分

国指定 史跡・重要文化財

写真提供 大阪大学適塾記念センター

大阪市中央区北浜のオフィス街に現存する適塾は、我が国唯一の蘭

学塾の遺構である。現在は国史跡・重要文化財として内部を観覧す

ることが可能になっている。適塾は、蘭医学研究の第一人者とされ

る蘭方医緒方洪庵（1810-1863）が1838（天保9）年に開いた塾

で、ここでは西洋医学の研究をはじめとして、種痘事業やコレラ治

療など、大きな医学史上の業績が生まれた。また、適塾は幕末から

明治維新にかけて、近代日本の国家形成に関与する幾多の人物を輩

出した。門下生の数は、1844（弘化元）年以降の入門者の署名帳

「姓名録」に記載されただけでも636人、このほかに通いの塾生や

1843年以前の門人等を含めると、史料から判明する範囲でも1000

名を超えるものと推定される。塾生以外に教えを乞うた者も多数あ

ると考えられる。

現存する適塾は、1845（弘化2）年に洪庵が当時の過書町に町屋を

購入し、瓦町の旧適塾から移転して拡張した建物である。「適塾」

の名称は、洪庵の号「適々斎」にもとづいて名付けられ、「適々斎

塾」、略して「適々塾」「適塾」とよばれた。

適塾の元塾生らを中心として創立された大阪医学校は、幾多の変遷

を経て、大阪帝国大学医学部、そして大阪大学医学部へと発展し今

日にいたっている。

［大阪大学適塾記念センター HP より］

大阪北浜の高層ビルが建ち並ぶ街に戦禍を免れた最古級

の近世大坂の町屋であること、オモテの店構えとオクの

住居部分をつなぐ町屋形式で関西では「表屋造」「出店

造」と呼ばれ、かつては船場に多く存在した町屋を見る

ことができる。

【土間吹抜け】-⑤

【客座敷】都会の喧騒を忘れそうな

静かな時間が流れるｰ⑥

【外観】

【書斎】-③

【塾生大部屋】全国から集まった塾生が生活と勉学に励んだ部屋-⑧

【中庭】-④

【台所】-②

【玄関】-① 【主屋の庭】-⑦

【欄間模様】

【客座敷と大阪欄

【1階】 【2階】

【格子】

②
③

④

⑥

⑤

⑦

①
⑧

敷地464㎡

間口11.9ｍ

奥行38.9ｍ



大阪府大阪市
 てらにしけあべのながや

寺西家阿倍野長屋

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

Ｈ Ｐ

アクセス

備 考

寺西家阿倍野長屋

1932年（昭和7年）

木造2階建て入母屋４軒長屋

大阪市阿倍野区阪南町1-50-25

www.teranishike.com
大阪メトロ御堂筋線「昭和町」4番出口を出て徒歩1分

登録有形文化財（建造物）

改修後 改修前

長屋の前の道を挟んんで建てられたいる寺西家母屋・蔵

も国登録有形文化財に登録されている。大正15年に建築

された木造瓦葺２階建入母屋造である。ギャラリーとし

てオープンしている時以外は見学不可である。上の模型

写真は、住吉区・阿倍野区の蔵調査をしている「すみよ

し蔵部」が制作した母屋・蔵の模型である。平成17年に

店舗として改修され現在にいたっている。

2003年12月25日に長屋としては全国初となる国登録有形

文化財となった寺西家阿倍野長屋は、４軒長屋２階建て

であり、防火上では一軒ずつに分かれ、中間に防火壁を

立ち上げている。各戸ごとに玄関庭を設け、背面側に坪

庭を配する平面計画である。２階を接客用空間とする点

や建築当初から都市ガスが整備され、ガスコンロ、ガス

風呂を持つ長屋であった。取り壊してマンションを建築

する計画もあったが、2004年に宮大工によって再生され、

飲食店舗として現在に至っている。戦前の長屋建築の好

例である。

2006年には『大阪都市景観建築賞』を受賞している。見

学だけという無粋なことはせず、建物のあちらこちらに

見られる伝統を生かした粋な計らいを探しながら、是非

食事を楽しんでいただきたい。

創作中国料理 ＡＫＡ（あか）

イタリアンキッチンバー 混（こん）

豆腐と京懐石 旬彩 旨魯（しろ）

焼肉 三谷家（みたにや）

発酵 ルパン

＊2021/10/31現在のお店情報

誤植？



大阪府大阪市
おおさかもくざいなかがいかいかん

大阪木材仲買会館

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

大阪木材仲買会館

2013年（平成25年）3月

木造、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、一部鉄骨造、鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

大阪府大阪市南堀江4-18-10

06-6538-2351

https://www.mokuzai-nakagai.com/reserve.html

9:00～17:00 休館日土、日、祝日、夏期、年末年始

大阪メトロ 西長堀駅より徒歩６分

要事前予約

大阪木材仲買会館は、コンクリートのビルがあふれる都市の

中に建つ、木の温もりを持った日本初の耐火木造オフィスビ

ルである。大阪の街なかを歩いていると突然木の建築が現れ

驚く。既存の桜の木を抱くように囲んだアール平面形状の深

い軒が下から見ると反り屋根のように見え、あらわしとなっ

た木材とともに和を感じさせる。内外部ともに木材がふんだ

んに使用され、都市に居ながら森の中の伝統建築の中にいる

ようなやさしさと、豊かさ、静かさを感じる建築である。

木の薄材をガラス

間に挟んだ建具

深い軒とバルコニー

木材を風雨から守るため

の深い軒がバルコニーを

兼ね、ふだんは室内と外

部をつなぐ緩衝空間と

なっている。メンテナン

スのための足場や避難経

路としての機能ももつ。

格子耐震壁
エントランス正面の桧の

格子耐震壁は、銘木展示

としてこの建物を象徴す

るとともに和を感じさせ

る意匠となっている。

大会議室の吸音壁
大会議室の壁面は、木材

のフィンガージョイント

加工の木口がそのまま吸

音材として埋め込まれて

いる。

蟻型加工仕口の演台

製材積層壁
エントランスホールと通

用口を緩やかに仕切る積

層壁。人の気配や光を緩

やかに通している。

外観

建物の内部は、自然光と木の質感

により開放的でやわらかな雰囲気。

和紙塗り壁

燃エンウッド
耐火木造と木材あらわしは、モル

タルの燃え止まり層を挟んだカラ

マツ集成材により実現している。

カラマツ材からは

松やにがでること

もあるのだそう

写真は耐火実験後

の燃エンウッド。

桜の時期の外観

エントランス

夜の外観

大会議室



大阪府池田市
 こばやしいちぞうきねんかん

小林一三記念館

見どころ

建物名称

建築年

構造・設備

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

小林一三記念館（雅俗山荘）

1937年（昭和12年）

鉄筋コンクリート造2階

便所（水洗浄化装置付き自然放流）

暖房（ボイラー、パネルヒーティング）

池田市建石町7−17

072-751-3865

hppts://www.hankyu-bunka.or.jp

10：00〜17：00 休館日月

（但し月が祝日、振替休日の場合は開館。火が休館）

阪急宝塚本線 池田駅より徒歩20分

国登録有形文化財指定（2009年）

雅俗山荘・即庵・費隠・長屋門・塀

小林一三記念館は、小林一三の自邸である洋館

「雅俗山荘」を中心に小林一三の事業を紹介す

る施設として、2010年に開館した。

自邸は1937年（昭和12年）に緑豊かな五月山

の山麓に建てられた。「雅俗」とはいう名称に

は「雅＝芸術」と「俗＝生活」が一体となった

場所であるという意味が込められている。

設計は竹中工務店（小林利助）

「雅俗山荘」では1957（昭和32）年小林一三

没後にその雅号である逸翁を冠して「逸翁美術

館」と名づけられ、開館以来50年にわたって

小林一三収集の美術品コレクションを公開して

きたが、2009年（平成21年）に美術館が新設、

移転したことに伴い、新たに「小林一三記念

館」として生まれ変わり一般に公開された。

1973年（昭和48年）に増設された現「白梅

館」とともに逸翁の実績に思いを馳せることが

できる。

2009年に「雅俗山荘」「即庵」「費隠」

「長屋門」「塀」が国の登録文化財となる。

長屋門

昭和11年の雅俗山荘建築にあた

り、池田町と同じ豊能郡にあっ

た東能勢村(現・豊能町）の庄

屋・宇津呂家の長屋門を移築し

たと伝えられている。

費隠

昭和19年京都の寺院より移築さ

れたと伝えられる二畳の茶室。

壁の腰張りには、郷民の連判状

と思われる古書が用いられてい

る。命名、扁額は近衛文麿筆。

塀

「雅俗山荘」と同じスペイン瓦

を載せた厚さ20㎝の鉄筋コンク

リート塀。外壁と同一仕上げと

するなど本館とデザイン統一を

図っている。

人我亭

昭和39年に岡田孝男氏の指導に

より竣工した四畳半の茶室。

人我は他人と我が混然となるこ

と、客と亭主が一体となること

をいう。

翁の没後建築され、毎年、翁の

命日にあたる一月二十五日に逸

翁忌茶会が茶道の三千家交替で

この茶室で行われている。

往時の生活スタイルがしのばれる空間

外観 当時流行したスペイン瓦を用いながらも日本の伝

統的な瓦に近いいぶし銀とし、またイギリス風のハーフ

ティンバー的な表現を真壁風にまとめるなど、和洋を巧

みに折衷させた手法を展開している。

内部 2層吹き抜けのホールが特徴的で庭に面する大きな

窓に設置さたシャッターも当時の姿のまま遺されている。

邸宅レストラン「雅俗山荘」 小林一三が食事したであ

ろうその場所で、庭を見ながらゆったりと食事を取るこ

とができる。

即庵 一三の考案にもとづいて京都の数寄屋師・笛吹嘉

一郎が手がけたとされる。昭和12年雅俗山荘竣工時に作

られた三畳台目に土間を2方に廻らせた椅子席の茶室。

10席の椅子席からは畳上と同じ視線で喫茶、拝見ができ

るように工夫されている。和洋が見事に融合された昭和

の名席といわれている。

外 観



大阪府池田市
 いつおうびじゅつかん

逸翁美術館

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

逸翁美術館

2009年（平成21年）

鉄骨鉄筋コンクリ一ト造、鉄筋コンクリート造

池田市栄本町12−27

072−751−3185

hppt://www.hankyu-bunka.or.jp

10：00〜17：00 休館日 月

（但し月が祝日、振替休日の場合は開館。火が休館。）

阪急宝塚本線 池田駅より徒歩20分

逸翁美術館は、阪急東宝グループの

創業者小林一三氏の自邸「雅俗山

荘」の美術館を、設立50周年記念に

阪急学園池田文庫の隣接地に新築移

転、2009年に開館した。

「逸翁」は一三の雅号である。

逸翁が収集した美術工芸品5500件を

収蔵する。

逸翁は、阪急電鉄をはじめ多方面で

活躍する実業家であると同時に、文

化・芸術の世界でも名を馳せた数寄

者であった。

関心の幅も広く、古筆、古経、絵巻

中近世の絵画、日本・中国・朝鮮・

オリエント・西洋を含む陶磁器、日

本、中国の漆芸品に及ぶ。

新館、移転後は年に数回の企画展を

開催し一般に公開している。

新たに多目的ホール「マグノリア

ホール」が設けられ、講演会や音楽

会に使用されている。

外観 せっき質タイルの深みある表情。端正な和を感じる。

一枚一枚異なる質感の中にマグノリアの花を模したアイア

ンワークが柔らかい表情を醸し出している。

4 即心庵

「雅俗山荘」に付随する茶室で、逸翁が自ら考案した「即

庵」を美術館の館内に「即心庵」とし再現した。

三畳台目の座敷を囲む椅子に座ってお茶を楽しめる、伝統

と現代生活が調和した空間。

展覧会中の土曜、日曜には美術館所蔵の茶道具を用いた呈

茶席がある。（道具立ては展覧会ごとに組み直される。）

※呈茶受付：展覧会会期中の土曜、日曜11：00〜15：00

茶室より中庭を見る

3 展示室

1 エントランスホール 2 マグノリアホール

1 エントランスホール

2 マグノリアホール

3 展示室

4 茶室 即心庵



大阪府大阪市
やまもとのうがくどう

山本能楽堂

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

アクセス

備 考

山本能楽堂

1950年（昭和25年）

木造2階一部3階建て

大阪府大阪市中央区徳井町1-3-6

06-6943-9454（9：00～18：00） 山本能楽堂

http://www.noh-theater.com/

地下鉄谷町線・中央線 谷町四丁目」下車5分

国指定登録有形文化財 山本能楽堂及び能舞台

舞台は西本願寺黒書院の国宝舞台（桃山上の遺構）を写した方三間、

切妻造りの本格的能舞台である。東側に橋脚が設けられ鏡の間へと続

いている。分厚い檜皮葺の屋根が舞台の重量感を演出している。

橋懸りの欄干は西本願寺の北舞台を模し、弓状に描き舞

台に柔らかさを添えている。客席(見所）は1,2階とも桟敷

席の舞台で（椅子席）何か懐かしい落ち着いた気分にな

る。また、2006年に国の登録有形文化財に登録され、文

化庁の重要建築物等公開活用事業により、2012年より3

年の歳月をかけ、「開かれた能楽堂」をコンセプトに耐

震補強工事、設備工事、衛生工事など大規模改修工事が

行われた。舞台照明のLED化、全館床暖房化、車いす対応

など快適に鑑賞できる空間となっている。

山本能楽堂は市街地にある木造２階一部３階建ての伝統

的な能舞台を持つ能楽堂である。太閤秀吉によって築か

れた大阪城の武家屋敷エリアに当時の町割りのまま位置

し、建物の西側には熊野街道が通り、今も昔も大勢の人

が行きかっている。オフィスビルの立ち並ぶ通りから一

歩足を踏み入れると街の喧騒から想像が出来ない空間が

広がっている。昭和2（1927）年に山本家十代目・山本博

之氏によって創設された。当時「大大阪」と呼ばれた大

阪には謡曲を嗜む方も多く「文化的な社交場」をつくる

ことを目的に船場の旦那衆によってたてられ、能楽を通

して大勢の人々が交流を深めていった。

音響効果を高めるために

舞台下には12個の大きな

甕が置かれている。

楽屋の2階3階部分にはギャラリー・資料

室が設けられ、資料を閲覧できる。

能舞台の鏡板の力強い青々とした松は松野泰風画伯によるものである。

本願寺のものにならい根上り松が向かって右へのびており一方の枝は

切戸の上まで延ばしており、老松を下から見上げる珍しい構図である。

「現代に生きる魅力的な芸能」として、能の普及・啓発

する様々な活動が行わている。そして、観世流の能楽以

外にも文楽、上方舞、落語、西洋音楽、ダンス、演劇等

様々なジャンルの舞台芸術に使用されている。また、能

楽堂の建物の見学会や体験講座も行われており、能舞台

の秘密などいろいろなお話を聴くことが出来る。

昭和20（1945）年の大阪大空襲で、残念ながらすべて焼失し

た。昭和21年に博之氏は「山本能楽会」をお興し、焦土と化

した大阪で全国に先駆け戦後間もない昭和25（1951）年に

「もう一度谷町に能楽堂をつくりたい」という船場の旦那衆

や市民の熱意によって、山本能楽堂は再建された。能舞台は

備蓄の檜を駆使し、宮大工の技巧を凝らし浜田豊太郎氏、山

田組によって造られた。戦後の物資の乏しい中、能舞台以外

の建物は古材や廃材を交え、当時手に入るあり合わせの資材

で再建された。



大阪府大阪市
きゅうこにしけじゅうたくしりょうかん

【堺筋の交差点からの敷地全体の様子】

街路樹のある南北の堺筋と東西の道修町通。

史料館は南側に入口を構えている。

旧小西家住宅史料館

旧小西家住宅は大阪市内の製薬会社が建ち並ぶ船場・道修町の

堺筋沿いの南西角の特等地に、漆黒の木造瓦葺の存在感ある一

画を形成している。合成接着剤「ボンド」の製造メーカーであ

るコニシが、3年の月日をかけて1903年(明治36年)に完成した当

時から長らくそのまま社屋として使用して来た表屋造りの貴重

な空間である。

約1,060㎡の敷地内には、店舗・客間・小西家代々の主人とその

家族の住まいである主屋と、主屋が用いる衣裳蔵、店舗の倉庫

として使用されていた二階蔵、三階蔵の3つの蔵があり、いずれ

も戦火や震災の大きな被害を受けることなく、ほぼ建設当時の

姿を残している。

店と住まいと目的別の複数の蔵という大阪の商家の完成形を今

に残していると言える。合理的ながら細部の美の尊重と匠の登

用に、造詣の深さ、船場商家の美学を感じる。

これまで内部は非公開であったが、コニシ創業150周年記念事業

として1年の期間をかけて史料館に改修され、2020年より一般

公開されるようになった。

見どころ
コニシ創業者である初代小西儀助の養子の北村伝次郎

（二代目小西儀助）によって新社屋として建設された旧

小西家住宅。秀でた商才の持ち主だったという二代目儀

助の細やかな工夫が随所に見られる。

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧小西家住宅史料館

1903年(明治36年)

主屋：土蔵造り2階建、瓦葺(国重要文化財)

衣裳蔵：土蔵造り3階建、瓦葺(国重要文化財)

二階蔵：土蔵造り2階建、瓦葺(国重要文化財)

三階蔵：土蔵造り3階建、瓦葺(国登録有形文化財)

〒641-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番9号

06-6228-2847(コニシ株式会社 総務部)

http://www.bond.co.jp/konishishiryoukan/

※webによる完全予約制

(詳細はwebにて随時要確認)

大阪メトロ堺筋線「北浜駅」5番出口より徒歩約1分

京阪電車京阪本線「北浜駅」27番出口より徒歩約6分

大阪市景観形成物指定(平成15年)

庭に面した廊下と座敷(書院)を仕切る障子には当時は貴重

であったガラスがはめ込まれている。洗練されたデザイ

ンの欄間。

【③障子】 【③欄間】

【③床の間と書院】 【③書院窓】

コニシの社長室として使われていた座敷(書院)。床の間

の前の畳は縁をきらないようにと1.5畳に。書院窓上部の

格子の組は縁起の良い数である七本、五本、三本。

家族と従業員の50人以上の食事を賄った"へっつい(ｶﾏﾄﾞ)"

のある台所と炊事の蒸気を逃がす高い天井。

【⑤台所・炊事場】 【⑤台所上部の梁】

史料館がコニシの事務所として使われていた時の様子(写真左上)と、

現在の史料館の様子(写真右上)。史料館ではコニシ創業の歴史を紹

介する映像コーナーや、実際に使用されていた金庫や所蔵品が閲覧

できる展示コーナーがあり、旧小西家住宅の変遷は勿論、明治・大

正期の商いの様子を学ぶことが出来る、貴重な場となっている。

【執務風景】 【現在の史料館の様子】

N













兵庫県姫路市
ひめじぶんがくかんぼうけいてい（きゅうはまもとけじゅうたく）

姫路文学館望景亭（旧濱本家住宅）

↓玄関

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

姫路文学館望景亭（旧濱本家住宅）

大正5年（1916年）

木造平屋建・入母屋造桟瓦葺

姫路市山野井町86番地

079-293-8228

https://www.himejibungakukan.jp

10：00～17：00（入館は、16：30まで）

休館日：毎週月曜日と休日の翌日（これらの日が休日、

または土、日の場合は開館）年末年始

電車＆バス：JR・山電姫路駅前の神姫バスターミナル

・9・10・17・18番乗り場から乗車約6分

「市之橋文学館前」下車、北へ徒歩約4分

車：姫路バイパス「中地ランプ」下車、北東へ約15分

市内の実業家濱本氏の別邸として、大正5年から昭和

4年まで約13年の歳月をかけてつくられたものの一

部である。昭和10年7月から、陸軍姫路第10師団騎

兵第10聯隊長として着任された皇族・賀陽宮恒憲王

殿下ご一家が住まれ、その後、須鎗氏の所有となり、

第二次大戦後は、一時占領軍の高官が居住したこと

もあった。昭和33年3月に市の所有となってからは、

「男山市民寮」の名のもと、結婚式場＜瑞泉閣＞と

して市民に親しまれ、昭和51年3月まで利用された。

昭和62年に姫路文学館を建設することに決まり、計

画の中で元の建物の西側約3分の1を残し、姫路文学

館の施設として生かすことになった。和室、茶室

（雄徳庵）、唐破風の玄関を修復整備し、さらに洋

式応接間を増築。平成3年4月に開館、裏千家十五世

千宗室が「望景亭」と命名。平成21年には、国の登

録有形文化財建造物に指定された。主屋は敷地の西

奥に位置しており、桁行14メートル、梁間11メート

ル、木造平屋建の入母屋造桟瓦葺の建物。高い基礎

上に建ち、内部は十八畳の座敷に十二畳の次の間を

並べ、高欄付の縁をめぐらしており、庭の眺望を意

識した開放的なつくりで、欄間などの造作も洗練さ

れた瀟洒な書院建築。

長屋門＊

↑「望景亭・庭園案内図」

■板戸絵■

建物内には、板戸絵「竹、流水」「菊、小鳥」「紅葉、清水、菊」

「さつき、山吹、滝」「牡丹、木蓮、柿」「孔雀、牡丹」「山桜、流

水」「鶏、白梅」と計8面を見ることができる。

■茶室（雄徳庵）■

廊下から茶室に向かう正面に色鮮やかな板戸絵があり、

右手にあるのが、水屋と8畳の茶室。障子の引手、綱代

天井、床脇前の船底天井など、是非ご覧いただきたい。

また、開口部が広くとられているので、庭園を望む風情

も申し分ない。

■棟門■

もとの建物を移築。

裏千家十五世千宗室

氏の揮毫による赤杉

の扁額「望景亭」を

かかげている。修復

時、瓦葺が銅板葺に

変わった。

■和室■

二間続きの広い和室。十八畳の座敷に十二畳の次の間を

並べた豪華な部屋で、奥の座敷に本格的な床の間を設え

た書院建築になっている。襖の引手、欄間、床の間、棚、

書院の障子、長押など、細部にいたるまで、趣向がこら

されている。

庭園がゆったり

と眺められるよ

うガラス戸がは

められている。

ガラスは、古い

時代の物らしく

表面に歪みもあ

り、風情ある空

間となっている。

■貸室■

建物内の施設は、

文化的な催しに

利用可能。

要予約。



兵庫県神戸市
 こうべしゅしんかん

神戸酒心館

長屋門：

敷地内部側はギャラリーとし

て地元の方々が利用する

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

神戸酒心館（旧福寿酒造）

1997年（阪神淡路大震災後）

木造・免震ＲＣ造

神戸市東灘区御影塚町1-8-17

078-841-1121

https://www.shushinkan.co.jp/

豊明蔵(神戸酒心館ホール）10：00～21：00(利用時間)

東明蔵(店舗・展示)10：00～18：00

水明蔵(蔵の料亭・さかばやし)

11：30～14：30/17：30～22：00

阪神電車「石屋川駅」下車、南へ徒歩約8分

写真提供：*印 株式会社 神戸酒心館

参考文献：神戸酒心館設立20周年記念誌

神戸酒心館の前身の一つとなる酒造会社である、銘酒

「福寿」の醸造元・福壽酒造の創業は、1751(宝暦元)

年 播州三木から初代が灘に出てきて酒造業を営んだ

ことが始まりである。六甲山より海に流れる石屋川沿

いに位置する灘五郷の西、「御影郷」にある。

ちなみに現代の灘五郷とは、西郷・御影郷・魚崎郷

(以上神戸市)・西宮郷・今津郷(以上西宮市)を指し、

日本の清酒生産量の約3割がこの地域で生産されてい

る。この地域は、1945年6月5日の神戸大空襲、1995

年1月17日に発生した阪神淡路大震災により大きな被

害を受け、その都度復興してきた。福壽酒造も阪神淡

路大震災では、6つの木造蔵と1985年から文化発信基

地としてイベント等に使用していた旧酒心館が全壊し、

延べ約3000㎡の建物を失った。 復興の過程で、次世

代に灘の酒を神戸の地酒として発展させ、「福寿」の

銘柄を守り続けるために、企業合同という手法で株式

会社神戸酒心館を設立した。震災前から計画していた

「酒蔵ツーリズム構想」を基に、「神戸酒心館」とし

て1997年12月、免震構造の醸造工場と瓶詰工場を備

えた「福寿蔵」、木造蔵を修復した多目的ホール「豊

明蔵」、日本酒の資料展示や物販コーナーのある「東

明蔵」、蔵の料亭・さかばやしの「水明蔵」の4つの

蔵をオープンし酒文化の発信と失われた景観の保全の

役割も担った施設として再興した。長屋門も地域に開

かれたギャラリーとして利用されている。酒造りを通

じて地域に根差した文化発信機能も備えた施設として、

2000年には「メセナ大賞地域賞」を受賞した。

「福寿 純米吟醸」は2008年初めてノーベル賞公式

行事で供され、それ以後、日本人が受賞するたびに

ノーベル賞公式行事で供されている。

長屋門＊

豊明蔵 外観＊

豊明蔵は震災前、貯蔵庫として使用していた木造蔵であ

る。震災前多数あった木造蔵の中で唯一再建ができた蔵

として、新旧の材料がわかるように修復されている。現

在は、多目的ホールとしてステージ・茶室・いろりの間

等を備え、貸しホールとして、コンサートや展示会・会

議・パーティー等に利用できる。かつて酒造りに利用し

ていた酒槽（さかふね）をリデザインした大きなテーブ

ル席等がある。

豊明蔵（酒心館ホール内部)＊

披露宴やコンサート等の利用例＊

水明蔵 外観

敷地内庭園は、六甲山

の里山をイメージして

作庭されており、国道

沿いに位置することを

忘れるような心地よい

緑に覆われている。

その庭の奥にある水明

蔵（蔵の料亭・さかば

やし）の客席にも、豊

明蔵に設置されている

酒槽（さかふね）をリ

デザインした大きな

テーブルが中央にあり、

ゆったりと庭を眺めな

がらの食事を楽しむこ

とができる。

水明蔵(蔵の料亭・さかばやし)＊
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奈良県奈良市名勝　依水園

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開園時間

アクセス

備 考

名勝 依水園

前園 延宝年間(1670年代）後園 明治32年(1899年）

木造1階建て

奈良市水門町74

0742-25-0781

http://www.isuien.or.jp

午前9:30～午後4:30(入園は 午後4時迄)

休園：毎火曜日（令和1年10.11月は無休）、年末年始

近鉄奈良駅から徒歩15分（東大寺西隣）

国指定 名勝庭園 入館料：要

依水園は、西側の江戸時代 延宝年間（1670年代)に作られ

た「前園」、東側の明治後期に作られた「後園」の二つの

庭園と「寧楽美術館」からなる。「前園」は、奈良晒の幕

府御用達商人であった清須美道清の別邸として建てられ、

茶室「三秀亭」と「挺秀軒」が現存している。明治中期に

同業者、関藤右衛門の手に渡り、その長男の藤次郎が、明

治32年からほぼ10年をかけ建屋や庭園の修復整備を行い、

茶室を配した「清秀庵」「氷心亭」などの主屋等の建物と、

池泉回遊式借景庭園である「後園」を増築した。昭和14年

に神戸の海運業者中村準策が取得し、昭和20年から28年の

米軍の接収を経た後、一般公開された。昭和44年に寧楽美

術館が建築され、戦災を免れた約2000点の美術品を収蔵し

ている。依水園は、昭和50年、国の名勝庭園に指定された。

【挺秀軒】

延宝年間 接待所として建て

られたものを明治に「清秀

庵」の待合にも使えるよう、

縁、雪隠、腰掛が設けられ

た。「清秀庵」に続く路地

に「編笠門」が建てられて

いる。

【清秀庵】

四畳半本勝手の茶室と鞘の

間、六畳台目 からなる。

檜皮葺き、袖壁で変化をつ

け、外観を軽やかに見せて

いる。内部は裏千家「又

隠」を意識した造りである

が、網代天井を少し高めに

したり、躙口と貴人口を併

設するなど、又玅斎の配慮

が感じられる。

依水園の建物群は、近代数寄者の茶の湯とは一線を画し

た、裏千家12世又玅斎の指導により、侘茶に忠実な茶道

を追求された結果出来たものである。その配置は、借景

として庭園を最大に受け取れる位置に設けられている。

明治時代の古社寺修理の開始に伴って得られた古材の転

用が見られるのも面白い。

【氷心亭】

依水園の主座敷にあたる茶

室で、屋根はキングポスト

トラスを用いた兜造り風の

茅葺き。十三畳の広間と五

畳半の小間が後園の池に面

しており、背面側に、九畳

の次の間、四畳分の水屋が

置かれている。

【氷心亭 十三畳の広間】

天井は「寒雲亭」を意識し

た竿縁の平天井（新薬師寺

の古材）、掛けこみ天井、

船底天井を組み合わせてい

る。床の間は巾7尺8寸の栃

の踏込み床、赤松皮付の床

柱を持つ。付書院欄間は屋

久杉に桐紋の意匠が施され

ている。

【三秀亭】茅葺の屋根構造に江戸時代初期の形式、内部には

江戸時代前期と明治時代の好みが多様に詰め込まれている。

三季亭

氷心亭

清秀庵

挺秀軒

天井：新薬師寺の古材 引手：つぼつぼ

欄間：三山(御蓋、高圓、若草山） 欄間：櫛型（寒雲亭の写し)

濡縁：新薬師寺の柱を転用 広間畳廊下からの眺望
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奈良県五條市堀家住宅　賀名生旧皇居ＫＡＮＡＵ

見どころ

建物名称 堀家住宅（賀名生旧皇居ＫＡＮＡＵ）

レストラン.宿泊施設

建築年 室町時代後期（江戸、明治時代改修）

構造・様式 木造１階建て(当初２階建て）

所在地 奈良県五條市西吉野町賀名生１番

電 話 0747-32-0080

Ｈ Ｐ https://kanau1318.jp

営業時間 11：00～16：00 16：00～21:00（予約要）

アクセス 車：京奈和自動車道五條IC本陣交差点から

168号線十津川方面約20分

備 考 見学はレストラン利用者のみ

西吉野村の北部・和田の町

並みは丹生川の渓谷に沿う

ようにあり、堀家住宅は、

その丹生川の清流に臨むよ

うにひっそりとある。川に

張り出したデッキスペース

で川の音をBGMに時間が過

ぎるのを忘れて南朝の栄華

に想いを馳せるのも素敵で

ある。また、焼失してし

まったが、現存している建

物の前、16世紀前半に「鹿

苑寺金閣」に似た建物が

建っていたと、2018年発

掘調査の結果が発表されて

いる。

【表門】大正13年建築の重厚な冠木門で、2000年 奈良県の指

定文化財に選定された。

足利尊氏によって京の都を追われた後醍醐天皇が吉野へ向

かう途中に立ち寄った堀孫太郎信増の邸宅である。その後、

後村上天皇、長慶天皇、後亀山天皇の南朝三帝の行宮で

あった。当時の面影をとどめる屋敷で全国でも最古に属す

る民家で、1979年 国の重要文化財に指定されている。

桁行方向17.6ｍ、張間方向13.8ｍ、入母屋茅葺き屋根で北

面及び西面に桟瓦葺の庇が取りついている。平面は整形六

間取り、柱間寸法は広く、内法高が低い特色がある。室町

時代後期の建築時は２階建てであったが、江戸、明治時代

の幾度かの変遷により現状となった。現在、第２９代当主

が継承、カフェレストランを営んでいる。

【土間】 右に六間の和室が連なっ

ている。

左がミソベヤ、奥には七つの掛け

口を持つ竈が据えられている。

倒幕の志士 天誅組吉村寅太

郎の筆による「賀名生皇居」の

扁額が掲げられている。

【土間上部の屋根裏の見上げ】

竹のすのこ天井が開いた部分から

小屋裏の架構が覗ける。

【ゲンカンノマ】 正式な玄関で、登り框、

式台があり、天井は根太天井で、武具

掛けを備える。

【オクノマ】 床の間は框床で、薄

縁敷き、床柱は赤松の皮付き。出

書院の天井と小脇は杉の研ぎ出

し板。落とし掛や違い棚、地袋、

地板は欅が使われている。

【ナカノマ】長持のテーブル。堀家に

は、南北朝時代から伝えられた調

度品が多く残っている。

【天井】当初建物が２階建てであっ

た名残の階段跡。

茅葺屋根の上に乗るカラス脅し。

竹で編まれた格子が美しい。

https://kanau1318.jp


うぶすなのさと　とみもと

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　  
　
　
　
　
　
　

　　

 
 

9 　 　
　

　  
　　  

　

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

うぶすなの郷　ＴＯＭＩＭＯＴＯ 奈良県生駒郡安堵町

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

営業時間

定休日

アクセス

備 考

うぶすなの郷TOMIMOTO(宿泊施設・レストラン)

江戸時代(安永年間）・1974年

木造一部二階建て 瓦葺き

奈良県生駒郡安堵町東安堵町1422番

0743-56-3855

https://and-tomimoto.jp/about/index.html

ﾚｽﾄﾗﾝ（昼食）午前11:00～12:30/13:00～14:30

（夕食）午後 5:00～、

宿泊 午後3:00～

火曜日

ＪＲ法隆寺駅からバス8分東安堵下車徒歩5分

西名阪自動車道法隆寺ＩＣより6分

完全予約制（当日の3日前まで）

「うぶすなの郷ＴＯＭＩＭＯＴＯ」は陶芸家、人間国宝、文化

勲章受章者である富本憲吉（1886年-1963年）の生家で、富本

の没後に同郷の友人である辻本勇が生家や作品等を譲り受け整

備し開館した富本憲吉記念館（1974年-2014年）であったが、

2017年より「芸術家富本の創造空間を感じる宿」「寛げる宿」

としてレストラン・陶芸体験工房・ギャラリーを備えた宿泊施

設に生まれ変わった。場所は奈良県生駒郡安堵町にあり田園地

帯が広がる大和盆地中央部に位置し、町西側に富雄川、南側に

は大和川が流れる。南北に長い敷地の周りが壕で囲われた環壕

屋敷であった。敷地周辺に古くは聖徳太子の時代から続く極楽

寺など神社仏閣が多く点在する。また富本憲吉記念館開館以降

に安堵町歴史民俗資料館や安堵町文化観光館等もできており、

安堵町の文化歴史の情報発信の拠点としての役割も担っている。

吹き抜けの二間

【五風十雨】主屋

1974年に富本憲吉記念館開館時に建築された。京都の陶芸

家上田恒次が設計監修を行った。主屋は木造ツシ二階建て

平入、梁間3間、桁行6間の切妻形式の瓦葺屋根で、下屋が

四面にかけられている。平入面は丸太の出桁で柱を建て軒

を深く出している。外壁は腰壁部分は下見板張り弁柄塗、

上部は漆喰塗、柱梁などの木部は弁柄塗仕上げ。越屋根、

虫籠窓、出格子などが大和の民家様式を表している。

【長屋門】

江戸後期（安政年間）建築。

憲吉が暮らしていた当時の

写真と比べても変わらない

外観を保っている。

内部は記念館時代には展示室などがあり畳敷きであった。現

在はレストランとして使用され、平入の玄関は通り土間で北

側の4間は板敷としている。土間脇の二間は切妻屋根の架構

を見せる吹き抜けになっている。北側の二間は梁上に根太天

井が張られており、北側の日本庭園を眺めながら食事を楽し

むことができる。床の間などの設えはそのまま使われ、地板

などに欅が多く使われている。富本家と代々ゆかりの深い法

隆寺の大野玄妙前管長の書「五風十雨」が飾られている。

北側の日本庭園

【日新】富本憲吉が愛した数寄屋造りの離れ。江戸後期（安

政年間）建築。8畳の和室は床の間床脇の設え。床脇天袋は憲

吉のデッサン「エビヅル図」を表装したもの。宿泊施設。

見どころ

【竹林月夜】1974年に大阪の土蔵（1914年築）を移築。憲吉

が好んで図案化した「竹林月夜」にちなんで本施設の開業時に

竹林を作庭。春には枝垂れ桜を楽しむことができる。宿泊施設。

【アーティチョーク】江戸後期（安政年間）建築の土蔵。宿泊

者限定のレストランバー。裏庭はイングリッシュガーデン。



和歌山県海南市
 ことのうらおんざんそうえん　　はまざしき

　

琴ノ浦温山荘園　浜座敷

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

琴ノ浦温山荘園 浜座敷

1913年（大正2年）

木造平屋建て・屋根入母屋造及び寄棟造 本瓦葺

和歌山県海南市船尾370

073-482-0201

http://www.onzanso.or.jp

9：00～17：00（月曜、12月1日～2月末日休園）

JR海南駅より和歌山方面バス10分「琴の浦」下車

庭園：国指定名勝、建造物：重要文化財、日本遺産

【琴ノ浦温山荘園概要】

琴ノ浦温山荘園は、新田帯革製造所の創業者である新田長次郎

翁が、55歳の頃に体調を崩し、「健康回復には己の欲すること、

好む所を趣味として行うのが第一の養生法なり」と助言され、

造園を趣味にしていたので、別荘の造営を始めようと決心し、

大正初期から昭和にかけて造園されたものである。黒江湾から

海水を引き、その潮の干満により水位が変動し、池泉景観が変

化する「潮入式池泉回遊庭園」の中には、浜座敷、主屋（本

館）、茶室（鏡花庵）などが庭園と一体的に建てられている。

庭園は国指定の名勝に、建造物は重要文化財に指定されている。

また、平成29年には日本遺産にも認定された。

浜座敷に入ると、寄り付き６畳間の北側に、大きな花頭

窓が壁一面に広がっているのが印象的である。外部から

見ると、雨戸の戸袋は設けず、雨戸の巾だけ敷居と鴨居

を横に伸ばし、そこに雨戸が納まるスッキリとした意匠

となっている。寄り付き６畳間と１０畳間の境には、一

連の金と銀の雲の文様の襖があり、竹の輪とコウモリの

引手が付いている。また、縁のガラス障子は、雨戸のよ

うにすべて引き込む事ができるので、外部と一体化した

開放的な空間を楽しむ事ができる。

天下の景色を独り占めすることを欲せず、広く一般に公

開した長次郎翁の心意気と、庭園と一体的に建築された

建物の調和と、細部まで気を配った意匠を楽しんで見て

欲しい。

【浜座敷】

海を眺望する敷地の南端に、園内で最初に建設されたのが「浜座敷」

だった。崖上に建つ懸造風の離れ座敷で、入母屋と寄棟屋根をＴ字形

に合わせた「撞木造り（しゅもくづくり）」と呼ばれる形式の屋根は、

東大寺の三月堂をモチーフにしたと言われており、古代風の意匠の鬼

瓦が据えられている。

本瓦葺きの重厚な屋根をもつ一方で、屋根勾配は緩く、垂木は吹寄せ

に配置され、軽妙な構成になっている。

内部は、玄関奥に寄り付き６畳間があり、１０畳間へと続き、外側に

矩手に廻した開放的な縁が広がっている。縁先の高欄は、３本の横連

子に三組の束を立てた特徴的な意匠で、内外観を整えるアクセントと

なっている。近代和風建築らしく小屋組にトラスを用いたり、天井板

には当時最新の建築資材であった合板を使用するなど、新しい技術を

取り入れているところが魅力ある和の空間の構成要素になっている。

主屋（本館） 茶室（鏡花庵） 浜座敷

寄り付き６畳間

内観(左)と花頭窓(上)

古代風の意匠の鬼瓦

１０畳間 南西を見る 東縁 北東を見る

東縁 天井見上げ

寄り付き６畳間

襖(左)と引手(上)

１０畳間

襖(左)と引手(上)









和歌山県岩出市
きゅうわかやまけんぎかいぎじどう

旧和歌山県会議事堂は明治31年（1898年）に和歌山城
北東の和歌山市一番丁に建設された。木造二階建て
一部平屋、建築面積1,239.16㎡で正面より車寄を備えた
本館部、中央に議場部、背面を控室部とするエ型の構成
となっている。規模の大きな木造建築で、議場のみなら
ず公会堂としても用いられた。約40年間の使用の後、
昭和16年に保証責任和歌山県信用購買販売利用組合連合
会（現JAグループ和歌山）に売却され事務所として市内
美園町に移設、昭和37年に根来寺境内に移設され、
「一乗閣」と名付けられ大客殿や宿泊に使われた。
平成24-27年の修復工事によって、現在地に移築され建
築当時の姿に修復された。建物の公開のみではなく、イ
ベントや展示場として積極的に活用できるようEV棟など
を付設し、免震構造を施し、復元されている。

【車寄】
正面車寄には華麗な彫刻が施されている。「兎の毛通し」は
鳳凰、「笈形」は波、「蟇股」は雲をモチーフとしている。
床の間の彫刻と合わせて、彫工「大窪嘉輔」の手による
ものとされる。

※
【床の間】
議場には床の間が付いている。上部には唐破風が設けら
れ、鬼板(①)をはじめ、亀(②)や鶴(③)をあしらった彫刻で
飾られている。床の間は演者の背景に位置し、当時、日の
丸を掲げたり、盆栽を置いたりするのに使われた。

外壁は和風意匠で統一され
ているが、本館部と議場部
の屋根は西洋式のトラス組

※ を採用している。近代の技
【議場の天井】 術が効率的に採用されて柱
天井は中央部を折上格天井、周囲を鏡天井とした構成であ のない大空間を実現し和魂
る。折上格天井天井は、杉の杢目板で、一つの格間を一枚 洋才の建物となっている。
張とした木取りで、前後左右の杢目の向きを変え、市松模
様になっている。 ※

※写真は和歌山県提供

旧和歌山県議会議事堂

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧和歌山県議会議事堂

明治31年(1898年)

木造二階建て 瓦葺屋根 和風意匠

和歌山県岩出市根来2347-22

0736-61-1160

http://www.negororekishinooka.jp

午前9時～午後5時(毎週火曜日・年末年始 休館)

JR和歌山線岩出駅下車 樽井駅行バス岩出図書館下車

徒歩10分

重要文化財(平成29年7月31日指定)



















岡山県　岡山市
 こう　らく　えん

延養亭

後楽園

【延養亭（えんようてい）】

藩主の居間で、園内で最も重要な建物だったが、戦災で焼失し、昭和三十五年に当
時第一級の木材と技術で築庭当時の間取り「御茶屋御絵図」を元に復元された。
築庭当初から現在の位置に建てられ、藩主の座る主室からの眺めが最も美しくなる
ように、庭園が作られている。現在もこの景観の保全につとめている。沢の池、唯
心山、借景の操山と、園内外の景観が一望できる、後楽園の中心的建物である。現
在、期間限定で一般公開がある。また、お正月や月見などの年中行事の時には、琴
の演奏が催される。
延養亭には隣接する茶室「臨い軒」がある。天井に龍の絵が描かれていることから
「龍の間」とも呼ばれている。戦争で焼失し、延養亭とともに復元された。現在の
龍の絵は、倉敷市出身の日本画家池田遙邨画伯によって、描かれたものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※「臨い軒」は非公開）

【庭園】

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

後楽園　延養亭・島茶屋

延養亭（昭和35年復元）・島茶屋（不明）

木造平屋建
岡山県岡山市北区後楽園１－５

086-272-1148

http://okayama-korakuen.jp/

3月20日～9月30日午前7時30分～午後6時
10月1日～3月19日午前8時～午後5時（年中無休）

ＪＲ岡山駅から徒歩２５分 駐車場有

特別名勝

島茶屋

見どころ

【島茶屋（しまちゃや）】

岡山後楽園は、江戸時代を代表する大名庭園の一つである。延養亭や能舞
台を中心とした亭舎、園内各所に置かれた茶室や祠には、歴代藩主の思い
が込められている。

[曲水] 昔は旭川の約4km上流から対岸ま
で引いた後楽園用水を利用していたが、
今は伏流水をくみ上げている。 その水
を池や滝に上手に利用し、 優れた水の
景色を作り上げている。

[芝を大量に使った庭] 日本に広く自生し
ている野芝を使った明るく広々とした庭
園である。築庭当時、芝は沢の池西側の
延養亭から見える範囲にだけ使われ園内
の大半は田畑であった。その後、田畑の
削減に伴って芝生地が広がり、園全体に
使われたのは明治以降。

園内最大の池である「沢の池」の
中の島にある茶屋である。
園路より西に向かって太鼓橋を渡
る。通常は一般公開されていない
が、茶室として人気の貸し出し建
築物である。
                  板の筋違い橋で繋
　　　　　　がっている御野島
                  には釣殿があり備
                  前焼の鶏が寄棟の
                  棟上に置かれてい
                  る。（御野島への
                  一般見学は不可）
　　　　　　

広い芝生地や、池、築山、亭舎が園路や水路で結ばれ、歩きながら移り変
わる景色を眺めることができるよう、工夫された庭園である。通年四季折
々の景観に合わせた、趣向を懲らせたイベントで賑わう。春と夏と秋には
人気のイベント、夜間特別開園「幻想庭園」が開催される。

延養亭　藩主の座る主室からの眺め

4畳半に床ノ間、床脇付。東に、2畳と直角3角形の板間付。
4畳半は、腰付障子で南と西が開放され、 障子の外には、濡
れ縁が廻る。 濡れ縁には、 南側に切石の、 西側に自然石の
沓脱石が配置されている 。東側 2畳半大の室の東壁面は 、
5尺2枚割の腰付障子で、 勝手口だったと思われる。 3角形
の板間の斜辺に辺る壁面には、 丸窓が添えられている。 4
畳半からは、南の唯心山から西の延養亭、2畳半の丸窓から
は、東南の流店、干入の森、桜林、梅林、が眺められる。
基礎は沓石、根回り竹横木下は差石。（島茶屋）

延養亭　室内からの眺め

入り口付近から沢の池と島茶屋の眺め

延養亭　床の間と池田治政の書

非常に洗練されたシンプルな室内。障子を開けると素晴ら
しい開放感と美しい景色は時を忘れるほどである。治政は
茶道を好み、書画、俳句などにも秀でていたが、特に大文
字の名人として知られていた。写真の掛け軸は「致遠（ち
えん・遠きを致す）」（延養亭）

島茶屋　室内から沢の池の眺め

島茶屋　丸窓 島茶屋　沢の池南岸からの眺め

島茶屋　室内続く竿縁

[ウメ(梅)]時期：2月上旬～3月上旬
[サクラ(桜)]時期：3月下旬～4月上旬
[ツツジ]時期：4月中旬～5月下旬
[ハナショウブ(花菖蒲)]時期：6月上旬～6月下旬 
[ハス]時期：6月下旬～7月下旬
[紅葉]時期：11月中旬～12月上旬











大田家住宅
一＂階”"屠

見どころ

蔵と隣接する主屋は、実に美しい日本建築である。小
規模な庭園が設けられ、住んでいた人やお客の目を楽
しませる造りとなっている。表の通りからも見える市
松模様の土間床は、瓦と漆喰で構成されたモダンなデ
ザインある。天井には網代天井が施され、ハイサイド
で設けられた窓は士間レベルから開閉できる装置がつ
いている。蔵の壁にあるナマコ壁は、1や4、5とい
った数を表現し、まるでサイコロのようである。

ヘ
揺
騎，．秘ば｀ •

広島県福山市
ロ

太田家住宅は、主屋や保命酒醸造蔵など9棟から構成される。建物の
建築年代は、文書や日記、棟札などから、主屋が18世紀中期、炊事場
・南保命酒蔵が18世紀後期、北保命酒蔵が天明8年(1788)、西蔵が

寛政元年(1789)、東保命酒蔵が寛政7年(1795)、釜屋・新蔵•北
士蔵が19世紀前半頃と考えられている。本建物は太田家住宅と呼ばれ
ているが、もとは中村家によって江戸時代中期から後期にかけて家屋
敷を購入しながら拡張・増築され、現在の規模となる。明治期になっ
て太田家が受け継ぎ今日に至る。
保命酒とは、創業者である中村吉兵衛が餅米を主原料に、梗米、焼酎 
16種類の漠方薬を使って醸造した薬酒である。宝永7年(1710)には
藩から 手醸造販売権を与えられていたが、明治になり専売権がなく
なると保命酒醸造業者が増加、競争の激化と共に太田家は製造を終え
た。現在、原料や醸造方法は江戸時代とほとんど変わらない。ただし
オリジナル中村家の薬味の調合は 子相伝であったため、各醸造元の
工夫によって多少味に違いがある。

建物名称
建築年
構造・様式
所在地
電話
開館時間
アクセス

備 考

北鎖綸置•

(9m心I

太田家住宅は、平成3年(1991)
5月31日に重要文化財の指定を受
けており、平成8年(1996)から
平成13年(2001)まで、約6年の
歳月をかけて保存修理事業が行わ
れ、屋敷構えとしては最も充実し
た江戸時代末期から朗治時代初期
の姿に復旧整備された。四方が道
路で囲まれた本敷地であるが、東
（見取囮の下）の道路の対面に、
同じく重要文化財指定を受けた別
邸「太田家住宅朝宗亭」が建って
いる。雁木を独占するように海に
面しているため、専用の船着き場
をもっていたと考えられる。太田
家の一連の建物郡は、街区をまる
ごと占めるような大規模なもので
あり、鞘の浦の景観形成において
重要な役割を果たしている。

参考文献：太田家住宅を守る会 パンフレットより

太田家住宅
18世紀
木造
広島県福山市鞘町鞘842
084-982-3553

10:00~17:00（入館は16:30まで 火曜休館）
JR福山駅南口から鞘鉄バス柄線で「鞘港」下車、
徒歩5分
国指定重要文化財







山口県下関市
ちょうふもうりてい

正面玄関   庭から見た居住空間     

長府毛利邸

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

長府毛利邸

明治36年（1903年）

木造平屋建て 武家屋敷造り

下関市長府惣社町４番１０号

083-245-8090

http://s-kanrikousha.com/mouriteitop.html

9：00～17：00（12月28日～1月4日休館）

ＪＲ下関駅からバス23分「城下町長府」徒歩10分

長府毛利邸は、長府毛利家第14代当主・毛利元敏公により明治36

年に完成した邸宅。城下町長府にあり、近くには功山寺、乃木神社

などがあり、まちなかには長屋門や土塀が残っており、当時の風情

を今に残している。

武家屋敷造りの母屋は、書院、明治天皇ご宿泊の間、居住空間で

あった室が残されている。玄関土間部分の天井は格天井、正面には

鶴が描かれた板戸があり反対側には雉の絵が描かれている。中庭を

囲むように部屋が配置されており、その反対側は庭園に面している

ため、風通しがよく、季節の移り変わりを感じられる気持ちのよい

空間となっている。庭に面したガラス障子は、歪みのあるガラスで

和の趣が感じられる。

書院庭園は白壁に囲ま

れ、濡れ縁からの飛び

石の配置、手水鉢など、

庭自体に風格がある。

畳敷きの書院前室に座

り、庭を眺めていると、

時の流れがゆっくりと

感じられる。

長府毛利家の家紋は「一文字三星」と「抱沢瀉」を定紋

とし、他に替紋として「菫」「五七桐」「十六菊」を用

いた。その家紋をデザインした釘隠。

書院造りの床

の間。違い棚

と窓枠の意匠

も落ち着いた

雰囲気。

天井高は3ｍ。

廊下や前室に

面した欄間は

障子欄間に

なっており、

庭から庭へ風

が通るように

なっている。

部屋と部屋の

欄間は各部屋

装飾が違い美

しい。子供部

屋の欄間は松

竹梅。

居住空間であった家族

の室は池泉回遊式庭園

に面しており、回遊式

庭園の奥には枯山水が

配してある。

回遊を意識し作られて

いるため、石橋や石段

などが配置されている。

いろいろな眺望を楽し

みながら散策できる。

池の奥から眺める毛利

邸も美しい。



山口県長門市
かねこみすずきねんかん

写真提供：金子みすゞ記念館

金子みすゞ記念館

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

金子みすゞ記念館

平成15年（大正時代の建物を再現）

木造二階建て 鉄筋コンクリート平屋建て

山口県長門市仙崎1308番地

0837-26-5155

http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/misuzu/

9：00～17：00（12月29日～1月1日休館）

ＪＲ仙崎駅から徒歩５分

金子みすゞは、山口県出身

の童謡詩人。

記念館は、「本館」と「金

子文英堂」からなる。

「金子文英堂」は、金子み

すゞの実家である書店を当

時の場所に再現したもので、

みすゞが童謡を書き始める

前の子供時代を過ごしたと

ころ。

表の書店から裏の庭まで、

通り土間がある商家のつく

り。庭を囲む形で風呂、便

所があり、土間の台所と風

呂の間に井戸のポンプがあ

りどちらにも使えるように

吐出口が回るようになって

いた。

通りの雰囲気も昔ながらの

風情が残っており、再現さ

れた大正時代の書店がなじ

んでいる。

当時、文英堂の

隣に造り酒屋が

あり、裏手に蔵

があったことか

ら、記念館は蔵

をイメージした

つくりになって

いる。

梁や入口に古材

が使われていて、

梁の迫力は圧巻

である。

文英堂二階のみすゞの部屋。格子窓から通りをながめ、行き交う人々、

仙崎の潮風、移ろう季節を感じながらすごしたであろう、みすゞの温

かいまなざしをうかがい知ることが出来る。この日々の感覚、感情が

後の作品に影響していることが感じられる居心地の良い和室。

当時の木製家具が再現されており、木のあたたかみと畳の良い香りが、

どこか懐かしい、心の落ち着く空間である。

書店から奥をな

がめる。ふすま

をあけ放つと庭

が見え奥までひ

とつづきの部屋

となる。



山口県山口市
やまぐちしさいこうてい

写真提供：山口市  

写真提供：山口市

大広間より中庭と客間棟を見る  

山口市菜香亭

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

山口市菜香亭

明治20年から昭和11年（平成15年移築復元）

木造二階建て（補強の為一部鉄骨有）

山口県山口市天花１丁目２番７号

083-934-3312

https://www.c-able.ne.jp/~saikou/

9：00～17：00（火曜日、12月29～1月3日休館）

ＪＲ山口駅からバス「野田学園前」徒歩２分

山口市菜香亭は、八坂神社

境内に料亭菜香亭として明

治10年に創業し、平成8年

まで営業を行っていたもの

を、平成15年に移築復元し

た文化施設。

現在残っている建物は、明

治20年から昭和11年の間に

増改築された部分。床面積

は、約1,000㎡。

菜香亭は山口の迎賓館とし

て使用され、歴史的人物や

歴代の総理大臣も訪れてお

り、直筆の書が飾られてい

る。

大豆の御汁で磨かれたとい

う黒光りする廊下や、ゆが

みのあるガラスなど和風建

築の良さを今に残している。

庭は大正時代の池泉観賞式

庭園を移築している。

大広間の床の間へ向かって右側には板の間の縁側、左側

には畳敷きの縁側があり、それぞれ、庭に面している。

ゆがみのあるガラス越しに、季節の風景を望むことがで

き、まるで絵画のようである。

窓ガラスは、大正15年にベルギーから輸入されたと思わ

れるフルコール法によるガラス。

約150畳の大広間。歴史的人物の法要や祝宴が催された。戦後はここで

結婚式が行われた。

床の間は、大正15年、昭和11年、二時代の意匠を再現しており、床脇に

違い棚がなく、床柱の柱身中央部を切り取る形。

大広間のスパンは7,760ｍｍもあり、木トラスが組まれている。建材は

一部に明治時代の物をそのまま使用している。大広間は、明治26年ごろ、

明治36年ごろ、大正15年ごろに増築を重ねており、その時代によってト

ラスが技術的に進歩している。その様子を検証できるよう、一部天井が

ガラス張りになっている。

当時の円卓や食器などが残っており、歴史が感じられる空間である。



山口県防府市
きゅうもうりけほんてい

二階からの景色

旧毛利家本邸

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧毛利家本邸

大正5年（1916年）

木造二階建て 書院造り

山口県防府市多々良1-15-1

0835-22-0001

http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

9：00～17：00（12月22日～31日休館）

ＪＲ防府駅から約2.5キロ（車で約8分）

重要文化財

旧毛利家本邸として、大正5年（1916年）に庭園とともに

完成。ほとんど当時のまま残されおり、国の重要文化財に

指定されている。

江戸時代の大名家の御殿建築の流れを汲みつつ、近代的な

建築手法を巧みに取り入れているのが特徴。柱梁などの構

造材は木曾ヒノキ、板戸は屋久杉、また、階段は段板では

なく、ヒノキの一本物がもちいられるなど、厳選された素

材とそれらを活かす技術が格式高い邸宅を作り上げている。

一階の天井高、階高が高く、二階の窓からは、瀬戸内海を

借景に広大な池泉回遊式庭園と防府の街を望む。大正期の

ガラスを随所に使い、風通しがよく、心地の良い空間。

設計・監督は毛利家専属の建築技師原竹三郎、作庭は佐久

間金太郎。建物は合わせて12棟、敷地面積は8万4000㎡に

及ぶ。

玄関から応接間へつづく廊下及び応接間は、木目の美しい台湾ケヤキの

一枚板が敷き詰められている。（写真左：一枚板の廊下）

また、接客、居住の表の空間、家政を支える裏方の空間がきちんと分け

られており、表の空間の廊下はすべて畳廊下、裏方の空間は、すべて板

廊下である。（写真右：庭園に面した畳廊下）

壮大にして落ち着いた雰囲気の近代建築遺産としても貴重な空間である。

一階の大広間は、 も格式の高い部屋で、折り上げ格天井

にシャンデリアのライトも５つと豪華な仕様になっている。

当時はすべて邸内の自家発電でまかなっていた。

一階客室のシャン

デリアは特注のド

イツ製。高い天井

で違和感なく、和

風建築にとりいれ

られている。毛利

家の家紋である

「長門沢瀉」がデ

ザインされている。

二階客室のシャン

デリア。一階応接

間や廊下、食事の

間などすべてデザ

インを変える演出

がみてとれる。

全て当時のもの。

家紋「長門沢瀉」をさまざまな意匠に工夫した釘隠。



山口県萩市
きゅうゆかわけやしき

　

旧湯川家屋敷

主屋の茶室は四畳半で、床柱は松、落

し掛けは丸みをつけて塗廻して仕上げ

てあり、書院窓は横子が吹寄せの意匠

となっている。離れの待合は二畳のス

ペースで床柱はコブシ、踏込床で狆潜

りが設けてある。各所に設けられた手

水鉢も粋。蘭引（蒸留器）などの調度

品も見応えがあり、当時の湯川家の茶

道への造詣の深さが伺える。茶室から

は美しい庭園が眺められる。

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧湯川家屋敷

江戸時代

木造平屋建て 武家屋敷

山口県萩市川島67

0838-25-3139（萩市観光課）

萩市観光協会公式サイト

9:00～17:00（無休）

「藍場川入口」バス停より徒歩約10分

萩市指定史跡、近隣に桂太郎旧宅あり

この屋敷の一番の特徴は、随所に藍場川の水が利用されて

いることである。まずは藍場川の水を引き入れて造られた

池泉庭園。更に水は、池から建物の下を潜り台所へ流れる。

台所には、水面に近づく為の石段が設けられており、屋内

に居ながら川の水を汲んだり、野菜を洗ったりすることが

できる。このように川の水を生活用水として利用する為に

造られた石段は、萩では「ハトバ」と呼ばれている。風呂

場にある小さな「ハトバ」には囲いが設けられており、雨

に濡れずに水を汲むことができる。洗い場の床の花崗岩の

敷石には溝が加工され、ここから藍場川に排水される。庭

だけでなく屋内にも川の「流れ」を取り入れた建築である。

■台所の「ハトバ」

■風呂場の「ハトバ」

建物内には、湯川氏より建物と共に萩市へ寄贈された湯川

家ゆかりの鎧や槍、文化人の書や掛け軸も展示されている。

↑洗い場の排水溝

■茶室の意匠 ■待合の意匠 ■手水鉢

■蘭引

■茶室から庭園を望む

旧湯川家屋敷は、藍場川の最上流にある藩政時代の武家屋敷。藍

場川は、江戸時代に萩市の中洲に用水路として開削された人工の

川で、その水は生活用水としても利用されていた。屋敷は川沿い

から長屋門、主屋、離れで構成され、主屋には、玄関・座敷と茶

室などがあり、特に茶室回りの意匠が優れている。平成の初めご

ろまで代々湯川家の住まいであったが、平成5年に萩市に寄贈さ

れ、史跡として保存、一般公開されている。

屋敷内へ続く水路では、沢山の鯉が泳ぎ、庭園は、すすき・椿・

梅・オガタマ・つわぶき…自然豊かな癒しの風景が広がる。

長屋門の外壁には、舟板（和船の廃材）が使用されている。

■配置図兼平面図

(出展：旧湯川家屋敷パンフレット 発行：萩市）

見どころ



山口県防府市
ちゃしつ ほうしょうあん　（ほうふてんまんぐう）

茶室 芳松庵（防府天満宮）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

茶室 芳松庵

平成３年

RC造+木造 ２階建て

山口県防府市松崎町１４－１

0835-22-0214

hofutenmangu.com

9：30～16：00

「防府天満宮」バス停より徒歩３分

設計：大江宏建築事務所

どの部屋も見上げると、細部までこだわり抜かれた

天井や欄間、鴨居の装飾を見ることができる。

■大広間(10畳)の天井

■２階広間(6畳)の天井

蒲編み光天井 中央部は杉透し彫り板

■広間(8畳)の天井

防府天満宮は、太宰府天満宮・京都北野天満宮と並ぶ｢日本

三大天神｣のひとつとされている。菅原道真公はお茶に関す

る故実を調査・研究され世間に喫茶の習慣を広め｢茶聖｣と称

された。菅公とお茶の深い関わりを後世に伝えるため、ま

た茶の文化を通じて社と人との日常的なつながりを深めた

いとの主旨に基づき、研修の場を兼ねた茶室 芳松庵を建設。

（設計は日本建築の第一人者 大江 宏氏）

建物は現代和風の母屋と伝統的な茶室（芳松庵）を ｢流れ｣

として設けた池を渡る廊下で結んでいる。母屋は木造部分

と、茶会用の３０畳大広間を含むＲＣ造部分が一体となり、

違和感なく複合されている。

四季の移ろいを楽しめる庭園は、訪れる者の心を癒やし、

季節により変わる景色を楽しませてくれる。

■『流れ』を渡る廊下 ■四畳半の茶室

■大広間と広縁

■吊り束の装飾

■二階和室から庭園を望む

大広間のRC造の壁の厚みによって生まれた空間は広縁や廊下との

緩衝スペースとしてデザインされている。また間接照明の柔らか

な明るさで大広間だけでなく、庇や庭までを全体の空間に包み込

む温かみを感じさせてくれる。そして鴨居の吊り束には両面木目

が美しく出るよう浮彫ではなく彫り込みで装飾が施されている。

ひとつひとつ手作業で丁寧に造られており目を引く美しさである。

二階の6畳の和室からは季節を感じられる美しい庭園を望むことが

出来る。



山口県下関市
しゅあんくう　（しものせきしゅぞうかぶしきがいしゃ）

酒庵「空」（下関酒造株式会社）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

酒庵「空」

大正１２年

木造 レンガ造

山口県下関市幡生宮の下町8-23

083-252-0009

https://www.kuu.world

10：00～17：00（ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ16：30・水曜休）

JR幡生駅から約1㎞（徒歩約15分）

下関酒造株式会社は、大正１２年、４４５人のコメ農家

によって「地元に誇れる酒を造ろう」という思いから設

立された。北浦街道沿いに建つ 酒庵「空」は、その創業

当時に事務所として使用されていた建物で、「日本酒を

若い人や女性にも身近に感じてほしい」という思いで、

日本酒や酒かすなどを使用したメニューが楽しめるカ

フェとして生まれ変わった。

現しの小屋組は、建築当時のもの。土壁のクリーム色、

壁の白と調和がとれ、和モダンな雰囲気で落ち着いた店

内となっている。

当時からある金庫はレン

ガ造（フランス様式）で

作られており、現在は

ギャラリースペースとし

て使われている。

建物の表に煙突があり、

こちらも創業当時のもの

で、金庫とは違い、イギ

リス様式で作られており、

積み方を見比べることが

できる。煙突は先端を短

くしたり鉄板を巻いたり

と補修を繰り返しながら

保存されてきた。

フランス様式

（フランドル積）

最もレンガらしく美しい

積み方。

イギリス様式

フランス様式より丈夫で

構造物に多い積み方。

創業当時の酒造場は大空間を支え

るトラス構造の小屋組みが圧巻で

ある。現在は、酒蔵まつりやイベ

ントに使用されるホールに改装さ

れている。

また、当時の仕込み蔵は現在も貯

蔵庫として使用されており、こち

らは和小屋組で造られている。

この二つの建物は、立派な梁と当

時の職人さんの技術が見られる貴

重な建物であるが、残念ながら、

今は、見学が出来なくなっている。

地元の人々に愛されている会社であ

り、建物であることが感じられる

ほっとする和の空間、景色である。

煙突は老朽化が進んでいるため、今

後の維持は難しいかもしれない、今

こうして残っていることが嬉しい。



長岡家住宅

見どころ
長岡家住宅の茅葺の大きな寄棟と、この地方に古くか
ら残る「ひしゃぎ竹」で仕上げた外壁は、祖谷地方特
有のものだ。平側に長く伸びる縁側に座り、対岸を眺
めてのんびりするもよし、中で板間やタタミに座り
ゆっくりするもよし。見どころというより、居どころ
と言った方がしつくりくるそんな建物である。そして
建物だけでなく、対岸から眺めてみたり里道を歩いた
りして、集落をじっくりと楽しんでもらいたい。

イモ穴

新緑の落合集落

長岡家全景

徳島県三好市

長岡家住宅は、三好市東祖谷落合集落の
重要伝統的建造物群保存地区内にある伝統
的建造物（特定物件）の一つで、中腹から
やや下腹に位置しており、標高約900m
の南斜面に建つ。建築年代は、棟札が残っ
ており明治34年である。当初は同地区内
にある喜多家の分家として建築された。脇
土居あるいは西土居と呼ばれ、落合集落で
も上層農家であったといわれている。当家
は、木造平屋建、茅葺の寄棟造で、外壁
は、土壁を保護するため、竹を火で灸って
から割ってつぶした（ひゃいだ）ものを張
るという、祖谷地方に古くから残る工法の
「ひしゃぎ竹」で仕上げられている。上層
農家であったためか、間取りは食違六間取
で、祖谷の民家特有のオモテに相当する部
屋がなく、かわりに書院と床の間を備えた
座敷がある。土間が極めて小さく、通常は
平側に設けられる前便所が妻側にあるな
ど、この地方の他の民家とは多くの点で異
なっている。農業だけでなく来客も意識し
た格式の高さが分かる貴重な建物である。

落合集落は、県西部東祖谷のほぽ
中央にあり、祖谷川と落合川の合流
地点より山の斜面に沿って、東西約
750m南北約850mに広がる。
斜面を蛇行しながら上に向かう道路
沿いに民家が点在している。
集落内を東西南北に走る里道や石 」 一 ， ＿二

-- ‘̀ - ＿_ - _.:._ .て.:..� C-垣、田畑、森、そこで住む人々などF吋ー' -ーに．
すべてのことが、この集落を特徴づ
けている。 長岡家住宅 平面図
対岸の中上地区にある展望所から
ほぼ全景を一望することができる。集落内には、一棟まるごと貸し切りできる
茅葺きの民家が8棟あり、宿泊体験ができるほか、地場産食材やジビエを使
った料理を楽しめる古民家レストランもある。

建物名称
建築年
構造・様式
所在地
電 話
H p 

開館時間
アクセス

備 考

長岡家住宅
明治34年

対岸の展望所から見た落合集落

木造平屋、寄棟造、茅葺
徳島県三好市東祖谷落合
0883-72-3910（三好市文化財課）
www.miyoshi.i-tokushima.jp（三好市）
9: 00~16: 00（定休：毎週水曜日）
車：井川池田IC下車 1時間30分
バス：四国交通「鎖谷」下車 徒歩15分
重要伝統的建造物群保存地区内（特定物件）







徳島県板野郡藍住町
あいのやかた

主屋。寝床が囲む中庭では藍こなし作業が行われていた。 主屋内部　ミセ、中ノ間、オモテ座敷と続く

前面道路より見る、左から西寝床,南寝床、大門、番屋

大門、南寝床 東寝床

西座敷内部 東寝床内部、藍染体験ができる

南寝床内部

藍の館

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

藍住町歴史館「藍の館」

〈主屋〉文化5年(1808)

〈主屋〉入母屋造本瓦葺二階建 他12棟

徳島県板野郡藍住町徳命字前須西172

088-692-6317「藍の館」 （一社）しじゅうはちがん

https://www.town.aizumi.lg.jp/ainoyakata/

改修中のため一時休館（令和４年秋から再開予定）
JR徳島駅から徳島バス（二条鴨島行）→東中富停留所下車

→徒歩5分

徳島県指定有形文化財建造物

奥村家は、文化年間から明治にかけての阿波藍
の最盛期における藍師・藍商の屋敷であり、そ
の建築群がほぼ完全に保存されている。
主屋は、広い敷地北寄り中央に南面して建ち、
これを囲むように県下でも遺構の少ない奉公人
部屋、南と東西に三棟の寝床(ねどこ)、贅を尽く
した西座敷、北・中・南の各土蔵、湯殿便所な
ど十三棟が建っている。

主屋は間口19.8m、奥行9.9m、入母屋本瓦葺き二
階建てで、棟札によって文化5年(1808)に建立さ
れたこと、また、文政10年（1827)に二階を継ぎ
足す大増築されたことがわかっている。主屋奥
（北）の離座敷は西座敷に劣らず凝った造りの数
寄屋風で、特に二階はいたるところに意匠が工夫
されている。
西座敷は、入母屋本瓦葺の平家建数寄屋造で藍取
引の接待用に使用された。本書院付きの床の間を
設けた上の間十畳と下の間十畳の続き間が三方縁
側で囲まれている。続き間は 可動式敷居を部屋
の端へ持ってくると継ぎ目のない一室となる。
三棟ある藍寝床は葉藍の寝かせ込み作業を行った
加工場で、藍こなし作業場の内庭に全て面してい
る。軸部は柱を半間おきに立て、壁は大壁にして
腰はササラ子下見板張り、上部は漆喰塗とし、防
火断熱や耐震性を高めている。二階床は太い骨組
みの架構の上に、真竹を敷きつめた上にむしろを
敷き三和土仕上げで、小屋組は登り梁と重ね梁の
併用である。西寝床の規模は、間口16.3m、奥行
6.3mで、木造切妻造本瓦葺二階建である。引用
「徳島の文化財[建造物］」(一社)徳島県建築士事
務所協会



徳島県三好市
あわいけだうだつのいえ・たばこしりょうかん

阿波池田うだつの家・たばこ資料館

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

阿波池田うだつの家・たばこ資料館

推定 明治後期

木造二階建、切妻造、本瓦葺

徳島県三好市池田町マチ

0883-72-3450

www.miyoshi.i-tokushima.jp（三好市）

9：00～17：00

JR：阿波池田駅下車徒歩５分

車：井川池田ICから約５分

うだつの家 入館無料

うだつの家 正面

うだつの家（旧真鍋家住宅）は、三好市池田町本町通の

うだつの残る町並の中央に位置する。敷地は本通りから

谷町通りまで達した広さで、その中に、主屋、離れ、渡

り廊下の奥にはたばこ蔵、工場が配されている。

主屋は、木造二階建、切妻造本瓦葺、建築年代は明治後

期とされる。階上に寄棟のうだつが両側に上がっている。

通りに面した壁は黒漆喰で塗られ、１階には細格子、２

階には虫籠窓が設けられている。中に入るとミセと座敷

があり、そこから中庭を囲むようにして、東側に渡り廊

下が伸び、西側には離れが建つ。離れは平屋建、入母屋

造本瓦葺、建築年代は大正１５年との記述が残る。雨戸

の戸袋には欅の一枚板が使われ、内側にガラス戸を填め、

中庭を眺めることができる。茶室とした１０畳が２間並

び、天井には屋久杉の板を貼り、書院を構えた床の間に

は堅木がふんだんに使われており、贅をつくした造りと

なっている。奥のたばこ蔵と工場は２階建、大壁造とし、

蔵の小屋組は太物を使った合掌造としている。

阿波池田は、隣の井川町辻町と並び幕末から明治３８年の官営になるまで

刻みたばこ製造業で繁栄したまちである。当家は、真鍋武蔵によって万延

元年（1860年）に起業し、初めて蒸気機関の刻み機を採用したとされる。

現在は、たばこ産業繁栄の象徴とし、平成８年７月１日、三好市指定有形

文化財に指定され、旧工場部分は、阿波池田たばこ資料館として、刻みた

ばこに関する資料を展示し一般公開している。

また、生涯学習の場として運営し、活用を図っている。

阿波池田のうだつの残る町並みには、登録有形文化財の建物が数多くあり、

ジオガイドによるツアーなども企画されている。
離れ 床の間

離れ 廊下

離れ 釘隠し（松竹梅）

離れ 雨戸戸袋

たばこ蔵 小屋組み

配置図 渡り廊下と中庭



徳島県徳島市八多町
いぬかいののうそんぶたい

公演風景

襖カラクリ用敷鴨居 田楽返しの襖は小屋裏へ瞬時に上昇

船底楽屋 襖カラクリ

犬飼の農村舞台

見どころ

建物名称
建築年
構造・様式
所在地
電 話
Ｈ Ｐ
開館時間
アクセス
備 考

犬飼の農村舞台
明治6年（西暦1873年）
木造寄棟茅葺、平屋
徳島県徳島市八多町八屋67-3 五王神社境内
088-621-5417（徳島市教育委員会）
https://www.awanavi.jp/spot/20402.html
舞台公演開催日10:00～13:00
JR徳島駅→徳島市営バス五滝行き（終点）→徒歩10分
平成10年12月16日国指定有形民俗文化財指定

江戸時代から庶民の娯楽の花形だった歌舞伎や人形芝居
は、戦前まで全国いたる所で盛んに上演されていた。
集落には必ず神社が有り、その境内にそれを演じる芸能
施設として常設の建物を持つものも多い。これを「農村
舞台」と呼び人々親しまれに愛されてきた。当時阿波藩
の領地であった淡路島で生まれた人形芝居は、阿波徳島
で最も栄え、舞台の数も昭和42年の全国調査で確認され
た1,338棟のうち徳島県209棟と15.6％を占め全国一を
誇った。その内訳は1,122棟が歌舞伎、残り216棟が人形
芝居のための舞台であり、徳島はそのほとんどの208棟
が人形舞台であり全国の96％を占めていた。しかし、戦
後の映画やラジオ、テレビの普及で忘れ去られ、集落の
過疎化も拍車が掛かり舞台減少が急速に進んだ。
平成4年、徳島県建築士会阿波のまちなみ研究会の悉皆調
査により136棟を確認、その後農村舞台の保存と活用を
目的としたNPO法人阿波農村舞台の会が発足、平成19年
会の調査では100棟に減少していた。
犬飼の農村舞台は県下の農村舞台の代表格で、毎年１１
月３日には人形芝居と襖カラクリの上演が行われる。

構造：木造平屋で、舞台内部左右に正面、両袖それ
ぞれから１間の位置に大臣柱が設けられて、人形芝居
上演時に背景の襖建込み用の敷鴨居の取り付けや、本
手の手摺取り付け用として重要な役目を負う。
屋根形式：茅葺寄棟で小屋架構は扠首組。ただし屋
根裏まで竹に吊った襖を釣り上げて納まるように中央
部だけ梁を切ってカラクリへの工夫をしている。太夫
座は瓦葺切妻、背面増築部はトタン葺切妻。茅葺の舞
台は那賀町坂州とここ犬飼の２棟のみ残されている。
舞台の機構
歌舞伎舞台に付きものの廻り舞台は無く、人形芝居独
特の装置を持っている。大臣柱もそのためのもの。
●太夫座：舞台上手に一段高く斜めに迫り出した太
夫座（語りの太夫と三味線弾きの席）があり、これが
人形舞台の特徴となる。
●カラクリ機構：襖絵による舞台背景の転換装置で、
何重もの敷鴨居に入れた襖を引抜くなどするほか、襖
の中心に回転軸があり、裏表の絵を瞬時に回転して替
える田楽など、犬飼はカラクリ自体を見せ物「千畳
敷」として上演している。132枚の襖は、泥絵の具で
42景の色 々な花鳥風月や模様が描かれ、変化の方法
は引き分け、行き違い、チドリ、回転（田楽返し）、
上昇など巧妙なカラクリと奥へゆくほど小さくするな
どパースペクティブを強調して狭い舞台を深く見せ、
最後には大広間の奥御殿の景が再現され、見る者を楽
しませてくれる。
●船底楽屋：舞台床は4段になっており一番手前が二
の手として地面位置が床となり、本手は一段高く、そ
の奥がもう一段上がり千畳敷のカラクリ用敷鴨居を設
置した上々段があり、奥へまた一段上がって奥千畳が
ある。上々段の下は地面を掘って舟底楽屋が設けられ
ており、狭い場所での空間利用の工夫に感心させられ
る。

人形芝居上演風



香川県琴平町
 きゅうこんぴらおおしばい

旧金毘羅大芝居

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧金毘羅大芝居 通称｢金丸座｣

1835年(天保6年)、1976年(昭和51年)移築

木造 一部鉄骨/木戸､客席､舞台､楽屋等複合建造物

香川県仲多度郡琴平町1241

0877-73-3846

http://www.konpirakabuki.jp/index.html

9：00～17:00 (年中無休)

JR琴平駅・琴電琴平駅より車で5分、駐車場無し

国指定重要文化財 昭和45年6月17日

旧金毘羅大芝居は、天保６年（1835年）に建てられた、現存

する日本最古の芝居小屋である。江戸時代中頃から金毘羅信

仰が全国的に高まり、多くの参詣客で町は賑わいをみせてい

たといわれる。

年３回（３月・６月・10月）の「市立ち」の度に仮設小屋で

芝居、相撲、軽業、操り人形などの興行が行われていた。

しかし、だんだんに門前町の形態が整ってくるにつれて常小

屋の必要性と、また一方その設置を望む多数の庶民の声を反

映し、天保６年、高松藩寺社方より許可を契機に、当時、大

阪三座の一つ大西芝居（後の浪花座）の規模、様式、構造を

模し、富籤（現代の宝くじのようなもの）の開札場を兼ねた

常小屋として建てられた。

しかし、時代は移り変わり人々の娯楽の変化とともに近代以

降、小屋は映画館と変わり小屋の内部なども様式を変えて

いった。所有者が変わるたびに芝居小屋の名称は「金毘羅大

芝居」より「稲荷座」「千歳座」となり、明治33年に「金丸

座」と改名した後は現在でもこの愛称で親しまれている。

興行が衰退し廃館となるが、江戸時代より現代に至るまで風雨に耐え火

災にも遭うことなく、奇跡的に残った最古の劇場を後世に残すため保存

運動が始まり、国内外の建築、演劇に携わる専門家も加わり、芝居小屋

を訪れ専門的な調査が行われた。

昭和45年、歴史的、文化的価値が認められ「旧金毘羅大芝居」として国

の重要文化財に指定され、昭和47年から4年間の歳月をかけ、昭和51年

に現在の愛宕山中腹に移築復元された。

平成15年、復元及び耐震構造補強工事（平成の大改修）が行われた。調

査の結果、天井裏全面に鉄骨で構造補強が施され、補強を施すことによ

り、大梁を支えていた四本の支柱を除去することが可能となり、本来の

姿（江戸時代の内装）に戻された。併せて調査中に発見された痕跡を検

証し、判明した「ブドウ棚」と「かけすじ」が復元され、より江戸時代

の情緒あふれる姿に再現された。

昭和50年度の移築大改修以後、昭和60年から毎年「四国こんぴら歌舞

伎大芝居」が開催され、四国路に春を告げる風物詩となっている。

【花道】

舞台下手より直角に客席を貫き、鳥屋に通じている。

【すっぽん】花道の七三の位置にある切穴のこと。

【廻り舞台】

舞台中央にある直径４間（7.3ｍ）の円形に刳り抜き、回

転させることができる舞台。

【セリ】

廻り舞台にあり、「スライド」式に奈落と舞台を上下で

きるようになっている。

【空井戸】

舞台と花道の付け根に構えた半間四方の空枠。舞台下の

奈落に通じており、ここから出入りしたり、早替わりな

どに用いられる。

【仮花道】舞台上手より、直角に客席を貫いている。

【かけすじ】役者などが宙乗りするための装置。

【明り窓】開閉することで場内の明るさを調整する。

【顔見世提灯】

興行の際、役者の番付の代わりをしている。

【ブドウ棚】

竹で編んだ格子状の天井。花吹雪も散らすことができる。

約500本の竹を使用。











香川県三豊市
げすとはうすかちょうえん

外観

ゲストハウス花鳥苑

ゲストハウス花鳥苑は、笠田村7代目村長であった鳥取富

士男氏により建てられ、会合や来客のもてなしに使われた。

工期は長く大正後期に着手し創意工夫をしながら昭和前期

に完成させたといわれている。

和建築でありながら、天井は高く、欄間からやわらかく光

を取り入れ、客間を明るく開放的な空間にしている。また、

奥には洋館が付き和洋複合型建築となっている。

拘りを感じるデザインの建具より光が差し、より一層装飾

の細やかさが際立っており、見るものを喜ばせる。外周の

筬欄間の上部には鏝絵が廻らされ、視覚的に間延びしない

ように工夫されている。

国登録有形文化財として、適切に保存修理され現在もゲス

トハウスとして利活用されている。ぜひ宿泊して細部の拘

りを探って頂きたい。

ゲストハウス花鳥苑

昭和前期（西暦1920年代）

木造二階建て

香川県三豊市豊中町笠田笠岡1764番地1

090-8285-7040

https://abnb.me/vG2wwzsKbZ

ゲストハウスとして営業中（見学･宿泊は要予約）

さぬき豊中ICから車で約3分

国登録有形文化財

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

見どころ

【展望の間】

2階廊下の突き当りには3面をガラス建具に囲われた展

望の間を設け、3帖ほどの小部屋でありながら大変眺

めの良い心地よい空間となっている。

【客室の障子】

3方向すべて猫間障子と

なっている。

幅が狭いのが印象的。

どの方向も開くと庭が望

める。

コーナー部に欄間を寄せ

ているのが珍しい。

【浴室棟】

浴室の天井は換気口をそなえた格天井で、

浴槽は五右衛門風呂。現在は湯を貯める

システムになっているが、鉄釜のまろや

かな湯加減を体験することができる。

浴室横には床の間をそなえた3帖の休息

の間を設けており、茶室のような趣きが

ある。

【床脇】

【廊下の手すり】

一枚一枚図柄が違うことに注目して欲しい。

【欄間の彫刻】※建築当初のものではない

【門】

左側の門は茶室に入る門で網代戸、右側の坪庭に入る

門は石積みとなっている。



香川県東かがわ市
 みたにせいとうはねさぬきほんぽ

三谷製糖羽根さぬき本舗

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

有限会社三谷製糖羽根さぬき本舗（主屋及び砂糖釜屋）

大正 主屋の一部は1950年頃増築

木造瓦葺き

香川県東かがわ市馬宿156-8

0879-33-2224

https://wasanbon.com

午前9時から午後18時

JR引田駅より車で5分、高松道引田ICより車で7分

押場、砂糖釜屋等の建物の見学は要事前連絡

登録有形文化財（建造物）

座敷を改修した土間には長石を再利用し、既存の雰囲気

と調和した奥行きを感じさせる空間となっている。

建物内のランプシェードは小道具等を再活用している。

（写真左）牛の鞍を利用したランプシェード

（写真右）農具として使用していた苗籠のランプシェード

文化元年より続く讃岐和三盆糖の製造と販売を行っている三谷製糖

羽根さぬき本舗は、香川県の特産品である讃岐三白（綿・塩・砂

糖）の一つである砂糖（和三盆）を製造・販売している。

江戸時代、糖蜜を抜いた白砂糖は非常に重宝され、高松藩の特産品

として全国に知られるようになった。

200年以上も続く、昔ながらの手作り製法を継承する為、増改築を

行ってはいるが、基本的には創業当時のままの建物と道具を使用し

ている。

主屋は、瓦葺き木造２階建て、南北棟の切妻造りで、東面は下屋を

差し掛け厨子２階風に見せ、南方は平屋建の入母屋造りとしている。

店舗となっている主屋の一部は、元は主人の寝泊まりの場となって

いた座敷を改修した土間空間となっており、商品の展示及び接待の

場としている。

押入れ部分は、建具を外し畳を敷いた飾り床とし、押入れ上部は、

内にエアコンを収納し横桟の格子をはめ込んだ意匠としている。

土間の一部は小上がりとし、土間空間の単調さを和らげている。

階下中央部は「製法場」とい

う作業場となっており、天秤

形状の圧搾機（国の重要有形

民俗文化財にも指定されてい

る「押し舟」）が並んでいる。

押場内の壁は土壁及び漆喰壁

となっており、酵母菌が付着

している為、塗替えは行われ

ない。

主屋押場玄関の南に隣接する

釜屋は、母屋と同じく南北棟

の切妻造りで、桁行6ｍ、梁

間5ｍの平屋建てである。

屋根上に煙出しの越屋根と煉

瓦煙突を立ち上げた釜屋なら

ではの外観を呈する。

内部は、大釜3連と小釜1基の

煉瓦造竈を配置している。

釜屋小屋組み、越屋根を眺む煉瓦造の竈

駐車場から主屋へのアプローチは、趣の異なる切石と砂利

により、変化に富みながらも連続性を持たせている。

門の腰板張り上部漆喰の外観は、内部建物と統一し調和が

図られている。

表門（手前）と主屋（右奥）



香川県丸亀市
　よしだてい

吉田邸

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

吉田邸

1920年(大正9年)頃

木造

香川県丸亀市本島町笠島314

090-8692-1827(吉田邸 吉田様)

https://www.marugame-happylife.jp/islands/info/

事前問い合わせ・要予約

本島港から徒歩25分、レンタサイクル10分

本島へは丸亀港～本島港へフェリ―で35分

「重要伝統的建造物群保存地区」である笠島地区の古い町並み

に建つ「吉田邸」は、塩飽大工によって大正時代に造られたお

よそ築100年の邸宅である。

笠島地区には、江戸時代から戦前にかけて建てられた建物が

100棟あまり残されており、通りに面して格子構えに、二階に

は虫籠窓を設けたツシ二階建ての町屋形式の住宅が立ち並び、

間に塀を巡らせた家も点在している。吉田邸は通りに面して御

影石の切石布積みの塀と蔵が印象的な建物である。

笠島地区は、瀬戸大橋の周りに点在する大小28の島々からなる

塩飽諸島の中心であった塩飽本島の北東部に位置する小さな港

町である。かつて本島は塩飽水軍の本拠地として栄え、江戸幕

府の直轄地として自治を認められていた。塩飽の船方たちは高

い技術を誇り、江戸時代中期ごろまでは御用船方として活躍し

廻船業が盛んであったが、幕府の方針の変更により塩飽の廻船

は衰退していった。水夫や船大工達はその技術を活かし家大工、

宮大工へと転業し、塩飽大工衆として近隣諸国にその名を轟か

せ、手がけた寺社仏閣などが残っている。

外部建具や欄間のガラスから、室内に自然光が入る。座敷に座って

庭を眺めると一枚の絵のように見えるほど、視界を遮るものを極力

なくしている。縁側廊下の柱は少なく、外部建具の鴨居の見付は限

りなくスリムにしているにも関わらず、たわみやくるいは見られな

い。塩飽大工の技術の高さがうかがえる。

～塩飽大工の技と細部までのこだわり～

縁側の廊下

開放的な室内

縁側の廊下には長さ

12ｍもの節のない杉

の丸太材が使われて

いる。ガラスは大正

時代のものがそのま

ま残っており、光の

揺らめきが趣深い。

手前の大きな岩を

使ったつくばいにも

驚かされる。

【捻竿鯱】

丸太材の桁の組合わせ

る部分の仕口は、捻竿

鯱（ひねりさおしゃ

ち）という技法を使っ

ており、極めて難しい

宮大工の技法。

通りに面した外観

【ちり落とし】

ちり(埃)がたまりにく

いように横格子をわず

かに斜めに組んだ「ち

り落とし」の障子

【欄間の工夫】

刀の鍔を埋めこんだ粋

で珍しい欄間。

鍔の形は様々で、光が

透ける様が美しい。

【目線を意識】

座った目線で目に入る

足元に節が等間隔の竹

材を使い仕上げている。

【客用トイレ】

便器には染付が施され

ている。あでやかな牡

丹の花が見られる。

床は白いタイルと人研

ぎ石が市松模様に貼ら

れている。



香川県小豆郡
しおたけやまさんしょうゆせいきくながやもんおよびなや

塩田家ヤマサン醤油製麹長屋門及び納屋

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

塩田家ヤマサン醤油製麹長屋門及び納屋

昭和初期

木造平屋

香川県小豆郡小豆島町馬木字内浜甲182-１

0879-82-1014

http://www.yamasanshoyu.co.jp/welcomenote/index.html

店舗として営業（見学は要予約）

土庄港から35分・池田港から車で20分

国登録有形文化財37-0300（平成18年03月2日) 

ヤマサン醤油は、小豆島町内最古の弘化３年(1846年)か

ら醤油醸造所として営んでいる。馬木台地を源に西流し

内海湾にそそぐ馬木川沿いの北方に位置し、「醤の郷」

(醤油製造所が立ち並ぶ地域）の玄関口に位置している。

その建物の中で、玄関口にある製麹長屋門及び納屋はリ

ノベーションして現在では店舗兼茶屋として利用されて

いる。昔は船で材木を運ぶことが困難であったため、島

内にある材木を利用している。旧内海町内で利用された

建物の梁や柱は、必要な旧内海町内の家・醸造所・納屋

の立て直しに利用されたり、移築しながら再利用してき

た。外壁は潮風(塩害)や虫害に耐えられるよう焼杉と漆

喰の壁としている。麹を発酵させるためできる限り外気

の影響(温湿度差)を避け窓や扉を2重にして、天井には換

気口・屋根裏には空気抜きを設けている。店舗部分では、

木桶を利用して小物を置き、インテリアとして活用して

いる。

外観

ヤマサン醤油正面

３階建て木造醤油蔵

塩田家住宅長屋門及び塀

ヤマサン醤油の醤油醸

造所及び醸造所当主塩

田邸の道路向いの敷地

に製麹長屋門及び納屋

が建つ。

道路沿いのへの字平面

の平屋建納屋の東に２

階建のように見える製

麹長屋門が繋がる構成

で、製麹長屋門の西端

に間口一間半規模の門

口を開ける。門口は、

現在は店舗の一部に改

造し、商品陳列や、茶

屋として利用している。

製麹長屋門の東方を麹

部屋とし、南に下屋を

差し掛けている。

木造３階建ての１階から３階

まで大きな醤油樽を置き醤油

醸造していた。木桶の大きさ

が２mと深く重量もある為、梁

や柱を二重にするなど工夫が

されている。梁も曲がりのあ

る木材をそのまま利用して構

造材としている。小屋組みは

キングポストトラス、外壁は

焼板縦張となっている。

。

醤油醸造場の南方住宅敷地

の南編に建つ。入母屋造、

本瓦葺、腰を焼杉板張、上

部を黒漆喰塗とした長屋門

で、東に脇門、西に茶室を

繋げる。堀は、内側をコン

クリート節目仕上げ、外側

を縦板張とし、馬木川沿い

は谷積石垣の上を源氏塀状

として趣ある景観である。

通路から店舗を望む

元麹部屋の茶屋の天井

木桶を利用した飾り棚



香川県高松市
 おびかけじゅうたく

小比賀家住宅

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

小比賀家住宅

江戸時代前期（西暦1601-1700年)

木造寄棟造 茅葺、本瓦葺

高松市御厩町331

087-839-2660 (高松市役所文化財課)

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/

bunka/bunkazai/shiteibunkazai/kenzo/kohigake.html

毎月第3日曜日 10時～16時

ことでんバス 御厩線「御厩」バス停より徒歩5分

小比賀家住宅は、江戸時代には、庄屋、

大庄屋などの役を勤めていた屋敷であ

る。香川県では古くからの豪族として

有名で、先祖は甲斐源氏武田氏から分

かれた。

約1,400坪もある広大な敷地の中央に

建てられた主屋は、間口十三間半、奥

行五間半という大きな建物で、17世紀

前期に建てられた。

屋根は寄棟造の茅葺きで、四方に本瓦

葺きの庇、棟には二間の本瓦葺きの煙

出しがある。外部からの出入口は複数

あり、内部は座敷上、下の両間、大玄

関、小玄関の間、仏間、神の間、奥の

間、居間、次の間、勘定場の床上部と

広庭と呼ばれる土間部とに分かれる。

広庭は、向かって一

番右の入口を入った

土間の部分で広さは

約25坪。主に来客の

待合所に使われ、時

には法廷の白州とし

ても用いられた。天

井の梁組みは400年

前の姿が今なおその

ままの形で残り、そ

の迫力は圧巻である。

広庭
座敷は身分が高い大切

な客の来訪があったと

きだけ応接間として使

われた。

特に「上の間」は、高

松藩主とその一族の来

訪を受けた時しか使わ

なかった特別な一室で

ある。壁は紙張りで、

大切な来客がある際は

障子や襖とともに張り

替えられていた。客人

に対する敬意とおもて

なしの心を感じられる

気持ちの良い空間であ

る。

また、座敷 下の間より、

香川県指定の名勝庭園

を座観するのも良い。

小比賀家住宅は、近年、耐震補強を含めた保存修理工事が行われた際も

建物に使われている部材(古材)を可能な限り再利用し、取り替える場合

も古い仕様に倣うことで、建物の価値を保っている。また、歴代の当主

が守り続けてきたという歴史の重みも感じられ、堂々たる風格を持つ、

後世に残し伝えたい建物である。

表庭より主屋をみる

午門

主屋西側の池泉回

遊式の築山庭園は、

力強い石組みと

「く」の字に湾曲

した曲水式地割り

が見られる。故重

森三玲先生から絶

賛をいただいた。

長さ36メートル

で、国内最大級の

長屋門である。主

屋からみて午の方

向にあり、午門と

呼ばれる。寄棟の

茅葺き屋根には、

約30トンの茅が

使われている。

庭園

座敷 下の間

一般の来訪者が入ることができるのは、広庭までであった。大玄関の間

の表に設けられた一間半の大式台の正面玄関は、高貴な来訪客の時以外

は使われず、家人が使えるのも、出陣と出棺の時だけという掟のある厳

しい格式をもつ玄関である。このように、出入口や各部屋の用途が来訪

者の身分により分けられていた。広庭より座敷上の間へと奥の部屋へ進

むにつれ、建具、畳の敷き方、釘隠しなどの細部の装飾をはじめとする

室礼が変化していく様は、当時の身分社会の世相を感じられる。

大玄関の間より広庭をみる

座敷 上の間

勘定場の床上げ部より座敷をみる

広庭



香川県高松市
 ひうんかく

披雲閣

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

披雲閣

西暦1917年（大正６年）

木造平屋一部２階建

香川県高松市玉藻町２番１号

087-851-1521（玉藻公園管理事務所）

http://www.takamatsujyo.com/

普段は外観のみ（1/1～3、5/5に一般公開）

ＪＲ高松駅より徒歩５分

大書院は、28畳３部屋が東西に並ぶ。南東北の三方に入側

を廻し、さらに四周に廊下を廻らす。西面の中央に入母屋

造桟瓦葺の附属屋を出し、物置と便所を設ける。

室内は、西面に床を構え、北に付書院を設ける。内法長押

と蟻壁長押を廻し、入側境に障子欄間、部屋境に筬欄間を

入れる。床は幅二間半、奥行一間の規模で畳敷とし框を黒

漆塗で仕上げる。床脇には天袋と鳥居棚形式の違棚を配す

る。室内、入側とも畳敷とし、入側を含めた座敷の規模は

142畳に及ぶ。天井は、室内、入側とも棹縁天井で、和風

シャンデリアを備える。

各部屋から外を眺めると、ゆれる大正ガラス越しに園庭を

眺めることができ、趣きがある。現在ではこのガラスを製

作することが出来ないため、古い建物を解体するなどの情

報を集め、使えそうな場合は、再利用しガラス修繕に充て

ている。

2020年から2030年(予定)まで披雲閣耐震補強工事を各部

屋について順次行っている。

披雲閣は江戸時代の城内の殿舎を意識した伝統的な建物の配置や意匠を持

つと共に、様々な規模、形式の座敷による充実した接客空間を擁する近代

の和風住宅である。江戸時代の城跡に再建され、大正時代における大規模

木造建築の技術的水準を示すものとして重要な建築物である。披雲閣の各

部屋は、その部屋から見える風景などから名前が付けられている。蘇鉄の

間の北側には島津家から贈られたと言われている蘇鉄が植えられている。

槇の間は２階建の１階部分に位置し、12畳半２部屋が東西に並び、南北

に入側を設け四周に廊下を廻らす。２階にある波の間には昭和天皇・皇后

両陛下が宿泊された。第２次世界大戦後しばらくは占領軍に接収されてい

たが、高松市が譲り受けてからは貸会場として結婚式、会議、茶会、華展

などに利用されている。
大書院

大書院の北側外観と大正ガラスの障子

槇の間（１階）

披雲閣平面図

披雲閣全景

外観 波の間（２階）

披雲閣は高松松平家十二代当主松平頼壽の別邸として築かれた。大正３年

に着工、翌年に上棟し、同６年に竣工した。瀬戸内海に面しており、香川

を訪れる賓客をもてなす迎賓館としての役割もあった。披雲閣という名は

江戸時代に三ノ丸にあった御殿の呼称に由来する。

本館は、木造で、接客、居住、家政などの機能をもつ各部を渡廊下で接続

しており、延床面積は1,887㎡に及ぶ。南を正面として玄関を構え、西か

ら北へ蘇鉄の間、大書院、槇の間の各広間を並置し、北方の庭園を望む接

客空間とする。玄関の北には杉の間、桐の間、松の間、藤の間が連なり、

居住と宿泊に供する。玄関の北東には勝手と調理場、桐の間の東には浴室

を設ける。廊下と渡廊下で囲まれた大小の中庭を配し、ゆとりのある平面

を構成する。平面計画は、廊下も含めて一間六尺五寸の柱割で、一体的に

設計されている。



香川県仲多度郡多度津町
はやしもとめてい

　

外観／大玄関

内観／座敷

林求馬邸

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

林求馬邸

1867（慶応3）年

木造本瓦葺き・書院造

香川県仲多度郡多度津町大字奥白方698

0877-33-3884

https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/itwinfo/i135/

毎月第1日曜日 9:00～15:00

JR海岸寺駅出口から徒歩約25分

多度津町指定文化財

林求馬邸は、1867(慶応3)年に建てられた武家

屋敷である。

当時の多度津京極藩(1万石)の殿様は多度津陣

屋(現在の家中)の藩邸に住んでいた。

第6代の京極高典のとき、有事の藩主避難所と

して国家老の林求馬が別邸として築いたのが

当家老屋敷である。有事とは、多度津藩の藩

邸が海に面するので、外国船の攻撃を受ける

懸念である。その動機は、求馬が「安政元年、

神奈川沖で米艦をみる」とあり、日米和親条

約締結のために二度目の来日をしたM.ペリー

提督率いる美國海軍東印度艦隊、所謂「黒

船」であり、9船の大艦隊を見たことだった。

瀬戸内海の長閑な帆船を見慣れた求馬にとっ

て、さぞかし脅威であったと思われる。

第8代の林求馬時萬(ときかず)は、風雲急を告

げる時代背景を反映してか頻繁に改名してお

り、林求馬邸が建てられた時点では「林三左

衛門時萬」と名乗っていたが、現在も地元で

は「林求馬邸」として通っている。

見どころ

【林家の収集品】

書や絵画等の美術品からも当時の様子が覗える。

【頼所】

頼所の2階窓は来訪者を確認する見張り用であ

る。武家屋敷としての機能が見られる。

【山に囲まれた立地】

防衛のための立地であり、北庭は山を借景した

つくりとなっている。

【間取り図】

明治時代以前に建築されたものとしては珍しい

建物の東西方向に抜ける中廊下がある。

内部構造は客間、奥座敷、居間等一つ一つの建屋を独立させる寝殿造とは異

なり、ひとつの主屋の中で互いに連絡させる書院造となっている。

各部屋は大玄関右側六畳と廊下を挟んで北側の六畳を家臣の控えの間、大玄

関左側は茶室となり、その北側十四畳は、藩主に対面、または会議を行う場

である広間である。そしてその右側六畳は藩主の御成間となっており、座敷

と呼ばれている。また各部屋の欄間は透彫、天井は格天井で、家老格以上が

居住する座敷の様相を呈している。

外部構造としては玄関の屋根数棟が「かま型」に連接し、その正面は本瓦葺

の入母屋造となっている。正面にある大玄関は、御成玄関として、藩主が訪

れた時のみ使用する。それ以外の家臣は、小玄関（たのもう玄関）より出入

りする。玄関の棟木の下には「慶応三卯年六月林家繁栄億萬歳 四方潔界宝

牘嵯峨法泉院」とあり、これは林家の繁栄が永く続くことを祈念するため、

嵯峨の法泉院という寺院の宝牘（木製又は竹製の護符や御札）を建物の四隅

に配置し、邪気を払う結界を張っていることが書かれている。



香川県東かがわ市
さんしゅう　いづつやしき

①庭

②奥座敷

讃州 井筒屋敷

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

讃州 井筒屋敷

江戸後期から明治期

木造、入母屋造り

香川県東かがわ市引田2163

0879-23-8550

https://www.hnt.or.jp/sightseeing/idutsuyashiki/

10：00～16：00（母屋）

引田ICより車で約10分

定休日水曜日（祝日の場合は営業）

くぐり戸付二枚折り大戸のある玄関を入ると八畳二間つづきの大きな

帳場がある。

左手前に筒形の橋杭形手水鉢（はしくいがたちょうずばち）、その向

こう右に柱状の柱梁形燈篭（ちゅうりょうがたとうろう）が見える。

「橋」をテーマにした庭である。

帳場を通り庭に近づくと、表門、左手に奥屋敷が見える。

広大な敷地の中心に庭と茶室がある。

母屋から欄干のある渡り廊下を進むと茶室がある。

茶室を囲む廊下の欄間は松竹梅のデザインが施されている。

柱にはヒノキや松のシャレ木、ヒバのあて丸太など異なる種類の木材

が使用されている。天井には北山杉の小丸太とクリのなぐりが交互に

施工されている。

東及び北の塀は柴垣（しばがき）、南側は網代組（あじろ

ぐみ）で土塀が美しく化粧されている。奥屋敷の軒先のす

ばらしい手水鉢（ちょうずばち）、橋杭型燈篭（はしくい

がたとうろう）など、いろいろな形の石燈篭が数多くまた、

きわめて大きい飛石が置かれている。

西側が中座敷、東側が上座敷と呼びお客様をお通しする部

屋だった。南の障子を開けると「御成門」が見える。高貴

な方は、御成門から直接この座敷にお上がりになった。そ

のため、この部屋は南北両方に庭が見える屋敷で一番よい

部屋となっている。

天井の高さは９尺３寸（約３ｍ６０ｃｍ）と当時の住宅に

比べてとても高くなっている。

床の間は、畳敷き、壁には和紙が使われている。また座敷

の廊下も畳敷きになっている。このことから、この座敷は

とても格が高い場所であったことが窺える。

東かがわ市引田にある井筒屋（現在の井筒屋敷）は引田御三家の一つで、

江戸時代から地主や商家として栄えた旧家である。

１９８７年以降、住む人がいなくなり、荒れ放題になっていたが、地元

有志の熱意で自治体による改修が行われ、２００５年に一般公開された。



香川県高松市
ごうやしき（きゅういのうえけじゅうたく）

郷屋敷（旧井上家住宅）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

郷屋敷（旧井上家住宅）

1868年（明治元年）

木造平屋建、瓦葺

香川県高松市牟礼町大町1987

087-845-9211

https://goyashiki.co.jp

11:00〜15:00・17:30〜21:00、土日祝11:00〜21:00

高松中央ICから車15分、駐車場有

有形文化財37-0060〜0074号

上座敷

茅葺の小屋組

釘隠

前庭から見た主屋

離座敷 奥庭
各部屋で装飾が異なる欄間

中庭が望める客間

主屋は中央に敷かれたタタミ廊下の両側に、４室ずつ合計

８室の部屋がある。一番奥の部屋を上座敷と呼び豪華な装

いが凝らされ、数寄屋風の書院や七宝くずしの欄間など、

繊細で緻密な意匠のものがはめ込まれている。また、梁か

ら垣間見えるよくいぶされた茅葺きの天井も見応えがある。

井上家は江戸時代中期からの旧家で代々農業を営むうちに

信望を得るようになり、４代目半三郎義勝が与力の職を任

ぜられ、行政、司法、警護の任に当たり地域の発展に貢献

してきた。以来周辺の人から「与力屋敷」として親しまれ

てきた。

現在は、精粋讃岐料理に手打ち讃岐うどんを加えた料理店

「郷屋敷」として活用され、美しい庭園を眺めながら四季

の美味を楽しむことができる。

中央の表門を潜ると枯山水の立派な前庭が広がり、屋敷の

ほぼ中央に主屋が建っている。当地方で一般的な寄棟造の

４周に瓦葺の庇を付けた外観であり、規模は雄大である。

主屋の北側の中庭を挟んで離座敷が廊下で繋がれている。

北東隅の湯殿（現在は客間）も廊下と繋がって建っている。

敷地内には６棟の蔵があり喫茶室、待合所や食品庫などに

使用され、蔵の顔や姿を変えずに上手に使われている。

左／表門を挟んで東側に米蔵、西側に蔵がある。

西側の蔵は南面の腰が簓子下見板張、北面は真壁造となっ

ている。通りに面する窓に格子を入れるなど長屋門風の外

観とするのは珍しい。

左／米蔵は腰をなまこ壁とし、上部

を白漆喰塗としている。平面は平行

四辺形となっており、これにあわせ

て柱を菱形につくるなど、手の込ん

だ造になっている。

なまこ壁









愛媛県八幡浜市
きくちせいじてい

菊池清治家は当地の発展に大きく寄与した商家である。
木格子の店構えの外観は海運で栄え伊予の大阪と称された当時のまちの面影をしのばせる。

木製三輪自転車の1/2レプリカ展示中

２階和室

菊池清治邸

住宅棟店舗棟

1階店舗

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

ＨＰ

開館時間

アクセス

備 考

菊池清治邸

明治6年（1873年3月14日）築

木造 本瓦葺き（307.78㎡）

八幡浜市浜之町183番地

0894-21-3335

9:00〜21:00

駐車場は八幡浜市民文化活動センター駐車場利用

八幡浜市民文化活動センターから徒歩5分

菊池家は、江戸期以降、木蝋、海運その

他の業容を拡大。歴代当主には、幕末期

に活躍し内海貿易で財を成し、明治に入

り八幡浜銀行を設立した４代清治正明、

東京帝国大学を卒業、広島高等学校校

長・松山高等学校学長などを歴任し、八

幡浜市長として市政の舵取りをした７代

清治（名誉市民）などがいる。

建物は通りから見て店舗棟と右側の住居

棟の２棟で構成され、漆喰塗りの白壁に

店舗棟１階軒下に４枚、住居棟に２枚計

６枚の彫刻を施した欅材の持ち送りが並

ぶ。

店舗棟の大黒柱は欅、土間に面した上が

り框は桜材、2階は柱や長押に栂材、2階

座敷の天井と壁の下部を和紙貼りとする

など、趣向を凝らしながら全体としては

質実な家風を感じさせる。

庭のドングラ（道具蔵）では、日本最古

級の木製三輪自転車が発見されており、

現在大阪の自転車博物館サイクルセン

ターで保管展示されている。

平成29年4月19日に、八幡浜市有形文化

財に指定されている。



愛媛県西条市
 さいじょうえいこうきょうかいぼくしかん

西条栄光教会牧師館

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

西条栄光教会牧師館

昭和26年（西暦1951年）

木造二階建て

愛媛県西条市明屋敷236-17

0897-56-2711

問い合わせによる

JR伊予西条駅から約2.4km いよ西条ICから約7㎞

国登録有形文化財 令和3年指定

西条栄光教会の建築群は江戸時代初期に築かれた西

条藩陣屋跡のお堀の内側に建っている。

白い礼拝堂が北東の堀端に、南側に牧師館、西側に

幼稚園があり、それぞれが切妻の瓦屋根によって統

一され、三棟が渡り廊下で繋がり園庭を囲むように

群を成してお堀とともに調和して佇んでいる。

牧師館・礼拝堂・幼稚園から成る建築群お堀からの眺め

南側外観 北東側（礼拝堂への渡り廊下）

客間.1（旧YMCA相談所）

室.1（旧集会室） 客間.2（旧来客用寝室）

玄関・プライベート側階段

西条栄光教会牧師館は、北側に建つ礼拝堂に合わせるよ

うに高さを抑えた日本瓦の切妻屋根と1階を杉板、2階

を漆喰壁の真壁とした民藝風の意匠で、お堀の情緒に

あった景観を作り出している。大屋根としたことで、床

の段差や吹抜などが立体的になり豊かな内部空間となっ

ている。建築当時は、信者の集会と牧師の生活といった

公私の用途を併せ持ち、回遊性がありながら階段や便所

を２つ設ける事で動線が交わらないようにゆるやかに分

節された巧みな計画となっている。

西条栄光教会は、倉敷レイヨン西条工場の数名の青年男

女の聖書研究会から始まった。昭和25年、教会建設を

決議。建設資金は募金や献金、バザーなどで集めた。ま

た当時の倉敷レイヨン大原總一郎社長の多額の寄付に

よって建設が実現するに至った。翌年、本社営繕部長の

浦辺鎮太郎の設計において教会建設が始まった。

建築家浦辺鎮太郎は、京都帝国大学建築学科でフランク

ロイドライトの高弟である遠藤新に師事し影響を受ける。

倉敷レイヨン入社後は、営繕部門で大原社長の構想する

まちづくりを支え、倉敷市に多くの作品を残している。

（倉敷国際ホテル、倉敷アイビースクエア等）

西条栄光教会と同じお堀の中に建つ西条郷土博物館や愛

媛民藝館も浦辺の設計によるものである。

西条栄光教会建築群は平成27年に保存再生調査を開始

した。その結果、最も危険な状態の結果が判明した牧師

館の改修計画を翌年始動。予算不足による分離発注やＤ

ＩＹ等も行ないながら１年半の工事を終えた。改修計画

では、文化財として当時の姿に戻すのではなく、時を経

て改変された部分を受け入れ今後も使い続ける事をテー

マとしている。

all photo©北村徹

改修マップ



愛媛県今治市
 やぎしょうてんほんてんしりょうかん

八木商店本店資料館

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

八木商店本店資料館

大正7年（西暦1918年）

木造2階建て

愛媛県今治市波止浜2丁目406-1

0898-41-5101

http://yagishoten-honten.jp/

令和4年6月現在休館中

再開時期についてはHPをご確認ください

JR今治駅より車で10分、駐車場有

国登録有形文化財（令和3年登録）

「八木商店本店」は今治の実業家・八木亀三郎（1863～1938）が大

正５年から７年にかけて建てた「八木商店」の店舗兼住宅。八木亀三

郎は海運業・製塩業を生業とし、息子の實通(まさやす)とともにわが

国の北洋漁業の先駆者でも知られる。

総敷地面積1,276坪（裏山回遊式庭園含む）、屋敷は床面積238坪。

「モダンなデザインの内装の一方、耐震性や湿気対策に配慮された近

代和風建築の好例」と高い評価を得ている。棟梁の津川喜一郎は、八

木家のお抱え大工で、ロシアで洋風建築学を学んだとされる。

現在は藤高興産株式会社の所有・管理で、平成30年から藤高グループ

の私設資料館「八木商店本店資料館」として一般に公開されている。

この建物は、玄関のある店舗棟、居住棟、座敷棟の３棟

で主に構成されており、それらを廊下でつないでいる。

その他に内蔵や離れも併設されている。

廊下に使用されている45枚のガラス戸は、大正時代の吹

きガラスを用いている。廊下の柱はツガ材、床板はツガ

材の柾目を使用しており、座敷棟の廊下は二重廊下と

なっている。この他にも杉の梁材、虎杢のトチ一枚板の

扉、ケヤキ玉杢材を用いた付書院等、建物の随所に上質

な木材が使用されている。

座敷棟の大広間の襖

や板戸には横山大観

の愛弟子・大智勝観

（今治市出身）の日

本画が描かれている。

中庭には、蟹工船が

樺太からバラスト代

わりに持ち帰った巨

石のほか、京都の鞍

馬石を用いた飛び石

などがある。

居住棟の床の間

コウモリを模った透かし 珍しい扇垂木

座敷棟の床の間

寵愛する孫娘の千菊にちなんだ菊模様の襖柄・引手・欄間透彫

裏山の回遊式庭園からの眺め















福岡県飯塚市
きゅういとうでんえもんてい

旧伊藤伝右衛門邸

見どころ

建物名称

建 築 年

構造様式

所 在 地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

旧伊藤伝右衛門邸

明治30年代後半

木造、入母屋、瓦葺

福岡県飯塚市幸袋300番地

0948-22-9700

http://www.city.iizuka.lg.jp

9：30～17：00 水曜休館（詳細ＨＰ参照）

庭園は導入部の馬車廻しを中心とする広場をはじめ、建築群に挟まれた

中庭の部分、敷地北半分を占める大規模な主庭の3つの部分から構成さ

れる。特に主庭は、流れ及び2つの池泉の背後に緩やかに盛り上がる築

山などから成り、主屋からの展望を意図した庭園であるとともに、様々

な景を楽しむことができる回遊式庭園でもある。池泉に架かる石造の太

鼓橋、2基の石造噴水、敷地の西北隅に立つ石塔、随所に据えられた

様々な形式の石燈篭、築山の頂部に建つ茅葺八角形屋根の四阿など、近

代の回遊式庭園として十分な質と量を誇る庭園景物が見られる。

筑豊の著名な炭鉱経営者であった伊

藤伝右衛門の本邸として明治30年代

後半に建造。大正初期、昭和初期に

数度の増改築がおこなわれた。

高い塀は旧⾧崎街道に面しており、

昭和2年に福岡市天神町にあった別

邸（通称銅御殿）から移築された⾧

屋門や伊藤商店の事務所が目を引く。

邸宅は南棟（正面）北棟（庭側）、

両者を結ぶ角之間・中之間棟、玄

関・食堂棟、繋棟の家屋5棟と土蔵3

棟からなり、池を配した広大な回遊

式庭園を持つ近代和風住宅である。

和洋折衷の調和のとれた美しさ、当

時先進的だった建築技術や繊細で優

美な装飾を随所に見ることができる。

柳原華子（白蓮）が伝右衛門の妻と

して約10年過ごしたゆかりの地で、

伝右衛門や白蓮に思いをはせる場で

もある。

アールヌーヴォー

調のマントルピー

ス、イギリス製の

ひし形のステンド

グラスのある応接

間、一畳たたみを

敷き詰めた⾧い廊

下等、様々な芸術

的技法を取り入れ

た、繊細で優美な

装飾を随所に見る

ことができる。

入側（東）









福岡県築上郡築上町
こみんかしょくあんでんぼうじのしょう

古民家食庵 伝法寺庄（旧竹内家住宅）

見どころ

建 物 名 称

建 築 年

構 造 形 式

所 在 地

電 話

Ｈ Ｐ

開 館 時 間

ア ク セ ス

備 考

古民家食庵 伝法寺庄（旧竹内家住宅）

1880年（明治13年）、1916年（大正5年）改造

木造平屋建、入母屋造、桟瓦葺

福岡県築上郡築上町大字伝法寺587

080-1760-3633

http://chikujo-rekishi.jp/category/denbouji/

毎週 金・土・日曜日 11:00～15:00（2日前予約）

（詳細ＨＰ参照）

東九州自動車道（築城インター）から車で約10分

＊写真：築上町

食事処で提供され

ている御膳は、地

元の旬の食材を使

い、地元の主婦が

作っている。漆器、

磁器など旧竹内家

で使用されたもの

も活用されている。

古民家食庵 伝法寺庄（でんぼうじ

のしょう）は、明治13年建築の農家

住宅を食事処に活用している建物で

ある。

お店の名前は、ここ伝法寺が平安

時代に宇佐神宮の荘園（神領）、

「伝法寺庄」と呼ばれたことに由来

している。伝法寺庄は鎌倉時代には

豊前宇都宮氏の初代、信房が九州平

定の恩賞として源頼朝から賜った所

領である。竹内家は古くからの城井

谷の在地領主であり、宇都宮氏の有

力家臣、伝法寺氏の末裔である。こ

の建物建設時の当主は、竹内徳松

（1859～1947）で、上城井村の議員

や助役を務め、また農事改良活動や、

肥料購入などの信用購買組合を設立

するなど、地域の発展に貢献した。

大正期には増築した診療棟を竹内医

院として開業した。この建物は、竹

内家から、平成27年に地域のために

役立てほしいと築上町に寄贈された。

伝統的な農家住宅形式の主屋１階の座敷は、水墨画の襖

絵や繊細な欄間で飾られ、外の池泉式庭園の眺めを取り込

むなど、品のある接客空間となっている。豊前地域の特徴

である、床の間と仏壇（現在は床の間）が矩折に配置され

てる平面も面白い。

現在は、この座敷でお食事をいただくことができる。

1階座敷*

矩折配置の床の間*

主屋外観*

田園の中に建つ古民家食庵伝法寺庄

提供されている

お食事例*











佐賀県唐津市
　からり　きゅうふじおけしんたく

CALALI　（旧藤生家新宅）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

CALALI

明治11年

木造2階建て

佐賀県唐津市江川町627

090-1162-8570

www.calali-karatsu.com

12:00-18:00

JR唐津駅より徒歩13分

休み：毎週水曜日/駐車場3台

人が住むところに文化が落とし込まれ古民家は理にかなっていて面白い。

と徳永氏、笑顔で一言。今もなお人が集う場所となっている。

引出しの中には徳永氏からのメッセージ。”ご縁がありますように”

舞台照明の仕事をされていた徳永氏こだわりの柔らかく暖かい光と影の

空間、140年の歴史と今を是非体感していただきたい。

現在はカフェ・1日1組限定の宿・展示会やワークショップなどレンタルス

ペースとして営業されている。素材にこだわった飲み物や季節のスイーツ

も楽しめる。地元の人や伝統の職人技で蘇り、この地に残った当建物。最

近では、地元の高校生も週に1度建物に触れ、社会勉強の場として手伝い

に来ている。当時の姿が残るCALALI。

藤生家の歴史を大切に現代の方法で活かされ発信されている。

空き家になっていた為、取り壊して駐車場にする計画が

進んでいた当建物。CALALI代表徳永氏との出会いは今か

ら遡ること4年前。2018年から1年かけて改装され 2019

年5月にカフェCALALIがオープンした。

先人たちの知恵や技術を引き継ぎ活かし、今でも挑戦し

進化し続けるCALALI。当建物に使われている後世に残す

べく職人技が建物の魅力をより一層引き立てている。

江戸期から栄える旧街道沿いに面する築143年の商家。正保元年(1644

年)の肥前国唐津城廻絵図では、鉄砲町と書かれ、組屋敷が並んでいた。

江川町は、現在静かな住宅街だが、明治中期は、米屋・豆腐屋・酒屋・

呉服屋などが建ち並び、活気のある通りであった。 当建物は江川町随一

の豪商、藤生平兵衛ゆかりの建物。藤生家の屋号は酒井家。酒井屋とい

う屋号の油屋で財をなし、その後文政2(1819)年に造り酒屋藤生酒造を

始める。万延2(1961)年には薬の取引をしていた記録が残り、多角経営

をしていた事が伺える。当建物は木造2階建て桟瓦葺き切妻造り。外観

は1階軒先に持送りを3箇所つけ、1階の西側と2階の中央部に 出格子を

つける。持送りは彫りが深く、意匠が優れている。玄関を入って土間を

進むと吹抜けになっており当時は2階へ荷物を揚げ下ろした。現在も滑

車がありその空間が活かされている。御座敷には、床柱に杉の磨き丸太

を用い、天袋は唐津藩御用絵師、長谷川雪糖によるもので、表側には富

士山が描かれ、裏側には虹ノ松原や大島が一望できる景色、舟に乗る

人々が細かく描かれいる。表側の保存状態が良い事から、唐津くんちな

どのハレの日に表面の富士山を見せたのだろう。御座敷から続く渡り廊

下には、階段をかけて上がる月見部屋があり、8月9月は月が正面に見え、

軌道も計算された設計となっている。お茶室もあり今後はお茶室と中庭

の動線も復活の予定。中庭では、当時も今も季節の草花が楽しめる。 2

階は全て板の間になっており収納空間として使用されていた。当建物の

前面道路は、曳山の巡行路であり14番曳山七宝丸を受け継ぐ町。2階の

窓は、神を見下ろさない高さに設定されている。年月は建っても、当時

からある建物から見える景色は、一言では表せない感慨深いものがある。

「土間」

寒い冬でも暖かい三和土土間。

左官作業の仕上げに莚(ﾑｼﾛ)で型

押しされている。掃除がしやすい

ように端は平面になっている。

「畳・踏み床」

江戸時代の製法を使った踏み床。

床の凹凸に、い草を敷き詰め厚さ

を均等にする。わら床を踏み固め

何層にも重ねて作ることから踏み

床と呼ばれる。サンド床(発砲ス

チロール)に比べ柔らかい為、手

作業で縫われる。

「襖・名尾手すき和紙」

300年の歴史を持つ名尾手すき和

紙。通常和紙の原料として使われ

る楮(ｺｳｿﾞ)ではなく、佐賀市大和

町名尾地区に自生する梶の木が使

用され薄手でも丈夫な紙に仕上が

るのが特徴。和紙の凹凸から光の

グラデーションが美しく映える。

「建具・御簾戸」

2階の収納に保管されていた御簾

戸。障子とはまた違った採光と簾

の隙間を通る風はゆるやかに吹抜

け、影も楽しめる。上段下段を除

き、間の6段は1本の竹である。

「浴室・換気」

松の形に彫られた照明周り。この

箇所は外へ風が抜けるよう設計さ

れ、湯船に浸かり見上げる部分に

は富士山が彫られている。中庭を

望むひし形の窓も当時からの窓で

季節の木々が楽しめる。

















長崎県壱岐市
へきうんそう（きゅうくまもとけじゅうたく）しゅおく

碧雲荘の入口にある石
垣は昭和13年秋頃か
ら地均しが始まり、石
積みは翌14年1月から
約１か年を要して完成
させたものである。石
材は佐賀県唐津市鎮西
町産、総数6,500個の
角石材を搬入してい
る。底辺からきれいに
積み重ねられた石垣
は、美しい平行線を見
ることができる。

碧雲荘（旧熊本家住宅）主屋

正門は南に見える壱岐水道を見下ろせる高台にあり南の碧雲荘入口から
70ｍほど上りきった場所にある。間口7.6ｍほどの大きさをもつ切妻造
で、銅板葺の屋根かつ頂部は桟瓦葺を乗せている。柱に控柱を伴う構造
で中央に両開き、左右には片開きの扉をそれぞれ付けている。『熊本利
平　ふるさとのあしあと』によれば、「台桧の丸太を柱に、戸板は屋久
杉の一枚もので特有の年輪は美しく細やかな木目を露わしている」とあ
る。また縁桁は京都の嵯峨野から伐りだされたもので、桂川、淀川を下
り大阪で船積されてきたものとある。

柱下部には滝を昇る鯉
が銅板に刻されてい
る。

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

碧雲荘（旧熊本家住宅）主屋

1941年（昭和16年）

木造平屋建 入母屋造桟瓦葺

長崎県壱岐市石田町西触字白水1486-1

0920-44-6150（石田町総合福祉センター）

なし

8:30～17:15

印通寺港より徒歩10分，壱岐空港より車で6分

登録有形文化財(国登録),まちづくり景観資産(長崎県)

※見学時前日までに要連絡

碧雲荘（旧熊本家住宅）主屋は、九州本土と対馬の間に位

置する壱岐島の南東部にある印通寺港を見下ろすことがで

きる高台に実業家熊本利平（1879～1968）によって建て

られた住宅である。

碧雲荘が建てられる以前は旧石田村役場であったが、熊本

がその地を譲り受け、周囲の土地も買い入れて宅地を広げ

ていった。熊本は関東在住時に山形有朋の別荘であった

「古稀庵」を買い入れているが、碧雲荘はその庵に似せて

建てたものとされる。

主屋は玄関を東に配し、向かって左側に洋風の応接間を置

く。中庭を取り囲むようにコの字型に廊下を巡らし、その

周囲に多数の部屋を配した造りとなっており、洋間を付随

する点が特徴であるが、全体としては日本建築の特徴を基

調とした和洋折衷的な室内意匠となっている。

現在は碧雲荘の一部が石田町総合福祉センターの建物と直

結しており、利用もなされているが、昭和初期の豪華な和

風住宅として良好な状態を保ち、またその価値は高い。

南側の洋間は応接間となっ

ており、寄木張りの床に絨

毯を敷き、一部出窓風に棚

を付ける。

南に畳縁を廻らさた座敷は数寄屋造り風に仕上げており、

欄間には繊細なすかし細工が嵌められている。

襖紙が部屋ごとに全て

異なる柄となっている。

同敷地内には旧宮家から下

賜された茶室を昭和18年に

移築した「花雲亭(茶室･待

合）」もある。

壱岐市指定有形文化財

長崎県まちづくり景観資産



長崎県松浦市
　きゅういまにしけじゅうたく

旧今西家住宅は、明治33年頃 現当主（今西誠司）の曽祖父にあたる今西卯太郎によって建てられた。厨子二階造りである。
建設地の松浦市は元寇の史跡に富む北松浦半島の北西部に位置する閑静な港町で、昔は海に隣接し漁船との作業に特化していた。
居住スペースの1階と２階の倉庫で構成され、2階の霧除け庇は開口部上部からの雨漏りを防ぐ役割を担っている。

建物を支える大黒柱は9寸角で通し土間に面
した長式台は磨き上げられ、根太天井の格子
とともに建物の重厚さが覗える。

内外に渡って手入れされた建物は、建設当時の面影を良く残
しており、持送り・大戸・箱階段は当時のままである。
大戸は、荷車を土間に入れるためのもので、引戸も併設されている。
土間の神棚、海の神棚、仏壇と建築主の信仰の高さが垣間見られ
箱階段の手摺・持送りの彫刻などに当時の大工の技量が覗われる。

旧今西家住宅

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧今西家住宅

明治33年頃

厨子二階造り

長崎県松浦市星鹿町岳崎免2348

0956-75-0191

なし

事前予約が必要

松浦鉄道御厨駅から徒歩40分

入館：無料

厨子二階造りの外観

二階 交差登梁

出窓持送り 玄関の大戸

欄間 箱階段

座敷床の間 神前の間神棚

土間の神棚釘隠し

土間から居間を見る



長崎県南島原市
 きたむらせいぼうきねんかん

北村西望記念館

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

開館時間

アクセス

入館料

備 考

北村西望記念館（北村西望生家）

1815年（文化12年）

木造２階建

長崎県南島原市南有馬町丙393-1

0957-85-2922

9：00～17：00

休館日：毎週木曜日・年末年始（12/29～1/3）

バス：JR諫早駅前から小浜・口之津行き→口之津にて

西望公園行きに乗換

車 ：南島原市役所南有馬庁舎から10分 駐車場14台

一般 200円 高校生 150円 小中学生 100円

長崎県まちづくり景観資産（景資第2-19号）

北村西望記念館は平和を象徴する長崎平和祈念像の作者で知られる日本彫刻界の巨匠、北

村西望の生家である。旧名家北村家の四男として生まれ育った住宅で築200年以上を経過

した瓦葺き２階建の木造建築物であり、西望氏監修のもと昭和60年に復元工事が完了。建

築当時は150坪であったが、現在は100坪となっている。展示施設になっているが、外観

はほぼ当初の姿を残している。

静かな農村にたたずむこの記念館は、有明海や天草の島々や島原の乱で有名な国指定史跡

「原城跡」も望め、すばらしい景観の中にある。

屋外の西望公園には13点、館内には、

彫刻・書・絵画など約60点の作品

が展示され、西望芸術の足跡を

たどることができる。

屋外には長崎平和祈念像の1/4

サイズの作品も展示されている。

１階和室

床の間には西望最後の書が飾られている。

１階廊下

２階展示室

玄関土間の天井

西望公園からの眺め









熊本県五木村
かふぇみなもと

見どころ

CAFЀみなもと

＜Before＞ ＜After＞

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

営業時間

店休日

アクセス

備 考

CAFÉみなもと

平成15年 移設、増築

木造

熊本県球磨郡五木村乙１５３２－１

0966-37-7810

https://hizoe.co.jp/cafe/

午前11時〜午後６時

月曜日・年末年始

国道3号線沿い氷川町商工会より東陽町方面へ。約25ｋｍ

カーナビでは「白滝公園」で検索。すぐ向かい側。

当建物は、川辺川ダム水没予定地にあった建物を移設・

増築したものである。

本体は戦後まもなく建築された平屋建ての古民家である

が、ダムの計画により建替えができない状況が続き、家

族の変化と共に増築で対応。2000年、ダム建設賛同の

調印を機に解体。部材を譲り受けた現オーナーにより

2003年に現所在地に移設し店舗部分を増築。2017年ま

で食堂及び民宿として利用されていた。移設の際に、川

辺川ダム水没予定地で解体された別の建物の部材も活用

し建築したという。まさに、ダムで翻弄された建物の集

合体となっている。

現在の姿となったのは、2018年9月以降のリノベーショ

ンによるもの。学生を始め地元村民によるワークショッ

プや、熊本県による「元気だけん！くまモン県プロジェ

クト」など、つながる人々のチカラで作り上げられた。

目に見えないものとつながっている感覚を覚えるこの空

間を、地元食材と共に味わって頂きたい。

五木村は熊本県南部である球磨郡北部に位置しており、

五木の子守唄で知られる人口1,000人ほどの村である。

1963年から1965年に川辺川及び球磨川流域において大水

害が発生したことを契機に、1966年旧建設省より川辺川

ダム建設計画が発表された。そして今、ダムの建設は止

まったままである。

「CAFEみなもと」は、時代に翻弄された建物が地元の

人々と多くの村外協力者の手で蘇った空間である。ここ

で働くのは、U・Iターン者、インターンの学生たち。店内

では、地元特産品の販売と同時に、地元住民からリサー

チした日用品も並んでいる、地元にとってもなくては

ならない場となっている。

手作りの、人々に寄り

添った新しいカタチの

「和の空間」を感じて

みてはいかが。

（白滝公園）

公園の名称である白滝とは、高さ70ｍ、幅200ｍの切り立った石灰

岩の断崖がまるで滝が流れ落ちるように見えることから。見る者を

圧倒する白い岩と、その下を流れる深いエメラルドグリーンの川と

の美しいコントラストが見事。園内には吊り橋や小さな鍾乳洞があ

り、夏場は川遊びにやってくる家族連れや若者らも多く、隠れた穴

場として知られる涼スポット。











大分県別府市
  しょうはえん（きゅうくにたけべっそう）

照波園（旧国武別荘）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

旧国武金太郎別邸（AMANE RESORT GAHAMA内）

昭和二年

木造平屋建・入母屋造 桟瓦葺

大分県別府市上人ケ浜5-32

0977-66-8833

https://gahamaterrace.com/

12:00～14:00 ※事前にフロントへ要連絡

別府ICから車で15分

旧国武金太郎別邸は、久留米絣で財を成

した久留米財界の有力者、国武金太郎の

別荘である。

昭和二年に京都の職人によって建てられ

た。なお、棟梁は大分市出身の田仲亀鶴

である。

桟瓦葺き入母屋造りの平屋建。当時は、

金波、銀波の二間と茶室があり、金波の

間は数寄屋風の書院造りで、銀波の間は

民家風の造りであった。その後、1953年

に九州電力が保養所として受け継ぎ、洋

館部分を増築。

現在では、建物の保存を目的に2016年に

リゾートホテルへと生まれ変わった。

旧館である和風部分は「茶寮 照波園」と

して茶室に、増築された洋館部分はサロ

ンとして見学ができる。

増築された洋館部分。

外観は英国の民家風の佇ま

いである。玄関ホールの吹

抜空間には暖炉が設けられ

ており、本格的な洋室空間

を構成している。また、保

養所時代に大浴場だった場

所はギャラリー兼ショップ

として使用されている。

照波園外観

照波園内観 杵や曲木を組み合わせている

洋館外観洋館内観

照波園入口

旧館である和風部分

「茶寮 照波園」

玄関の船底天井には久留米

絣の版木が一面に張られて

いる。また、多くの奇木、

珍材が使われており、高価

な材を用いた贅沢な造りで

あることが分かる。他にも

キリシタン禁制の高札や水

車の側板を使用した天井な

ど当時の建材などがそのま

ま残っており、大変貴重な

建物である。

キリシタン禁制の高札久留米絣の版木

照波園廊下 照波園茶室



大分県国東市
　とういんりょう

涛音寮

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

休館日

入館料

アクセス

涛音寮、茶房さんがいや

明治初期

木造３階建て 入母屋造 桟瓦葺

大分県国東市国見町伊美2017

0978-82-1328

http://www.touinryou-sangaiya.com/

9:00～17:00

火曜日（祝日の場合は翌日）

大人 200円

大分空港より車で50分

国東半島の最北端、姫島行き連絡フェリーが発

着している伊美港近くに位置する。南の山側に

は神仏習合の千三百年の歴史文化の残る両子寺

があり、北の海側は周防灘に面している。また、

古くから国東半島六郷満山の仏教文化の街とし

て栄え、古来からの仏教遺跡などの文化財が数

多く点在する歴史豊かな地域である。そこに明

治の初め、今から約140年程前に造り酒屋の母屋

として「重光銀九郎」が建てた木造三階建ての

天守閣に似た外観が印象的な建物である。

「橋本屋」(当時の屋号)は昭和初期３代目の時に

すでに造り酒屋はやめていたが、昭和中期の終

戦後の４代目の時代は材木商となり、地域の中

心であった通称「三階屋」は役割を変動してい

く。現在は傷んだ三階屋を丸２年かけて全面的

な修復復元し、福岡市にある純真学園国見研修

所・涛音寮として約25年前の平成9年4月にオー

プンし、国東固有文化の交流の場となっている。

一番の特徴としては、木造３階建ての外観・建物で、県内

では数少なく貴重な存在である。改修時の瓦の面積は近隣

のお城より面積が広かったとの事。３階からは海を眺める

事ができ「涛音寮」の名前の由来になっている。

鶴と亀と大海原を表す枯山

水の庭を鑑賞しながら食事

や「野立てコーヒー」を楽

しむことができる。

たこめし御膳庭を眺める

２階のギャラリー

１階のギャラリー兼工房

案内冊子より町村合併祝賀写真(昭和30年4月)

３階建てを支える欅の34cm角の

大黒柱と梁せい50cmを超える松

の梁は圧巻の存在でギャラリー中

心部に存在する。他の管柱も五寸

五分から六寸で構成されている。

床の間などをよく観察すると柱

や床板に隠し細工が数か所見られ、

当時の大工技術に出会えるかもし

れない。
ひょうたんの細工

大黒柱と梁

３階のギャラリー

１階の土間一角は、涛音寮が

生家で三階屋の主としては５

代目の女性表具師「和田木乃

実」氏の仕事場でもあり、着

物や古布を使った創作屏風を

作成・展示販売をしている。

掛軸の修復作業や美しい屏風

が出来上がるまでの工程も見

学可能。息子夫婦と３人で表

具師として活躍している。

２階は改修時に一部３階小屋裏を見せる吹抜の空間とし、開放的な

展示室となっている。季節毎に違った作家の展示内容で楽しませて

もらえる。３階は当時のままの造りの展示室となっており、迫力あ

る格天井が包む空間の中で見学は風通しも良く心地よい。



大分県杵築市
 おおはらてい

大原邸

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

開館時間

入館料

アクセス

ＨＰ

駐車場

備 考

大原邸

江戸時代後期

木造平屋建・寄棟造茅葺・武家屋敷

杵築市杵築207

0978-63-4554

10:00～17:00（入邸は16:30まで）

一般300円・小中学生150円

JR杵築駅→国東観光バスまたは大分交通バス杵築

バスターミナル行きで約10分終点下車、徒歩6分

https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/7/bunka/bun

kazai/bunkazai/1813.html

共同駐車場利用

杵築市北台南台伝統的建造物群保存地区内

大分県指定有形文化財

土塀と石垣が印象的な酢屋の坂は
石畳が非常に美しい坂道である。

その酢屋の坂隣りに位置する。

酢屋の坂

主屋の庭園を望む座敷 主屋の仏間

武家屋敷の顔・式台玄関

茅屋根と煙 座敷と床の間

弓天井

主屋の部屋は、接客部分と裏の住居部分が完全に分離されており、公私
を区別してしつらえ、来客用座敷と次ノ間は白壁・高麗縁の畳敷き・畳
表は備後表、これに対し家人用は土色の泥壁・畳縁は模様無し・畳表は
七島表としている。昔は、杵築市は七島イの生産が盛んで生活部屋の畳
表で日常で使われていた。座敷には豪華な欄間などの装飾はなく、質実
剛健を旨とした武家の暮らしが垣間見られる。

茅葺屋根の主屋に入母屋造りの式台玄関（間口２間、奥行
１間）を備えた堂々たる姿は、この家の格式の高さをあら
わしている。式台の奥に設けられた玄関ノ間は、玄関から
魔物が入らないよう魔除けの意味を持つとされる赤色の土
壁になっている。

家にいるときも武道に励み、
その姿を先祖に見てもらうた
め仏間で弓の稽古ができるよ
うに天井を高くしていたとい
われている。

大分県杵築市の大原邸は、江戸後期に杵築藩の家老、用心など、上級武士の屋敷だったとさ
れる建物である。かつて武家屋敷が軒を連ねた城下町の高台に建ち、長屋門や風格ある茅葺
き屋根の主屋（建築面積約71坪）、敷地面積656坪の広さと豪華な回遊式庭園を備えている。
大分県指定有形文化財に指定されており、杵築に於ける最も貴重な遺構の一つである。

炊事場は天井板を貼らず、
その煙で屋根を燻すことで
屋根裏に虫がつかないよう
にしていた。

座敷の床の間は、畳を敷いた
床畳である。畳の縁は紋縁と
なっており、簡素な中に、格
式の高さがうかがわれる。

四季折々の表情を見せる美しい庭園から主屋を望む

広大な回遊式庭園



大分県日出町
てきざんそう（きゅうなりきよけひじべってい）

的山荘（旧成清家日出別邸）

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開館時間

アクセス

備 考

的山荘（旧成清家日出別邸）

1915年（大正4年）

木造平屋建一部２階建・桟瓦葺近代和風建築

大分県速見郡日出町2663番

0977-72-2321

http://tekizanso.com/

10：00～22：00（年中無休）

日出ICより車で8分、JR暘谷駅より徒歩8分

「的山荘（附日本庭園）」日出町の有形文化財に指定

「旧成清家日出別邸」建造物5棟および土地が国の重

要文化財に、「旧成清博愛別邸庭園(的山荘庭園)」庭

園が 国の登録記念物に登録

的山荘に残るガラスのほとんどは、建築当初の手作りガラスで、気泡

入りや景色がゆがんで見える特徴がある。ガラスごしの景観はとても

味わいがあり、木製建具を額縁として絵画鑑賞をしているような雰囲

気さえある。見る位置や角度で異なった雰囲気を醸し出し、高貴な楽

しみ方ができる。

的山荘は、日出町の暘谷城三の丸跡地に、馬上金山（現杵築市山香町）の採掘で巨額の富を築いた成清博愛（なりきよひろえ）が

築いた旧邸宅である。別府湾を一望する広大な敷地（3,670坪）に桟瓦葺近代和風建築の粋を凝らした豪華な家屋（約300坪）、

さらには別府湾を泉水、高崎山を築山に見立てた借景の見事な庭園が広がる。大正３年３月に着工、大正４年１月に落成し、総工

費は25万円（現在の価値でおよそ７～８億円）と記録されている。

「的山」とは博愛の雅号で、数々の炭坑や金山の採掘事業に失敗し、最後の望みとして辿り着いた馬上金山で「山を的（あ）てた

い」と名付けたと言われている。後にこの邸宅は、彼の偉業を讃えて「的山荘」と名付けられた。

政財界の社交場でもあった的山荘は、

昭和３９年に、博愛の孫(信輔)が料亭

として開業し、城下かれいの料亭とし

て全国的に知られ、皇族をはじめ多く

の著名人が訪れるようになった。

日出城の下、海底の真水が湧き出る所

に生息する城下かれいは、古くから美

味淡白と珍重され、美食家の木下謙次

郎の書いた『美味求真』で日本の名物

料理八選に選ばれた逸品である。

現在は日出町の指定管理施設として、

城下かれい・日出の鱧をはじめ、関ア

ジ・関サバ、臼杵ふぐ、豊後牛など地

産地消を志した割烹料理のご賞味と共

に風情ある和の空間を堪能できる。

桟瓦葺の腕木門から玄関前のロータリーまで、綺麗な石畳

が続く。庭園内には8本もの皇族記念植樹があり、季節

折々の木々を楽しめる。玄関の式台も歴史を感じさせる。

随所で、江戸時代以降の伝統的手法を残

した豪華な日本家屋の醍醐味を味わえる。

皇族の方の迎賓館とされていた個室や48畳の大広間があり、

床・書院等の座敷飾り、様々な形状の欄間彫刻、襖の引手

金具一つとっても、細部まで、細やかな拘りが感じられる。

著名人の扁額や掛け軸・色紙なども貴重な一品である。大

広間には、一枚板から作られた筬欄間（機織り道具の筬の

ように縦桟が細かく彫り込まれている）、細かい彫金が施

された大正時代の西洋ランプ（電球と和紙による穏やかな

明かりを放つ）、光の加減により雲の絵が浮かび上がる襖

等もある。その他、現在は採掘禁止となっている京都の鞍

馬石を沓脱石としていることや、邸宅内や外塀に太平洋戦

争中の弾痕が残されている等、希少価値が高く見どころ豊

富な建物である。

玄関前のロータリー

正門 玄関・式台

個室 床の間

大広間



大分県杵築市
ひとつまつてい

一松邸

見どころ

建物名称

建築年

構造・様式

所在地

電 話

Ｈ Ｐ

開邸時間

休館日

入館料

一松邸

昭和４年８月

木造２階建て 入母屋造 桟瓦葺

大分県杵築市南杵築193-1

0978-62-5761

https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/7/bunka/bunkazai/bu

nkazai/4642.html

10:00～17:00

12月29日～1月3日

個人：一般 150円 小・中学生80円

共同P利用

杵築市の初代名誉市民となった一松定吉氏が

母親のために建設した邸宅である。現在の豊後

高田市にあたる美和村出身の一松定吉氏（明治

8年～昭和48年 享年98歳）は、杵築藩の剣術

や槍術の指南役であった一松家の家督を継ぐ養

子に入り、18年間検事を務めて弁護士になる。

その後、第一次吉田内閣で各大臣を歴任し、

34年間政界にて活躍する。

昭和2年より２年の歳月をかけて建てられた邸

宅は、昭和32年に杵築市に寄贈され「一松会

館」として市民の憩いの場として開放されてい

た。その後、市役所の移転に伴い平成12年に

杵築城と海を望む現在地に移築され「一松邸」

と改称し一般公開している。昭和初期における

木造建築の技術と粋を結集した邸宅として知ら

れており、座敷からは守江湾から豊後水道を一

望できる絶景を楽しむスポットとなっている。

高級木材をふんだんに使

用した贅沢で洗練された

趣ある屋敷である。武家

屋敷の特徴として縁桁は

天然絞りと呼ばれる特徴

の模様が木の表面に現れ

ている事などから、非常

に珍しく高価な材料が使

用されている。床板は長

さが約８ｍと規格４ｍの

倍の長さの無垢材で客を

もてなしている。床柱に

は黒柿、床の間の板はト

チ、式台は桜と随所に高

級木材が使用されている。

昔のままの手吹きガラス

格天井の客人用御手洗「松皮菱」と呼ばれる書院の障子

表裏でも違う装飾の引手

富士の欄間

縁桁は約10mの杉材

掛け障子

杉の柾目の一枚板の縁側

離れの二の間は中央に柱がなく、
襖を閉めると３部屋に仕切る事が
できる大分の特徴的な技法で、合
理的に部屋を活用することができ
る。その他にも中央に３帖畳敷の
奥様のタンス置き場、今でいうク
ローゼットの部屋もある。

装飾付きのマジックミラー

















公益社団法人 日本建築士会連合会女性委員会 2016年－2018年

小野 全子 委員長・愛知建築士会

本間 恵美 副委員長・北海道建築士会

山中 路代 副委員長・富山県建築士会

新海 直美 委員・北海道建築士会（北海道ブロック）

小林 淑子 委員・宮城県建築士会（東北ブロック）

多羅尾 直子 委員・東京建築士会（関東甲信越ブロック）

筒井 裕子 委員・愛知建築士会（東海北陸ブロック）

石貫 方子 委員・大阪府建築士会（近畿ブロック）

土居 純子 委員・高知県建築士会（中国四国ブロック）

満原 早苗 委員・佐賀県建築士会（九州沖縄ブロック）

公益社団法人 日本建築士会連合会女性委員会 2018年－2020年

小野 全子 委員長・愛知建築士会

本間 恵美 副委員長・北海道建築士会

山中 路代 副委員長・富山県建築士会

石貫 方子 副委員長・大阪府建築士会

新海 直美 委員・北海道建築士会（北海道ブロック）

星 ひとみ 委員・宮城県建築士会（東北ブロック）

松野 範子 委員・山梨県建築士会（関東甲信越ブロック）

吉田 輝代美 委員・福井県建築士会（東海北陸ブロック）

八木 景子 委員・兵庫県建築士会（近畿ブロック）

村上 良枝 委員・香川県建築士会（中国四国ブロック）

藤田 ゆか里 委員・福岡県建築士会（九州沖縄ブロック）

公益社団法人 日本建築士会連合会女性委員会 2020年－2022年

本間 恵美 委員長・北海道建築士会

石貫 方子 副委員長・大阪府建築士会

筒井 裕子 副委員長・愛知建築士会

小林 淑子 副委員長・宮城県建築士会

齊藤 裕美 委員・北海道建築士会（北海道ブロック）

鈴木 深雪 委員・福島県建築士会（東北ブロック）

櫻井 澄子 委員・栃木県建築士会（関東甲信越ブロック）

大森 尚子 委員・三重県建築士会（東海北陸ブロック）

市川 真理 委員・滋賀県建築士会（近畿ブロック）

大塚 美由紀 委員・愛媛県建築士会（中国四国ブロック）

竹﨑 由美子 委員・宮崎県建築士会（九州沖縄ブロック）

魅力ある和の空間ガイドブック

2018年9月 WEB版公開

2020年4月 WEB版公開　改訂版

2022年6月 WEB版公開　改訂版

編著 日本建築士会連合会女性委員会　都道府県建築士会女性委員会（部会）

発行所 公益社団法人 日本建築士会連合会

〒108-0014　東京都港区芝5-26-20　建築会館5階

TEL　03-3456-2061

URL　https://www.kenchikushikai.or.jp

無断転載、複製を禁じます。

見学に際しては、開館時間等が変更となっている場合がありますので、各HP等でご確認ください。
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