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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。

開催日│2019年3月9日（土）

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、1992年に完成した
総合インテリア・ショールーム・ビル。大理石による端正な正面デザインは、

五反田駅前の風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイナ
ミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人彫刻家ミンモ・パラディノによ

るものです。裏の庭園側には柱が並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外
劇場装置のような空間を創造しています。

□公開
各ショールーム　10時–18時
※同時開催│千葉大学工学部デザイン
学科の卒業制作展（地階ガレリアホール 
11時–19時）
※18時からクロージングトークもあります。
事前申込みの参加者を優先しますが、余
裕があれば当日受付も行います。詳しくは
P.16を参照

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている調査事業で〈歴史的・魅力的建築物〉として認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力的
建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件として
います。

東京デザインセンター P.06
品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院 P.07
杉野記念館 P.08
品川バプテスト教会 P.09
東急池上線戸越銀座駅 P.10
日本ペイントホールディングス（株）
明治記念館 P.11
日本音楽高等学校1号館 P.12
茶室「有時庵」 P.13

〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建築物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくために、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。

ポーラ五反田ビル
設計│日建設計、竣工│1971年。
エレベーター、階段、トイレなどを各階の両側に集約し、その間に広い
無柱空間を実現した両端コア構造によるオフィスビルの代表作。1階
には正面から奥の昇り庭までを見通せる開放的なロビーを設けている。
※今回のイベントでは公開されていません。

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）
設計│ジョサイア・コンドル、竣工│1915年。
イタリア・ルネサンス様式を基調とした洋館で、漆喰装飾やステンドグ
ラスなど、建設当初の状態をよく残す。現在は大学の施設として活用
されている。東京都指定有形文化財。
※今回のイベントでは公開されていません。

オープンしなけん2019  ガイドブック
̶

発行│2019年3月9日
問い合わせ先│品川区建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

ガイドツアー

□東京デザインセンター
イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニの建築とインテリア
について、東京デザインセンター代表の船曳鴻紅氏が解説を
行い、その後東京デザインセンタースタッフが全館及び各
ショールームをご案内します。
各定員20名、事前申込制。15時20分–16時／16時20分–17時

□品川歴史館 茶室「松滴庵」
茶室「松滴庵」の改装を担当した永松賢一氏がレクチャーを
行い、その後茶室をご案内します。
各定員7名、事前申込制。11時–12時／13時30分–14時30分

□杉野記念館
杉野学園の創立者杉野繁一・芳子夫妻が暮らしたモダンな
住宅では、当時どのような生活が営まれていたのでしょうか。杉
野記念館館長が当時の暮らしや夫妻の人物像についてお話
しします。
各定員10名、事前申込制。10時–10時30分／13時–13時30分

□品川バプテスト教会
フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ天野太郎が設計した教
会の特徴を、前牧師の日隈光男氏が解説します。
定員10名、事前申込制。14時–14時30分

□東急池上線戸越銀座駅
地元住民の意見を取り入れながら生まれ変わった駅舎につい
て、設計担当者の横山太郎氏（東急電鉄鉄道事業本部工務
部主事）が荏原第三地域センターでレクチャーを行い、その後
駅舎に隠されたデザインをお教えします。
定員10名、事前申込制。13時30分–15時。

□日本ペイントホールディングス（株）明治記念館
普段は非公開の塗装に関する技術や最新の取り組みを紹介
する展示スペースを特別にご案内します。
各定員10名、事前申込制。13時–13時30分／14時–14時30分。

お茶会

□品川歴史館 書院
旧安田善助邸の広間を再現した書院にて、裏千家の山下宗
枝氏による薄茶会を開催します。
各定員15名、事前申込制。14時–14時45分／15時–15時45分

東京建築アクセスポイントによる
魅力発見ツアー
（各定員15名、事前申込制）

「品川区の優れたオフィス建築をめぐる」
五反田から大崎にかけてのエリアには、城南信用金庫、ポー
ラ五反田ビル、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、NBF大
崎ビルなど、1970年代以降、各時代を代表するオフィスビル
が存在します。構造、設備、都市計画など多様な観点からこれ
らの建築を解説しながら、街を歩きます。見学は基本的に外観
からのみとなります。
10時–12時　ナビゲーター│磯達雄氏

「荏原から旗の台の建築散策」
品川区の代表的な住宅街である荏原から旗の台を散策。この
エリアには建築家が手がけた住宅、幼稚園、集合住宅などが
点在しています。それらを外観から見学しながら地域の歴史を
探るツアーです。建物見学は全て公道から外観のみとなります。
13時–15時　ナビゲーター│若原一貴氏

「品川宿の建築に見る職人たちの技」
北品川駅から歩き始め、まずは関東大震災後に建てられた看
板建築に注目しましょう。防火性と意匠性を兼ね備えた銅板
職人の技が光ります。今では都内でも珍しくなりましたが、ここ
では数棟が健在。北品川橋や品川神社大鳥居の彫刻を可
能にした石工の技も見逃せません。陸と水の交通の要衝であ
るがゆえの細工は、善福寺本堂における左官の鏝絵にも。法
善寺本堂には、江戸時代には無かった煉瓦が使われています。
地域の由緒ある寺院への信仰が、明治以降にも展開した証。
品川宿を中心とした賑わいは、文明開化を経て新たな展開を
見せたのです。職人の技と、それを尊ぶ人々によって。
10時–12時　ナビゲーター│倉方俊輔氏

クロージングトーク
定員60名、事前申込優先、当日受付あり

「建築を開く」
建築雑誌「日経アーキテクチュア」編集長の宮沢洋氏をゲス
トに迎え、本イベント企画者である東京建築アクセスポイント
の倉方俊輔氏、磯達雄氏、若原一貴氏、和田菜穂子氏ととも
に、建築の見方や面白さを語り尽くします。
会場│東京デザインセンター5階クラフテック・ギャラリー
（東五反田5-25-19）
時間│18時–19時30分（17時30分開場）

品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について

解説 関連企画情報
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公開建物マップお願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

　魅力的な建築物は、人の心をひきつけ、ここで

はないどこかへの旅へといざなってくれます。行き

先は、過去の暮らしぶりかもしれません。あるいは、

建築家による社会への新しい提案かもしれません。

日常的なエリアを歩いていても、旅行者になった

かのように地域の個性が発見できたり、先進的な

面に気づかされたりもします。今、自分がいる場所

が、新旧さまざまな人々の営みにつながっているこ

とを実感させてもくれます。そのようにして人の心に

直接うったえかける力が、建築物にはあるのです。

　今回の〈オープンしなけん〉で公開されたもの以

外にも、品川区には魅力的な建築物がまだまだ

数多くあります。それらも含めて、区内で見られる

建築の特徴を見ていきましょう。

高台に建てられた邸宅群

　江戸時代の初めから品川地域では、海岸線に

沿って東海道の宿場町が栄えます。明治時代に

なって宿場の制度が廃止されますが、品川宿の

繁栄は終わることなく、いっそう自由に建物の装

飾を競い合います。鏝（こて）を巧みに操って絵を

描く左官、負けじと彫刻を刻む石工、文明開化で

生まれたレンガ職人は由緒ある寺院にレンガを積

み、銅板職人の腕は和洋折衷の看板建築に発

揮されました。

　一方、品川区には、高台のエリアがあります。そ

の中で城南五山とも言われる島津山、池田山、花

房山、八つ山、御殿山には、大名の下屋敷が構

えられ、藩主家族の別邸として使われました。その

跡地には明治以降に名士の邸宅が建つ高級住

宅街となります。邸宅には西欧の様式を取り入れ

た洋館もあれば伝統的な和風の住宅もあり、また

新興のモダニズムでデザインされたものもありまし

た。そうした邸宅の中には、大使館や美術館など、

役割を変えて使われ続けたものもあります。その

代表が、現在は「清泉女子大学本館」となってい

る島津山の旧島津公爵邸です。

　昭和初期からは内陸部の荏原地区も住宅地と

して発展し、ここにも戸建て住宅の名作が散在し

歴史的・魅力的建築物

地域性

所在地│東五反田5-25-19
竣工年│1992年

東京デザインセンター

品川歴史館建設前の敷地には、かつて安田財閥の安田善助氏の邸宅

がありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通所有）として茶事

などに利用されていました。昭和初期につくられた松滴庵は二棟を斜の

廊下でつないだ茶室で、二畳中板を「やりちがえ」たり、洞床の脇壁を

「斜に構える」等、伝統に特異な工夫を加えています。安田邸の書院造り

の広間は当時の欄間などを活用して、品川歴史館内に復元されました。

□茶室特別公開
10時–11時／12時–13時30分／
14時30分–15時
※雨天の場合は外観のみ。申込当選者
以外の方は畳の間に入れません。
□レクチャー
茶室松滴庵の改修を担当した永松賢一
氏が2階講堂にてレクチャーを行います。
11時–11時30分／13時30分–14時
当日先着70名。会場│歴史館2階講堂

品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院

構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃

構造・規模│木造1階
設計者│不詳

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生を過ごした旧居。
夫妻の没後に学園に遺贈され、現在杉野記念館として公開されてい
ます。設計はアメリカで建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。
見どころのひとつはかっての応接間、玄関、階段室にあるステンドグ
ラスです。インテリアはアールデコ風にまとめられており、寄木の床や
端正なデザインのラジエーターボックスなどが目につきます。

□特別公開
10時–16時

所在地│上大崎4-6-19
竣工年│1938年

1963年に献堂された教会は20世紀のアメリカを代表する建築家で
あるフランク・ロイド・ライトのもとで1952～53年に学んだ天野太郎
によって設計されました。隅を丸めた造形によって、教会内に自然光
がやわらかに差し込み、教会内部のしつらえは北欧の教会建築にも
通じるところがあります。

□特別公開
13時–15時

旧称│池田菊苗邸

構造・規模│木造2階
設計者│杉野繁一

所在地│西品川2-12-18
竣工年│1963年

構造・規模│鉄筋コンクリート造2階
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代駅舎は、2016年に
同じく木造による2代目駅舎に生まれ変わりました。木造シザートラス構造
と鉄骨フレームが併用されたホーム屋根が特徴です。使われているのは

東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭素排出量の削減や山の

保全整備に貢献しています。地元住民が参加したワークショップを通じ、

ベンチの裏側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残されて

います。

木造シザーストラス構造…木材をハサミのように支点で交じらせながら組み上げていく
構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

煉瓦造…煉瓦を下から積んでいくことで成り立たせる構造の方式。壁が煉瓦でできて
いても、建物を支える構造は木造や鉄骨造の場合もあり、その場合は木骨煉瓦造、鉄
骨煉瓦造などと言う。

アールデコ…1920～30年代にかけて世界中で流行したデザイン様式。直線的で幾
何学的な図像を多用した点に特徴がある。

天野太郎…建築家。1918生、1990年没。東京藝術大学で教授も務めた。代表作に
武蔵嵐山カントリークラブ（1961年）、東京藝術大学附属図書館・芸術資料館（1965
年）などがある。

鉄筋コンクリート造…引っ張りに対して強い鉄筋と、圧縮に対してコンクリートを組み合
わせた構造。日本では関東大震災以後に急速に普及した。

磯崎新…1931年生まれ。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子にして、1970
年代にその後継者とみなされるようになった。過去の建築を操作的、時に諧謔的に扱う
ところが、師との大きな違いで「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代
美術館」（1986年）など国内外に作品多数。

□公開
列車の運行期間中［初電–終電］
（駅構内に入るときは入場券が必要になり
ます）

所在地│平塚2-16-1
竣工年│2016年

1909年に日本最古の油・ワニス工場として建設された品川区内に現存
する最古の赤煉瓦造（イギリス積み）の洋風建築物。記念館には塗料産

業の歩みを伝える資料が展示されています。赤煉瓦の素材感と共に、事

業家たちの物語を魅力的に伝えています。

□公開
8時30分–17時
（通常時は一週間前に見学のご予約が
必要です）

構造・規模│木造（一部鉄骨造）2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン

所在地│南品川4-1-15
竣工年│1909年

構造・規模│煉瓦造1階
設計者│不詳

1925年に建てられた鉄筋コンクリートの洋館。池田菊苗は東京帝国大
学理学部化学科の教授で、うま味成分であるL-グルタミン酸ナトリウム
の発見者です。見どころは玄関部や1階の応接室。曲線や幾何学による
独特の装飾で彩られており、造り付けの家具や照明器具が当時のまま

残っています。

□特別公開
13時–15時
※一部公開されていない場所がございます。

※2019年3月末まで外壁改修工事が行われているため、今回はガレリアホールなど
内部の建築案内が主体となります。

品川歴史館では企画展「幕末の動乱を生きぬいた武士たち̶旗本京極家の家臣永
坂家文書の紹介̶」を平成31年2月9日～3月17日まで開催しています。展示をご覧
になる場合は、観覧料が必要です。（一般100円、小・中学生50円、品川区立の小・中
学生、70歳以上の方、障害のある方は無料）

所在地│豊町2-16-12
竣工年│1925年

いけ だ  きく なえ

1992年につくられた世界的建築家・磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方形を組み合わせた 
外観といった斬新なデザインは現代建築の粋と茶の湯の心の調和を表

しています。その一方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の

檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新の融合によって出

来上がった現代茶室は、御殿山庭園の中にひっそりと佇んでいます。

□特別公開
10時–17時

構造・規模│鉄筋コンクリート造3階
設計者│不詳

う     じ   あん

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年

構造・規模│1階
設計者│磯崎新

「しながわ建築」の歴史と魅力
東京建築アクセスポイント

ています。また1980年代には臨海部の埋立地に

大規模な住宅団地として「八潮パークタウン」が

街開きしました。

近代化を担った工場も集積

　また目黒川沿いのエリアには、近代化を進める

明治以降、工場の立地が相次ぎました。今回のイ

ベントで公開される「日本ペイントホールディングス 

（株）明治記念館」は、都内でも貴重な煉瓦造の

建築物であり、文明開化以降に勃興した近代工

業のあり方を伝える生き証人です。

　品川区には機械、化学、製薬、食品など、幅広

い分野の工場が集積し、日本の高度経済成長を

担いました。1980年代以降は、産業構造の変化

にともない、工場を廃止して別の用途へと生まれ

変わらせるプロジェクトも始まっていきます。その代

表が「大崎ニューシティ」や「ゲートシティ大崎」で

す。オフィス、商業施設、文化施設、住宅など多様

な機能をミックスすることにより、新たな都心の賑

わいゾーンを作り出しています。

　こうした再開発によって生まれたもののほかに

も、「ポーラ五反田ビル」などはオフィスビルの歴

史を振り返るにあたって、欠かすことのできない建

築物です。これにより、五反田から大崎にかけて

のエリアには、1970年代以降の各時代を代表す

るオフィスビルの傑作が立ち並ぶようになりました。

　そのほか品川には学校施設や教会などの分野

においても重要な建築作品があります。総じて、

品川区の建物を眺めると、起伏に富んだ地形の

上に、近世から近現代にかけての江戸・東京の変

遷が凝縮されていると言えるでしょう。

う   じ あん

しようてきあん

革新性

作家性 歴史性

意匠性

継続性

時代性

杉野記念館 品川バプテスト教会
旧称│杉野繁一・芳子邸

東急池上線戸越銀座駅 日本ペイントホールディングス（株） 
明治記念館

日本音楽高等学校1号館 茶室「有時庵」

● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨、暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは、品川区都市環境部建築課審査担当（構造）にて承ります。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページで随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● イベント当日、インフォメーションセンターを東京デザインセンター（6ページ参照）の1階に設けます。当日情報の提供やガイドブックの配布を
 行いますので、お立ち寄りください。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、撮影禁止・立入禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやホームページへの掲載を
禁止しているところもございます。詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。
2.テナントビル
お仕事中の方がいらっしゃる場合もございますので、お静かに見学ください。
3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただくことがございます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4.エレベーター等
階段のみで、エレベーターやスロープ等の設備がない建物もございます。あらかじめご了承のうえ、ご参加ください。
5.その他
建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。
※通常公開されていない建物内にオープンしなけんのプログラム以外で許可なく立ち入ることはお止めください。
違法行為として処罰されることがあります。

しよう てき  あん
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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。

開催日│2019年3月9日（土）

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、1992年に完成した
総合インテリア・ショールーム・ビル。大理石による端正な正面デザインは、

五反田駅前の風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイナ
ミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人彫刻家ミンモ・パラディノによ

るものです。裏の庭園側には柱が並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外
劇場装置のような空間を創造しています。

□公開
各ショールーム　10時–18時
※同時開催│千葉大学工学部デザイン
学科の卒業制作展（地階ガレリアホール 
11時–19時）
※18時からクロージングトークもあります。
事前申込みの参加者を優先しますが、余
裕があれば当日受付も行います。詳しくは
P.16を参照

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている調査事業で〈歴史的・魅力的建築物〉として認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力的
建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件として
います。

東京デザインセンター P.06
品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院 P.07
杉野記念館 P.08
品川バプテスト教会 P.09
東急池上線戸越銀座駅 P.10
日本ペイントホールディングス（株）
明治記念館 P.11
日本音楽高等学校1号館 P.12
茶室「有時庵」 P.13

〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建築物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくために、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。

ポーラ五反田ビル
設計│日建設計、竣工│1971年。
エレベーター、階段、トイレなどを各階の両側に集約し、その間に広い
無柱空間を実現した両端コア構造によるオフィスビルの代表作。1階
には正面から奥の昇り庭までを見通せる開放的なロビーを設けている。
※今回のイベントでは公開されていません。

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）
設計│ジョサイア・コンドル、竣工│1915年。
イタリア・ルネサンス様式を基調とした洋館で、漆喰装飾やステンドグ
ラスなど、建設当初の状態をよく残す。現在は大学の施設として活用
されている。東京都指定有形文化財。
※今回のイベントでは公開されていません。

オープンしなけん2019  ガイドブック
̶

発行│2019年3月9日
問い合わせ先│品川区建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

ガイドツアー

□東京デザインセンター
イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニの建築とインテリア
について、東京デザインセンター代表の船曳鴻紅氏が解説を
行い、その後東京デザインセンタースタッフが全館及び各
ショールームをご案内します。
各定員20名、事前申込制。15時20分–16時／16時20分–17時

□品川歴史館 茶室「松滴庵」
茶室「松滴庵」の改装を担当した永松賢一氏がレクチャーを
行い、その後茶室をご案内します。
各定員7名、事前申込制。11時–12時／13時30分–14時30分

□杉野記念館
杉野学園の創立者杉野繁一・芳子夫妻が暮らしたモダンな
住宅では、当時どのような生活が営まれていたのでしょうか。杉
野記念館館長が当時の暮らしや夫妻の人物像についてお話
しします。
各定員10名、事前申込制。10時–10時30分／13時–13時30分

□品川バプテスト教会
フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ天野太郎が設計した教
会の特徴を、前牧師の日隈光男氏が解説します。
定員10名、事前申込制。14時–14時30分

□東急池上線戸越銀座駅
地元住民の意見を取り入れながら生まれ変わった駅舎につい
て、設計担当者の横山太郎氏（東急電鉄鉄道事業本部工務
部主事）が荏原第三地域センターでレクチャーを行い、その後
駅舎に隠されたデザインをお教えします。
定員10名、事前申込制。13時30分–15時。

□日本ペイントホールディングス（株）明治記念館
普段は非公開の塗装に関する技術や最新の取り組みを紹介
する展示スペースを特別にご案内します。
各定員10名、事前申込制。13時–13時30分／14時–14時30分。

お茶会

□品川歴史館 書院
旧安田善助邸の広間を再現した書院にて、裏千家の山下宗
枝氏による薄茶会を開催します。
各定員15名、事前申込制。14時–14時45分／15時–15時45分

東京建築アクセスポイントによる
魅力発見ツアー
（各定員15名、事前申込制）

「品川区の優れたオフィス建築をめぐる」
五反田から大崎にかけてのエリアには、城南信用金庫、ポー
ラ五反田ビル、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、NBF大
崎ビルなど、1970年代以降、各時代を代表するオフィスビル
が存在します。構造、設備、都市計画など多様な観点からこれ
らの建築を解説しながら、街を歩きます。見学は基本的に外観
からのみとなります。
10時–12時　ナビゲーター│磯達雄氏

「荏原から旗の台の建築散策」
品川区の代表的な住宅街である荏原から旗の台を散策。この
エリアには建築家が手がけた住宅、幼稚園、集合住宅などが
点在しています。それらを外観から見学しながら地域の歴史を
探るツアーです。建物見学は全て公道から外観のみとなります。
13時–15時　ナビゲーター│若原一貴氏

「品川宿の建築に見る職人たちの技」
北品川駅から歩き始め、まずは関東大震災後に建てられた看
板建築に注目しましょう。防火性と意匠性を兼ね備えた銅板
職人の技が光ります。今では都内でも珍しくなりましたが、ここ
では数棟が健在。北品川橋や品川神社大鳥居の彫刻を可
能にした石工の技も見逃せません。陸と水の交通の要衝であ
るがゆえの細工は、善福寺本堂における左官の鏝絵にも。法
善寺本堂には、江戸時代には無かった煉瓦が使われています。
地域の由緒ある寺院への信仰が、明治以降にも展開した証。
品川宿を中心とした賑わいは、文明開化を経て新たな展開を
見せたのです。職人の技と、それを尊ぶ人々によって。
10時–12時　ナビゲーター│倉方俊輔氏

クロージングトーク
定員60名、事前申込優先、当日受付あり

「建築を開く」
建築雑誌「日経アーキテクチュア」編集長の宮沢洋氏をゲス
トに迎え、本イベント企画者である東京建築アクセスポイント
の倉方俊輔氏、磯達雄氏、若原一貴氏、和田菜穂子氏ととも
に、建築の見方や面白さを語り尽くします。
会場│東京デザインセンター5階クラフテック・ギャラリー
（東五反田5-25-19）
時間│18時–19時30分（17時30分開場）

品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について

解説 関連企画情報

2

1

3

4

公開建物マップお願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

　魅力的な建築物は、人の心をひきつけ、ここで

はないどこかへの旅へといざなってくれます。行き

先は、過去の暮らしぶりかもしれません。あるいは、

建築家による社会への新しい提案かもしれません。

日常的なエリアを歩いていても、旅行者になった

かのように地域の個性が発見できたり、先進的な

面に気づかされたりもします。今、自分がいる場所

が、新旧さまざまな人々の営みにつながっているこ

とを実感させてもくれます。そのようにして人の心に

直接うったえかける力が、建築物にはあるのです。

　今回の〈オープンしなけん〉で公開されたもの以

外にも、品川区には魅力的な建築物がまだまだ

数多くあります。それらも含めて、区内で見られる

建築の特徴を見ていきましょう。

高台に建てられた邸宅群

　江戸時代の初めから品川地域では、海岸線に

沿って東海道の宿場町が栄えます。明治時代に

なって宿場の制度が廃止されますが、品川宿の

繁栄は終わることなく、いっそう自由に建物の装

飾を競い合います。鏝（こて）を巧みに操って絵を

描く左官、負けじと彫刻を刻む石工、文明開化で

生まれたレンガ職人は由緒ある寺院にレンガを積

み、銅板職人の腕は和洋折衷の看板建築に発

揮されました。

　一方、品川区には、高台のエリアがあります。そ

の中で城南五山とも言われる島津山、池田山、花

房山、八つ山、御殿山には、大名の下屋敷が構

えられ、藩主家族の別邸として使われました。その

跡地には明治以降に名士の邸宅が建つ高級住

宅街となります。邸宅には西欧の様式を取り入れ

た洋館もあれば伝統的な和風の住宅もあり、また

新興のモダニズムでデザインされたものもありまし

た。そうした邸宅の中には、大使館や美術館など、

役割を変えて使われ続けたものもあります。その

代表が、現在は「清泉女子大学本館」となってい

る島津山の旧島津公爵邸です。

　昭和初期からは内陸部の荏原地区も住宅地と

して発展し、ここにも戸建て住宅の名作が散在し

歴史的・魅力的建築物

地域性

所在地│東五反田5-25-19
竣工年│1992年

東京デザインセンター

品川歴史館建設前の敷地には、かつて安田財閥の安田善助氏の邸宅

がありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通所有）として茶事

などに利用されていました。昭和初期につくられた松滴庵は二棟を斜の

廊下でつないだ茶室で、二畳中板を「やりちがえ」たり、洞床の脇壁を

「斜に構える」等、伝統に特異な工夫を加えています。安田邸の書院造り

の広間は当時の欄間などを活用して、品川歴史館内に復元されました。

□茶室特別公開
10時–11時／12時–13時30分／
14時30分–15時
※雨天の場合は外観のみ。申込当選者
以外の方は畳の間に入れません。
□レクチャー
茶室松滴庵の改修を担当した永松賢一
氏が2階講堂にてレクチャーを行います。
11時–11時30分／13時30分–14時
当日先着70名。会場│歴史館2階講堂

品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院

構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃

構造・規模│木造1階
設計者│不詳

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生を過ごした旧居。
夫妻の没後に学園に遺贈され、現在杉野記念館として公開されてい
ます。設計はアメリカで建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。
見どころのひとつはかっての応接間、玄関、階段室にあるステンドグ
ラスです。インテリアはアールデコ風にまとめられており、寄木の床や
端正なデザインのラジエーターボックスなどが目につきます。

□特別公開
10時–16時

所在地│上大崎4-6-19
竣工年│1938年

1963年に献堂された教会は20世紀のアメリカを代表する建築家で
あるフランク・ロイド・ライトのもとで1952～53年に学んだ天野太郎
によって設計されました。隅を丸めた造形によって、教会内に自然光
がやわらかに差し込み、教会内部のしつらえは北欧の教会建築にも
通じるところがあります。

□特別公開
13時–15時

旧称│池田菊苗邸

構造・規模│木造2階
設計者│杉野繁一

所在地│西品川2-12-18
竣工年│1963年

構造・規模│鉄筋コンクリート造2階
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代駅舎は、2016年に
同じく木造による2代目駅舎に生まれ変わりました。木造シザートラス構造
と鉄骨フレームが併用されたホーム屋根が特徴です。使われているのは

東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭素排出量の削減や山の

保全整備に貢献しています。地元住民が参加したワークショップを通じ、

ベンチの裏側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残されて

います。

木造シザーストラス構造…木材をハサミのように支点で交じらせながら組み上げていく
構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

煉瓦造…煉瓦を下から積んでいくことで成り立たせる構造の方式。壁が煉瓦でできて
いても、建物を支える構造は木造や鉄骨造の場合もあり、その場合は木骨煉瓦造、鉄
骨煉瓦造などと言う。

アールデコ…1920～30年代にかけて世界中で流行したデザイン様式。直線的で幾
何学的な図像を多用した点に特徴がある。

天野太郎…建築家。1918生、1990年没。東京藝術大学で教授も務めた。代表作に
武蔵嵐山カントリークラブ（1961年）、東京藝術大学附属図書館・芸術資料館（1965
年）などがある。

鉄筋コンクリート造…引っ張りに対して強い鉄筋と、圧縮に対してコンクリートを組み合
わせた構造。日本では関東大震災以後に急速に普及した。

磯崎新…1931年生まれ。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子にして、1970
年代にその後継者とみなされるようになった。過去の建築を操作的、時に諧謔的に扱う
ところが、師との大きな違いで「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代
美術館」（1986年）など国内外に作品多数。

□公開
列車の運行期間中［初電–終電］
（駅構内に入るときは入場券が必要になり
ます）

所在地│平塚2-16-1
竣工年│2016年

1909年に日本最古の油・ワニス工場として建設された品川区内に現存
する最古の赤煉瓦造（イギリス積み）の洋風建築物。記念館には塗料産

業の歩みを伝える資料が展示されています。赤煉瓦の素材感と共に、事

業家たちの物語を魅力的に伝えています。

□公開
8時30分–17時
（通常時は一週間前に見学のご予約が
必要です）

構造・規模│木造（一部鉄骨造）2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン

所在地│南品川4-1-15
竣工年│1909年

構造・規模│煉瓦造1階
設計者│不詳

1925年に建てられた鉄筋コンクリートの洋館。池田菊苗は東京帝国大
学理学部化学科の教授で、うま味成分であるL-グルタミン酸ナトリウム
の発見者です。見どころは玄関部や1階の応接室。曲線や幾何学による
独特の装飾で彩られており、造り付けの家具や照明器具が当時のまま

残っています。

□特別公開
13時–15時
※一部公開されていない場所がございます。

※2019年3月末まで外壁改修工事が行われているため、今回はガレリアホールなど
内部の建築案内が主体となります。

品川歴史館では企画展「幕末の動乱を生きぬいた武士たち̶旗本京極家の家臣永
坂家文書の紹介̶」を平成31年2月9日～3月17日まで開催しています。展示をご覧
になる場合は、観覧料が必要です。（一般100円、小・中学生50円、品川区立の小・中
学生、70歳以上の方、障害のある方は無料）

所在地│豊町2-16-12
竣工年│1925年

いけ だ  きく なえ

1992年につくられた世界的建築家・磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方形を組み合わせた 
外観といった斬新なデザインは現代建築の粋と茶の湯の心の調和を表

しています。その一方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の

檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新の融合によって出

来上がった現代茶室は、御殿山庭園の中にひっそりと佇んでいます。

□特別公開
10時–17時

構造・規模│鉄筋コンクリート造3階
設計者│不詳

う     じ   あん

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年

構造・規模│1階
設計者│磯崎新

「しながわ建築」の歴史と魅力
東京建築アクセスポイント

ています。また1980年代には臨海部の埋立地に

大規模な住宅団地として「八潮パークタウン」が

街開きしました。

近代化を担った工場も集積

　また目黒川沿いのエリアには、近代化を進める

明治以降、工場の立地が相次ぎました。今回のイ

ベントで公開される「日本ペイントホールディングス 

（株）明治記念館」は、都内でも貴重な煉瓦造の

建築物であり、文明開化以降に勃興した近代工

業のあり方を伝える生き証人です。

　品川区には機械、化学、製薬、食品など、幅広

い分野の工場が集積し、日本の高度経済成長を

担いました。1980年代以降は、産業構造の変化

にともない、工場を廃止して別の用途へと生まれ

変わらせるプロジェクトも始まっていきます。その代

表が「大崎ニューシティ」や「ゲートシティ大崎」で

す。オフィス、商業施設、文化施設、住宅など多様

な機能をミックスすることにより、新たな都心の賑

わいゾーンを作り出しています。

　こうした再開発によって生まれたもののほかに

も、「ポーラ五反田ビル」などはオフィスビルの歴

史を振り返るにあたって、欠かすことのできない建

築物です。これにより、五反田から大崎にかけて

のエリアには、1970年代以降の各時代を代表す

るオフィスビルの傑作が立ち並ぶようになりました。

　そのほか品川には学校施設や教会などの分野

においても重要な建築作品があります。総じて、

品川区の建物を眺めると、起伏に富んだ地形の

上に、近世から近現代にかけての江戸・東京の変

遷が凝縮されていると言えるでしょう。

う   じ あん

しようてきあん

革新性

作家性 歴史性

意匠性

継続性

時代性

杉野記念館 品川バプテスト教会
旧称│杉野繁一・芳子邸

東急池上線戸越銀座駅 日本ペイントホールディングス（株） 
明治記念館

日本音楽高等学校1号館 茶室「有時庵」

● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨、暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは、品川区都市環境部建築課審査担当（構造）にて承ります。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページで随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● イベント当日、インフォメーションセンターを東京デザインセンター（6ページ参照）の1階に設けます。当日情報の提供やガイドブックの配布を
 行いますので、お立ち寄りください。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、撮影禁止・立入禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやホームページへの掲載を
禁止しているところもございます。詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。
2.テナントビル
お仕事中の方がいらっしゃる場合もございますので、お静かに見学ください。
3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただくことがございます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4.エレベーター等
階段のみで、エレベーターやスロープ等の設備がない建物もございます。あらかじめご了承のうえ、ご参加ください。
5.その他
建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。
※通常公開されていない建物内にオープンしなけんのプログラム以外で許可なく立ち入ることはお止めください。
違法行為として処罰されることがあります。

しよう てき  あん
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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。

開催日│2019年3月9日（土）

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、1992年に完成した
総合インテリア・ショールーム・ビル。大理石による端正な正面デザインは、

五反田駅前の風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイナ
ミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人彫刻家ミンモ・パラディノによ

るものです。裏の庭園側には柱が並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外
劇場装置のような空間を創造しています。

□公開
各ショールーム　10時–18時
※同時開催│千葉大学工学部デザイン
学科の卒業制作展（地階ガレリアホール 
11時–19時）
※18時からクロージングトークもあります。
事前申込みの参加者を優先しますが、余
裕があれば当日受付も行います。詳しくは
P.16を参照

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている調査事業で〈歴史的・魅力的建築物〉として認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力的
建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件として
います。

東京デザインセンター P.06
品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院 P.07
杉野記念館 P.08
品川バプテスト教会 P.09
東急池上線戸越銀座駅 P.10
日本ペイントホールディングス（株）
明治記念館 P.11
日本音楽高等学校1号館 P.12
茶室「有時庵」 P.13

〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建築物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくために、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。

ポーラ五反田ビル
設計│日建設計、竣工│1971年。
エレベーター、階段、トイレなどを各階の両側に集約し、その間に広い
無柱空間を実現した両端コア構造によるオフィスビルの代表作。1階
には正面から奥の昇り庭までを見通せる開放的なロビーを設けている。
※今回のイベントでは公開されていません。

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）
設計│ジョサイア・コンドル、竣工│1915年。
イタリア・ルネサンス様式を基調とした洋館で、漆喰装飾やステンドグ
ラスなど、建設当初の状態をよく残す。現在は大学の施設として活用
されている。東京都指定有形文化財。
※今回のイベントでは公開されていません。

オープンしなけん2019  ガイドブック
̶

発行│2019年3月9日
問い合わせ先│品川区建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

ガイドツアー

□東京デザインセンター
イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニの建築とインテリア
について、東京デザインセンター代表の船曳鴻紅氏が解説を
行い、その後東京デザインセンタースタッフが全館及び各
ショールームをご案内します。
各定員20名、事前申込制。15時20分–16時／16時20分–17時

□品川歴史館 茶室「松滴庵」
茶室「松滴庵」の改装を担当した永松賢一氏がレクチャーを
行い、その後茶室をご案内します。
各定員7名、事前申込制。11時–12時／13時30分–14時30分

□杉野記念館
杉野学園の創立者杉野繁一・芳子夫妻が暮らしたモダンな
住宅では、当時どのような生活が営まれていたのでしょうか。杉
野記念館館長が当時の暮らしや夫妻の人物像についてお話
しします。
各定員10名、事前申込制。10時–10時30分／13時–13時30分

□品川バプテスト教会
フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ天野太郎が設計した教
会の特徴を、前牧師の日隈光男氏が解説します。
定員10名、事前申込制。14時–14時30分

□東急池上線戸越銀座駅
地元住民の意見を取り入れながら生まれ変わった駅舎につい
て、設計担当者の横山太郎氏（東急電鉄鉄道事業本部工務
部主事）が荏原第三地域センターでレクチャーを行い、その後
駅舎に隠されたデザインをお教えします。
定員10名、事前申込制。13時30分–15時。

□日本ペイントホールディングス（株）明治記念館
普段は非公開の塗装に関する技術や最新の取り組みを紹介
する展示スペースを特別にご案内します。
各定員10名、事前申込制。13時–13時30分／14時–14時30分。

お茶会

□品川歴史館 書院
旧安田善助邸の広間を再現した書院にて、裏千家の山下宗
枝氏による薄茶会を開催します。
各定員15名、事前申込制。14時–14時45分／15時–15時45分

東京建築アクセスポイントによる
魅力発見ツアー
（各定員15名、事前申込制）

「品川区の優れたオフィス建築をめぐる」
五反田から大崎にかけてのエリアには、城南信用金庫、ポー
ラ五反田ビル、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、NBF大
崎ビルなど、1970年代以降、各時代を代表するオフィスビル
が存在します。構造、設備、都市計画など多様な観点からこれ
らの建築を解説しながら、街を歩きます。見学は基本的に外観
からのみとなります。
10時–12時　ナビゲーター│磯達雄氏

「荏原から旗の台の建築散策」
品川区の代表的な住宅街である荏原から旗の台を散策。この
エリアには建築家が手がけた住宅、幼稚園、集合住宅などが
点在しています。それらを外観から見学しながら地域の歴史を
探るツアーです。建物見学は全て公道から外観のみとなります。
13時–15時　ナビゲーター│若原一貴氏

「品川宿の建築に見る職人たちの技」
北品川駅から歩き始め、まずは関東大震災後に建てられた看
板建築に注目しましょう。防火性と意匠性を兼ね備えた銅板
職人の技が光ります。今では都内でも珍しくなりましたが、ここ
では数棟が健在。北品川橋や品川神社大鳥居の彫刻を可
能にした石工の技も見逃せません。陸と水の交通の要衝であ
るがゆえの細工は、善福寺本堂における左官の鏝絵にも。法
善寺本堂には、江戸時代には無かった煉瓦が使われています。
地域の由緒ある寺院への信仰が、明治以降にも展開した証。
品川宿を中心とした賑わいは、文明開化を経て新たな展開を
見せたのです。職人の技と、それを尊ぶ人々によって。
10時–12時　ナビゲーター│倉方俊輔氏

クロージングトーク
定員60名、事前申込優先、当日受付あり

「建築を開く」
建築雑誌「日経アーキテクチュア」編集長の宮沢洋氏をゲス
トに迎え、本イベント企画者である東京建築アクセスポイント
の倉方俊輔氏、磯達雄氏、若原一貴氏、和田菜穂子氏ととも
に、建築の見方や面白さを語り尽くします。
会場│東京デザインセンター5階クラフテック・ギャラリー
（東五反田5-25-19）
時間│18時–19時30分（17時30分開場）

品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について

解説 関連企画情報

2

1

3

4

公開建物マップお願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

　魅力的な建築物は、人の心をひきつけ、ここで

はないどこかへの旅へといざなってくれます。行き

先は、過去の暮らしぶりかもしれません。あるいは、

建築家による社会への新しい提案かもしれません。

日常的なエリアを歩いていても、旅行者になった

かのように地域の個性が発見できたり、先進的な

面に気づかされたりもします。今、自分がいる場所

が、新旧さまざまな人々の営みにつながっているこ

とを実感させてもくれます。そのようにして人の心に

直接うったえかける力が、建築物にはあるのです。

　今回の〈オープンしなけん〉で公開されたもの以

外にも、品川区には魅力的な建築物がまだまだ

数多くあります。それらも含めて、区内で見られる

建築の特徴を見ていきましょう。

高台に建てられた邸宅群

　江戸時代の初めから品川地域では、海岸線に

沿って東海道の宿場町が栄えます。明治時代に

なって宿場の制度が廃止されますが、品川宿の

繁栄は終わることなく、いっそう自由に建物の装

飾を競い合います。鏝（こて）を巧みに操って絵を

描く左官、負けじと彫刻を刻む石工、文明開化で

生まれたレンガ職人は由緒ある寺院にレンガを積

み、銅板職人の腕は和洋折衷の看板建築に発

揮されました。

　一方、品川区には、高台のエリアがあります。そ

の中で城南五山とも言われる島津山、池田山、花

房山、八つ山、御殿山には、大名の下屋敷が構

えられ、藩主家族の別邸として使われました。その

跡地には明治以降に名士の邸宅が建つ高級住

宅街となります。邸宅には西欧の様式を取り入れ

た洋館もあれば伝統的な和風の住宅もあり、また

新興のモダニズムでデザインされたものもありまし

た。そうした邸宅の中には、大使館や美術館など、

役割を変えて使われ続けたものもあります。その

代表が、現在は「清泉女子大学本館」となってい

る島津山の旧島津公爵邸です。

　昭和初期からは内陸部の荏原地区も住宅地と

して発展し、ここにも戸建て住宅の名作が散在し

歴史的・魅力的建築物

地域性

所在地│東五反田5-25-19
竣工年│1992年

東京デザインセンター

品川歴史館建設前の敷地には、かつて安田財閥の安田善助氏の邸宅

がありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通所有）として茶事

などに利用されていました。昭和初期につくられた松滴庵は二棟を斜の

廊下でつないだ茶室で、二畳中板を「やりちがえ」たり、洞床の脇壁を

「斜に構える」等、伝統に特異な工夫を加えています。安田邸の書院造り

の広間は当時の欄間などを活用して、品川歴史館内に復元されました。

□茶室特別公開
10時–11時／12時–13時30分／
14時30分–15時
※雨天の場合は外観のみ。申込当選者
以外の方は畳の間に入れません。
□レクチャー
茶室松滴庵の改修を担当した永松賢一
氏が2階講堂にてレクチャーを行います。
11時–11時30分／13時30分–14時
当日先着70名。会場│歴史館2階講堂

品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院

構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃

構造・規模│木造1階
設計者│不詳

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生を過ごした旧居。
夫妻の没後に学園に遺贈され、現在杉野記念館として公開されてい
ます。設計はアメリカで建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。
見どころのひとつはかっての応接間、玄関、階段室にあるステンドグ
ラスです。インテリアはアールデコ風にまとめられており、寄木の床や
端正なデザインのラジエーターボックスなどが目につきます。

□特別公開
10時–16時

所在地│上大崎4-6-19
竣工年│1938年

1963年に献堂された教会は20世紀のアメリカを代表する建築家で
あるフランク・ロイド・ライトのもとで1952～53年に学んだ天野太郎
によって設計されました。隅を丸めた造形によって、教会内に自然光
がやわらかに差し込み、教会内部のしつらえは北欧の教会建築にも
通じるところがあります。

□特別公開
13時–15時

旧称│池田菊苗邸

構造・規模│木造2階
設計者│杉野繁一

所在地│西品川2-12-18
竣工年│1963年

構造・規模│鉄筋コンクリート造2階
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代駅舎は、2016年に
同じく木造による2代目駅舎に生まれ変わりました。木造シザートラス構造
と鉄骨フレームが併用されたホーム屋根が特徴です。使われているのは

東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭素排出量の削減や山の

保全整備に貢献しています。地元住民が参加したワークショップを通じ、

ベンチの裏側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残されて

います。

木造シザーストラス構造…木材をハサミのように支点で交じらせながら組み上げていく
構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

煉瓦造…煉瓦を下から積んでいくことで成り立たせる構造の方式。壁が煉瓦でできて
いても、建物を支える構造は木造や鉄骨造の場合もあり、その場合は木骨煉瓦造、鉄
骨煉瓦造などと言う。

アールデコ…1920～30年代にかけて世界中で流行したデザイン様式。直線的で幾
何学的な図像を多用した点に特徴がある。

天野太郎…建築家。1918生、1990年没。東京藝術大学で教授も務めた。代表作に
武蔵嵐山カントリークラブ（1961年）、東京藝術大学附属図書館・芸術資料館（1965
年）などがある。

鉄筋コンクリート造…引っ張りに対して強い鉄筋と、圧縮に対してコンクリートを組み合
わせた構造。日本では関東大震災以後に急速に普及した。

磯崎新…1931年生まれ。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子にして、1970
年代にその後継者とみなされるようになった。過去の建築を操作的、時に諧謔的に扱う
ところが、師との大きな違いで「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代
美術館」（1986年）など国内外に作品多数。

□公開
列車の運行期間中［初電–終電］
（駅構内に入るときは入場券が必要になり
ます）

所在地│平塚2-16-1
竣工年│2016年

1909年に日本最古の油・ワニス工場として建設された品川区内に現存
する最古の赤煉瓦造（イギリス積み）の洋風建築物。記念館には塗料産

業の歩みを伝える資料が展示されています。赤煉瓦の素材感と共に、事

業家たちの物語を魅力的に伝えています。

□公開
8時30分–17時
（通常時は一週間前に見学のご予約が
必要です）

構造・規模│木造（一部鉄骨造）2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン

所在地│南品川4-1-15
竣工年│1909年

構造・規模│煉瓦造1階
設計者│不詳

1925年に建てられた鉄筋コンクリートの洋館。池田菊苗は東京帝国大
学理学部化学科の教授で、うま味成分であるL-グルタミン酸ナトリウム
の発見者です。見どころは玄関部や1階の応接室。曲線や幾何学による
独特の装飾で彩られており、造り付けの家具や照明器具が当時のまま

残っています。

□特別公開
13時–15時
※一部公開されていない場所がございます。

※2019年3月末まで外壁改修工事が行われているため、今回はガレリアホールなど
内部の建築案内が主体となります。

品川歴史館では企画展「幕末の動乱を生きぬいた武士たち̶旗本京極家の家臣永
坂家文書の紹介̶」を平成31年2月9日～3月17日まで開催しています。展示をご覧
になる場合は、観覧料が必要です。（一般100円、小・中学生50円、品川区立の小・中
学生、70歳以上の方、障害のある方は無料）

所在地│豊町2-16-12
竣工年│1925年

いけ だ  きく なえ

1992年につくられた世界的建築家・磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方形を組み合わせた 
外観といった斬新なデザインは現代建築の粋と茶の湯の心の調和を表

しています。その一方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の

檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新の融合によって出

来上がった現代茶室は、御殿山庭園の中にひっそりと佇んでいます。

□特別公開
10時–17時

構造・規模│鉄筋コンクリート造3階
設計者│不詳

う     じ   あん

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年

構造・規模│1階
設計者│磯崎新

「しながわ建築」の歴史と魅力
東京建築アクセスポイント

ています。また1980年代には臨海部の埋立地に

大規模な住宅団地として「八潮パークタウン」が

街開きしました。

近代化を担った工場も集積

　また目黒川沿いのエリアには、近代化を進める

明治以降、工場の立地が相次ぎました。今回のイ

ベントで公開される「日本ペイントホールディングス 

（株）明治記念館」は、都内でも貴重な煉瓦造の

建築物であり、文明開化以降に勃興した近代工

業のあり方を伝える生き証人です。

　品川区には機械、化学、製薬、食品など、幅広

い分野の工場が集積し、日本の高度経済成長を

担いました。1980年代以降は、産業構造の変化

にともない、工場を廃止して別の用途へと生まれ

変わらせるプロジェクトも始まっていきます。その代

表が「大崎ニューシティ」や「ゲートシティ大崎」で

す。オフィス、商業施設、文化施設、住宅など多様

な機能をミックスすることにより、新たな都心の賑

わいゾーンを作り出しています。

　こうした再開発によって生まれたもののほかに

も、「ポーラ五反田ビル」などはオフィスビルの歴

史を振り返るにあたって、欠かすことのできない建

築物です。これにより、五反田から大崎にかけて

のエリアには、1970年代以降の各時代を代表す

るオフィスビルの傑作が立ち並ぶようになりました。

　そのほか品川には学校施設や教会などの分野

においても重要な建築作品があります。総じて、

品川区の建物を眺めると、起伏に富んだ地形の

上に、近世から近現代にかけての江戸・東京の変

遷が凝縮されていると言えるでしょう。

う   じ あん

しようてきあん

革新性

作家性 歴史性

意匠性

継続性

時代性

杉野記念館 品川バプテスト教会
旧称│杉野繁一・芳子邸

東急池上線戸越銀座駅 日本ペイントホールディングス（株） 
明治記念館

日本音楽高等学校1号館 茶室「有時庵」

● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨、暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは、品川区都市環境部建築課審査担当（構造）にて承ります。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページで随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● イベント当日、インフォメーションセンターを東京デザインセンター（6ページ参照）の1階に設けます。当日情報の提供やガイドブックの配布を
 行いますので、お立ち寄りください。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、撮影禁止・立入禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやホームページへの掲載を
禁止しているところもございます。詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。
2.テナントビル
お仕事中の方がいらっしゃる場合もございますので、お静かに見学ください。
3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただくことがございます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4.エレベーター等
階段のみで、エレベーターやスロープ等の設備がない建物もございます。あらかじめご了承のうえ、ご参加ください。
5.その他
建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。
※通常公開されていない建物内にオープンしなけんのプログラム以外で許可なく立ち入ることはお止めください。
違法行為として処罰されることがあります。

しよう てき  あん
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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。

開催日│2019年3月9日（土）

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、1992年に完成した
総合インテリア・ショールーム・ビル。大理石による端正な正面デザインは、

五反田駅前の風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイナ
ミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人彫刻家ミンモ・パラディノによ

るものです。裏の庭園側には柱が並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外
劇場装置のような空間を創造しています。

□公開
各ショールーム　10時–18時
※同時開催│千葉大学工学部デザイン
学科の卒業制作展（地階ガレリアホール 
11時–19時）
※18時からクロージングトークもあります。
事前申込みの参加者を優先しますが、余
裕があれば当日受付も行います。詳しくは
P.16を参照

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている調査事業で〈歴史的・魅力的建築物〉として認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力的
建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件として
います。

東京デザインセンター P.06
品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院 P.07
杉野記念館 P.08
品川バプテスト教会 P.09
東急池上線戸越銀座駅 P.10
日本ペイントホールディングス（株）
明治記念館 P.11
日本音楽高等学校1号館 P.12
茶室「有時庵」 P.13

〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建築物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくために、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。

ポーラ五反田ビル
設計│日建設計、竣工│1971年。
エレベーター、階段、トイレなどを各階の両側に集約し、その間に広い
無柱空間を実現した両端コア構造によるオフィスビルの代表作。1階
には正面から奥の昇り庭までを見通せる開放的なロビーを設けている。
※今回のイベントでは公開されていません。

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）
設計│ジョサイア・コンドル、竣工│1915年。
イタリア・ルネサンス様式を基調とした洋館で、漆喰装飾やステンドグ
ラスなど、建設当初の状態をよく残す。現在は大学の施設として活用
されている。東京都指定有形文化財。
※今回のイベントでは公開されていません。

オープンしなけん2019  ガイドブック
̶

発行│2019年3月9日
問い合わせ先│品川区建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

ガイドツアー

□東京デザインセンター
イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニの建築とインテリア
について、東京デザインセンター代表の船曳鴻紅氏が解説を
行い、その後東京デザインセンタースタッフが全館及び各
ショールームをご案内します。
各定員20名、事前申込制。15時20分–16時／16時20分–17時

□品川歴史館 茶室「松滴庵」
茶室「松滴庵」の改装を担当した永松賢一氏がレクチャーを
行い、その後茶室をご案内します。
各定員7名、事前申込制。11時–12時／13時30分–14時30分

□杉野記念館
杉野学園の創立者杉野繁一・芳子夫妻が暮らしたモダンな
住宅では、当時どのような生活が営まれていたのでしょうか。杉
野記念館館長が当時の暮らしや夫妻の人物像についてお話
しします。
各定員10名、事前申込制。10時–10時30分／13時–13時30分

□品川バプテスト教会
フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ天野太郎が設計した教
会の特徴を、前牧師の日隈光男氏が解説します。
定員10名、事前申込制。14時–14時30分

□東急池上線戸越銀座駅
地元住民の意見を取り入れながら生まれ変わった駅舎につい
て、設計担当者の横山太郎氏（東急電鉄鉄道事業本部工務
部主事）が荏原第三地域センターでレクチャーを行い、その後
駅舎に隠されたデザインをお教えします。
定員10名、事前申込制。13時30分–15時。

□日本ペイントホールディングス（株）明治記念館
普段は非公開の塗装に関する技術や最新の取り組みを紹介
する展示スペースを特別にご案内します。
各定員10名、事前申込制。13時–13時30分／14時–14時30分。

お茶会

□品川歴史館 書院
旧安田善助邸の広間を再現した書院にて、裏千家の山下宗
枝氏による薄茶会を開催します。
各定員15名、事前申込制。14時–14時45分／15時–15時45分

東京建築アクセスポイントによる
魅力発見ツアー
（各定員15名、事前申込制）

「品川区の優れたオフィス建築をめぐる」
五反田から大崎にかけてのエリアには、城南信用金庫、ポー
ラ五反田ビル、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、NBF大
崎ビルなど、1970年代以降、各時代を代表するオフィスビル
が存在します。構造、設備、都市計画など多様な観点からこれ
らの建築を解説しながら、街を歩きます。見学は基本的に外観
からのみとなります。
10時–12時　ナビゲーター│磯達雄氏

「荏原から旗の台の建築散策」
品川区の代表的な住宅街である荏原から旗の台を散策。この
エリアには建築家が手がけた住宅、幼稚園、集合住宅などが
点在しています。それらを外観から見学しながら地域の歴史を
探るツアーです。建物見学は全て公道から外観のみとなります。
13時–15時　ナビゲーター│若原一貴氏

「品川宿の建築に見る職人たちの技」
北品川駅から歩き始め、まずは関東大震災後に建てられた看
板建築に注目しましょう。防火性と意匠性を兼ね備えた銅板
職人の技が光ります。今では都内でも珍しくなりましたが、ここ
では数棟が健在。北品川橋や品川神社大鳥居の彫刻を可
能にした石工の技も見逃せません。陸と水の交通の要衝であ
るがゆえの細工は、善福寺本堂における左官の鏝絵にも。法
善寺本堂には、江戸時代には無かった煉瓦が使われています。
地域の由緒ある寺院への信仰が、明治以降にも展開した証。
品川宿を中心とした賑わいは、文明開化を経て新たな展開を
見せたのです。職人の技と、それを尊ぶ人々によって。
10時–12時　ナビゲーター│倉方俊輔氏

クロージングトーク
定員60名、事前申込優先、当日受付あり

「建築を開く」
建築雑誌「日経アーキテクチュア」編集長の宮沢洋氏をゲス
トに迎え、本イベント企画者である東京建築アクセスポイント
の倉方俊輔氏、磯達雄氏、若原一貴氏、和田菜穂子氏ととも
に、建築の見方や面白さを語り尽くします。
会場│東京デザインセンター5階クラフテック・ギャラリー
（東五反田5-25-19）
時間│18時–19時30分（17時30分開場）

品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について

解説 関連企画情報

2

1

3

4

公開建物マップお願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

　魅力的な建築物は、人の心をひきつけ、ここで

はないどこかへの旅へといざなってくれます。行き

先は、過去の暮らしぶりかもしれません。あるいは、

建築家による社会への新しい提案かもしれません。

日常的なエリアを歩いていても、旅行者になった

かのように地域の個性が発見できたり、先進的な

面に気づかされたりもします。今、自分がいる場所

が、新旧さまざまな人々の営みにつながっているこ

とを実感させてもくれます。そのようにして人の心に

直接うったえかける力が、建築物にはあるのです。

　今回の〈オープンしなけん〉で公開されたもの以

外にも、品川区には魅力的な建築物がまだまだ

数多くあります。それらも含めて、区内で見られる

建築の特徴を見ていきましょう。

高台に建てられた邸宅群

　江戸時代の初めから品川地域では、海岸線に

沿って東海道の宿場町が栄えます。明治時代に

なって宿場の制度が廃止されますが、品川宿の

繁栄は終わることなく、いっそう自由に建物の装

飾を競い合います。鏝（こて）を巧みに操って絵を

描く左官、負けじと彫刻を刻む石工、文明開化で

生まれたレンガ職人は由緒ある寺院にレンガを積

み、銅板職人の腕は和洋折衷の看板建築に発

揮されました。

　一方、品川区には、高台のエリアがあります。そ

の中で城南五山とも言われる島津山、池田山、花

房山、八つ山、御殿山には、大名の下屋敷が構

えられ、藩主家族の別邸として使われました。その

跡地には明治以降に名士の邸宅が建つ高級住

宅街となります。邸宅には西欧の様式を取り入れ

た洋館もあれば伝統的な和風の住宅もあり、また

新興のモダニズムでデザインされたものもありまし

た。そうした邸宅の中には、大使館や美術館など、

役割を変えて使われ続けたものもあります。その

代表が、現在は「清泉女子大学本館」となってい

る島津山の旧島津公爵邸です。

　昭和初期からは内陸部の荏原地区も住宅地と

して発展し、ここにも戸建て住宅の名作が散在し

歴史的・魅力的建築物

地域性

所在地│東五反田5-25-19
竣工年│1992年

東京デザインセンター

品川歴史館建設前の敷地には、かつて安田財閥の安田善助氏の邸宅

がありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通所有）として茶事

などに利用されていました。昭和初期につくられた松滴庵は二棟を斜の

廊下でつないだ茶室で、二畳中板を「やりちがえ」たり、洞床の脇壁を

「斜に構える」等、伝統に特異な工夫を加えています。安田邸の書院造り

の広間は当時の欄間などを活用して、品川歴史館内に復元されました。

□茶室特別公開
10時–11時／12時–13時30分／
14時30分–15時
※雨天の場合は外観のみ。申込当選者
以外の方は畳の間に入れません。
□レクチャー
茶室松滴庵の改修を担当した永松賢一
氏が2階講堂にてレクチャーを行います。
11時–11時30分／13時30分–14時
当日先着70名。会場│歴史館2階講堂

品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院

構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃

構造・規模│木造1階
設計者│不詳

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生を過ごした旧居。
夫妻の没後に学園に遺贈され、現在杉野記念館として公開されてい
ます。設計はアメリカで建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。
見どころのひとつはかっての応接間、玄関、階段室にあるステンドグ
ラスです。インテリアはアールデコ風にまとめられており、寄木の床や
端正なデザインのラジエーターボックスなどが目につきます。

□特別公開
10時–16時

所在地│上大崎4-6-19
竣工年│1938年

1963年に献堂された教会は20世紀のアメリカを代表する建築家で
あるフランク・ロイド・ライトのもとで1952～53年に学んだ天野太郎
によって設計されました。隅を丸めた造形によって、教会内に自然光
がやわらかに差し込み、教会内部のしつらえは北欧の教会建築にも
通じるところがあります。

□特別公開
13時–15時

旧称│池田菊苗邸

構造・規模│木造2階
設計者│杉野繁一

所在地│西品川2-12-18
竣工年│1963年

構造・規模│鉄筋コンクリート造2階
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代駅舎は、2016年に
同じく木造による2代目駅舎に生まれ変わりました。木造シザートラス構造
と鉄骨フレームが併用されたホーム屋根が特徴です。使われているのは

東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭素排出量の削減や山の

保全整備に貢献しています。地元住民が参加したワークショップを通じ、

ベンチの裏側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残されて

います。

木造シザーストラス構造…木材をハサミのように支点で交じらせながら組み上げていく
構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

煉瓦造…煉瓦を下から積んでいくことで成り立たせる構造の方式。壁が煉瓦でできて
いても、建物を支える構造は木造や鉄骨造の場合もあり、その場合は木骨煉瓦造、鉄
骨煉瓦造などと言う。

アールデコ…1920～30年代にかけて世界中で流行したデザイン様式。直線的で幾
何学的な図像を多用した点に特徴がある。

天野太郎…建築家。1918生、1990年没。東京藝術大学で教授も務めた。代表作に
武蔵嵐山カントリークラブ（1961年）、東京藝術大学附属図書館・芸術資料館（1965
年）などがある。

鉄筋コンクリート造…引っ張りに対して強い鉄筋と、圧縮に対してコンクリートを組み合
わせた構造。日本では関東大震災以後に急速に普及した。

磯崎新…1931年生まれ。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子にして、1970
年代にその後継者とみなされるようになった。過去の建築を操作的、時に諧謔的に扱う
ところが、師との大きな違いで「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代
美術館」（1986年）など国内外に作品多数。

□公開
列車の運行期間中［初電–終電］
（駅構内に入るときは入場券が必要になり
ます）

所在地│平塚2-16-1
竣工年│2016年

1909年に日本最古の油・ワニス工場として建設された品川区内に現存
する最古の赤煉瓦造（イギリス積み）の洋風建築物。記念館には塗料産

業の歩みを伝える資料が展示されています。赤煉瓦の素材感と共に、事

業家たちの物語を魅力的に伝えています。

□公開
8時30分–17時
（通常時は一週間前に見学のご予約が
必要です）

構造・規模│木造（一部鉄骨造）2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン

所在地│南品川4-1-15
竣工年│1909年

構造・規模│煉瓦造1階
設計者│不詳

1925年に建てられた鉄筋コンクリートの洋館。池田菊苗は東京帝国大
学理学部化学科の教授で、うま味成分であるL-グルタミン酸ナトリウム
の発見者です。見どころは玄関部や1階の応接室。曲線や幾何学による
独特の装飾で彩られており、造り付けの家具や照明器具が当時のまま

残っています。

□特別公開
13時–15時
※一部公開されていない場所がございます。

※2019年3月末まで外壁改修工事が行われているため、今回はガレリアホールなど
内部の建築案内が主体となります。

品川歴史館では企画展「幕末の動乱を生きぬいた武士たち̶旗本京極家の家臣永
坂家文書の紹介̶」を平成31年2月9日～3月17日まで開催しています。展示をご覧
になる場合は、観覧料が必要です。（一般100円、小・中学生50円、品川区立の小・中
学生、70歳以上の方、障害のある方は無料）

所在地│豊町2-16-12
竣工年│1925年

いけ だ  きく なえ

1992年につくられた世界的建築家・磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方形を組み合わせた 
外観といった斬新なデザインは現代建築の粋と茶の湯の心の調和を表

しています。その一方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の

檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新の融合によって出

来上がった現代茶室は、御殿山庭園の中にひっそりと佇んでいます。

□特別公開
10時–17時

構造・規模│鉄筋コンクリート造3階
設計者│不詳

う     じ   あん

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年

構造・規模│1階
設計者│磯崎新

「しながわ建築」の歴史と魅力
東京建築アクセスポイント

ています。また1980年代には臨海部の埋立地に

大規模な住宅団地として「八潮パークタウン」が

街開きしました。

近代化を担った工場も集積

　また目黒川沿いのエリアには、近代化を進める

明治以降、工場の立地が相次ぎました。今回のイ

ベントで公開される「日本ペイントホールディングス 

（株）明治記念館」は、都内でも貴重な煉瓦造の

建築物であり、文明開化以降に勃興した近代工

業のあり方を伝える生き証人です。

　品川区には機械、化学、製薬、食品など、幅広

い分野の工場が集積し、日本の高度経済成長を

担いました。1980年代以降は、産業構造の変化

にともない、工場を廃止して別の用途へと生まれ

変わらせるプロジェクトも始まっていきます。その代

表が「大崎ニューシティ」や「ゲートシティ大崎」で

す。オフィス、商業施設、文化施設、住宅など多様

な機能をミックスすることにより、新たな都心の賑

わいゾーンを作り出しています。

　こうした再開発によって生まれたもののほかに

も、「ポーラ五反田ビル」などはオフィスビルの歴

史を振り返るにあたって、欠かすことのできない建

築物です。これにより、五反田から大崎にかけて

のエリアには、1970年代以降の各時代を代表す

るオフィスビルの傑作が立ち並ぶようになりました。

　そのほか品川には学校施設や教会などの分野

においても重要な建築作品があります。総じて、

品川区の建物を眺めると、起伏に富んだ地形の

上に、近世から近現代にかけての江戸・東京の変

遷が凝縮されていると言えるでしょう。

う   じ あん

しようてきあん

革新性

作家性 歴史性

意匠性

継続性

時代性

杉野記念館 品川バプテスト教会
旧称│杉野繁一・芳子邸

東急池上線戸越銀座駅 日本ペイントホールディングス（株） 
明治記念館

日本音楽高等学校1号館 茶室「有時庵」

● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨、暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは、品川区都市環境部建築課審査担当（構造）にて承ります。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページで随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● イベント当日、インフォメーションセンターを東京デザインセンター（6ページ参照）の1階に設けます。当日情報の提供やガイドブックの配布を
 行いますので、お立ち寄りください。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、撮影禁止・立入禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやホームページへの掲載を
禁止しているところもございます。詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。
2.テナントビル
お仕事中の方がいらっしゃる場合もございますので、お静かに見学ください。
3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただくことがございます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4.エレベーター等
階段のみで、エレベーターやスロープ等の設備がない建物もございます。あらかじめご了承のうえ、ご参加ください。
5.その他
建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。
※通常公開されていない建物内にオープンしなけんのプログラム以外で許可なく立ち入ることはお止めください。
違法行為として処罰されることがあります。

しよう てき  あん
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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。

開催日│2019年3月9日（土）

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、1992年に完成した
総合インテリア・ショールーム・ビル。大理石による端正な正面デザインは、

五反田駅前の風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイナ
ミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人彫刻家ミンモ・パラディノによ

るものです。裏の庭園側には柱が並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外
劇場装置のような空間を創造しています。

□公開
各ショールーム　10時–18時
※同時開催│千葉大学工学部デザイン
学科の卒業制作展（地階ガレリアホール 
11時–19時）
※18時からクロージングトークもあります。
事前申込みの参加者を優先しますが、余
裕があれば当日受付も行います。詳しくは
P.16を参照

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている調査事業で〈歴史的・魅力的建築物〉として認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力的
建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件として
います。

東京デザインセンター P.06
品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院 P.07
杉野記念館 P.08
品川バプテスト教会 P.09
東急池上線戸越銀座駅 P.10
日本ペイントホールディングス（株）
明治記念館 P.11
日本音楽高等学校1号館 P.12
茶室「有時庵」 P.13

〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建築物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくために、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。

ポーラ五反田ビル
設計│日建設計、竣工│1971年。
エレベーター、階段、トイレなどを各階の両側に集約し、その間に広い
無柱空間を実現した両端コア構造によるオフィスビルの代表作。1階
には正面から奥の昇り庭までを見通せる開放的なロビーを設けている。
※今回のイベントでは公開されていません。

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）
設計│ジョサイア・コンドル、竣工│1915年。
イタリア・ルネサンス様式を基調とした洋館で、漆喰装飾やステンドグ
ラスなど、建設当初の状態をよく残す。現在は大学の施設として活用
されている。東京都指定有形文化財。
※今回のイベントでは公開されていません。

オープンしなけん2019  ガイドブック
̶

発行│2019年3月9日
問い合わせ先│品川区建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

ガイドツアー

□東京デザインセンター
イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニの建築とインテリア
について、東京デザインセンター代表の船曳鴻紅氏が解説を
行い、その後東京デザインセンタースタッフが全館及び各
ショールームをご案内します。
各定員20名、事前申込制。15時20分–16時／16時20分–17時

□品川歴史館 茶室「松滴庵」
茶室「松滴庵」の改装を担当した永松賢一氏がレクチャーを
行い、その後茶室をご案内します。
各定員7名、事前申込制。11時–12時／13時30分–14時30分

□杉野記念館
杉野学園の創立者杉野繁一・芳子夫妻が暮らしたモダンな
住宅では、当時どのような生活が営まれていたのでしょうか。杉
野記念館館長が当時の暮らしや夫妻の人物像についてお話
しします。
各定員10名、事前申込制。10時–10時30分／13時–13時30分

□品川バプテスト教会
フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ天野太郎が設計した教
会の特徴を、前牧師の日隈光男氏が解説します。
定員10名、事前申込制。14時–14時30分

□東急池上線戸越銀座駅
地元住民の意見を取り入れながら生まれ変わった駅舎につい
て、設計担当者の横山太郎氏（東急電鉄鉄道事業本部工務
部主事）が荏原第三地域センターでレクチャーを行い、その後
駅舎に隠されたデザインをお教えします。
定員10名、事前申込制。13時30分–15時。

□日本ペイントホールディングス（株）明治記念館
普段は非公開の塗装に関する技術や最新の取り組みを紹介
する展示スペースを特別にご案内します。
各定員10名、事前申込制。13時–13時30分／14時–14時30分。

お茶会

□品川歴史館 書院
旧安田善助邸の広間を再現した書院にて、裏千家の山下宗
枝氏による薄茶会を開催します。
各定員15名、事前申込制。14時–14時45分／15時–15時45分

東京建築アクセスポイントによる
魅力発見ツアー
（各定員15名、事前申込制）

「品川区の優れたオフィス建築をめぐる」
五反田から大崎にかけてのエリアには、城南信用金庫、ポー
ラ五反田ビル、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、NBF大
崎ビルなど、1970年代以降、各時代を代表するオフィスビル
が存在します。構造、設備、都市計画など多様な観点からこれ
らの建築を解説しながら、街を歩きます。見学は基本的に外観
からのみとなります。
10時–12時　ナビゲーター│磯達雄氏

「荏原から旗の台の建築散策」
品川区の代表的な住宅街である荏原から旗の台を散策。この
エリアには建築家が手がけた住宅、幼稚園、集合住宅などが
点在しています。それらを外観から見学しながら地域の歴史を
探るツアーです。建物見学は全て公道から外観のみとなります。
13時–15時　ナビゲーター│若原一貴氏

「品川宿の建築に見る職人たちの技」
北品川駅から歩き始め、まずは関東大震災後に建てられた看
板建築に注目しましょう。防火性と意匠性を兼ね備えた銅板
職人の技が光ります。今では都内でも珍しくなりましたが、ここ
では数棟が健在。北品川橋や品川神社大鳥居の彫刻を可
能にした石工の技も見逃せません。陸と水の交通の要衝であ
るがゆえの細工は、善福寺本堂における左官の鏝絵にも。法
善寺本堂には、江戸時代には無かった煉瓦が使われています。
地域の由緒ある寺院への信仰が、明治以降にも展開した証。
品川宿を中心とした賑わいは、文明開化を経て新たな展開を
見せたのです。職人の技と、それを尊ぶ人々によって。
10時–12時　ナビゲーター│倉方俊輔氏

クロージングトーク
定員60名、事前申込優先、当日受付あり

「建築を開く」
建築雑誌「日経アーキテクチュア」編集長の宮沢洋氏をゲス
トに迎え、本イベント企画者である東京建築アクセスポイント
の倉方俊輔氏、磯達雄氏、若原一貴氏、和田菜穂子氏ととも
に、建築の見方や面白さを語り尽くします。
会場│東京デザインセンター5階クラフテック・ギャラリー
（東五反田5-25-19）
時間│18時–19時30分（17時30分開場）

品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について

解説 関連企画情報

2

1

3

4

公開建物マップお願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

　魅力的な建築物は、人の心をひきつけ、ここで

はないどこかへの旅へといざなってくれます。行き

先は、過去の暮らしぶりかもしれません。あるいは、

建築家による社会への新しい提案かもしれません。

日常的なエリアを歩いていても、旅行者になった

かのように地域の個性が発見できたり、先進的な

面に気づかされたりもします。今、自分がいる場所

が、新旧さまざまな人々の営みにつながっているこ

とを実感させてもくれます。そのようにして人の心に

直接うったえかける力が、建築物にはあるのです。

　今回の〈オープンしなけん〉で公開されたもの以

外にも、品川区には魅力的な建築物がまだまだ

数多くあります。それらも含めて、区内で見られる

建築の特徴を見ていきましょう。

高台に建てられた邸宅群

　江戸時代の初めから品川地域では、海岸線に

沿って東海道の宿場町が栄えます。明治時代に

なって宿場の制度が廃止されますが、品川宿の

繁栄は終わることなく、いっそう自由に建物の装

飾を競い合います。鏝（こて）を巧みに操って絵を

描く左官、負けじと彫刻を刻む石工、文明開化で

生まれたレンガ職人は由緒ある寺院にレンガを積

み、銅板職人の腕は和洋折衷の看板建築に発

揮されました。

　一方、品川区には、高台のエリアがあります。そ

の中で城南五山とも言われる島津山、池田山、花

房山、八つ山、御殿山には、大名の下屋敷が構

えられ、藩主家族の別邸として使われました。その

跡地には明治以降に名士の邸宅が建つ高級住

宅街となります。邸宅には西欧の様式を取り入れ

た洋館もあれば伝統的な和風の住宅もあり、また

新興のモダニズムでデザインされたものもありまし

た。そうした邸宅の中には、大使館や美術館など、

役割を変えて使われ続けたものもあります。その

代表が、現在は「清泉女子大学本館」となってい

る島津山の旧島津公爵邸です。

　昭和初期からは内陸部の荏原地区も住宅地と

して発展し、ここにも戸建て住宅の名作が散在し

歴史的・魅力的建築物

地域性

所在地│東五反田5-25-19
竣工年│1992年

東京デザインセンター

品川歴史館建設前の敷地には、かつて安田財閥の安田善助氏の邸宅

がありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通所有）として茶事

などに利用されていました。昭和初期につくられた松滴庵は二棟を斜の

廊下でつないだ茶室で、二畳中板を「やりちがえ」たり、洞床の脇壁を

「斜に構える」等、伝統に特異な工夫を加えています。安田邸の書院造り

の広間は当時の欄間などを活用して、品川歴史館内に復元されました。

□茶室特別公開
10時–11時／12時–13時30分／
14時30分–15時
※雨天の場合は外観のみ。申込当選者
以外の方は畳の間に入れません。
□レクチャー
茶室松滴庵の改修を担当した永松賢一
氏が2階講堂にてレクチャーを行います。
11時–11時30分／13時30分–14時
当日先着70名。会場│歴史館2階講堂

品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院

構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃

構造・規模│木造1階
設計者│不詳

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生を過ごした旧居。
夫妻の没後に学園に遺贈され、現在杉野記念館として公開されてい
ます。設計はアメリカで建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。
見どころのひとつはかっての応接間、玄関、階段室にあるステンドグ
ラスです。インテリアはアールデコ風にまとめられており、寄木の床や
端正なデザインのラジエーターボックスなどが目につきます。

□特別公開
10時–16時

所在地│上大崎4-6-19
竣工年│1938年

1963年に献堂された教会は20世紀のアメリカを代表する建築家で
あるフランク・ロイド・ライトのもとで1952～53年に学んだ天野太郎
によって設計されました。隅を丸めた造形によって、教会内に自然光
がやわらかに差し込み、教会内部のしつらえは北欧の教会建築にも
通じるところがあります。

□特別公開
13時–15時

旧称│池田菊苗邸

構造・規模│木造2階
設計者│杉野繁一

所在地│西品川2-12-18
竣工年│1963年

構造・規模│鉄筋コンクリート造2階
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代駅舎は、2016年に
同じく木造による2代目駅舎に生まれ変わりました。木造シザートラス構造
と鉄骨フレームが併用されたホーム屋根が特徴です。使われているのは

東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭素排出量の削減や山の

保全整備に貢献しています。地元住民が参加したワークショップを通じ、

ベンチの裏側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残されて

います。

木造シザーストラス構造…木材をハサミのように支点で交じらせながら組み上げていく
構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

煉瓦造…煉瓦を下から積んでいくことで成り立たせる構造の方式。壁が煉瓦でできて
いても、建物を支える構造は木造や鉄骨造の場合もあり、その場合は木骨煉瓦造、鉄
骨煉瓦造などと言う。

アールデコ…1920～30年代にかけて世界中で流行したデザイン様式。直線的で幾
何学的な図像を多用した点に特徴がある。

天野太郎…建築家。1918生、1990年没。東京藝術大学で教授も務めた。代表作に
武蔵嵐山カントリークラブ（1961年）、東京藝術大学附属図書館・芸術資料館（1965
年）などがある。

鉄筋コンクリート造…引っ張りに対して強い鉄筋と、圧縮に対してコンクリートを組み合
わせた構造。日本では関東大震災以後に急速に普及した。

磯崎新…1931年生まれ。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子にして、1970
年代にその後継者とみなされるようになった。過去の建築を操作的、時に諧謔的に扱う
ところが、師との大きな違いで「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代
美術館」（1986年）など国内外に作品多数。

□公開
列車の運行期間中［初電–終電］
（駅構内に入るときは入場券が必要になり
ます）

所在地│平塚2-16-1
竣工年│2016年

1909年に日本最古の油・ワニス工場として建設された品川区内に現存
する最古の赤煉瓦造（イギリス積み）の洋風建築物。記念館には塗料産

業の歩みを伝える資料が展示されています。赤煉瓦の素材感と共に、事

業家たちの物語を魅力的に伝えています。

□公開
8時30分–17時
（通常時は一週間前に見学のご予約が
必要です）

構造・規模│木造（一部鉄骨造）2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン

所在地│南品川4-1-15
竣工年│1909年

構造・規模│煉瓦造1階
設計者│不詳

1925年に建てられた鉄筋コンクリートの洋館。池田菊苗は東京帝国大
学理学部化学科の教授で、うま味成分であるL-グルタミン酸ナトリウム
の発見者です。見どころは玄関部や1階の応接室。曲線や幾何学による
独特の装飾で彩られており、造り付けの家具や照明器具が当時のまま

残っています。

□特別公開
13時–15時
※一部公開されていない場所がございます。

※2019年3月末まで外壁改修工事が行われているため、今回はガレリアホールなど
内部の建築案内が主体となります。

品川歴史館では企画展「幕末の動乱を生きぬいた武士たち̶旗本京極家の家臣永
坂家文書の紹介̶」を平成31年2月9日～3月17日まで開催しています。展示をご覧
になる場合は、観覧料が必要です。（一般100円、小・中学生50円、品川区立の小・中
学生、70歳以上の方、障害のある方は無料）

所在地│豊町2-16-12
竣工年│1925年

いけ だ  きく なえ

1992年につくられた世界的建築家・磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方形を組み合わせた 
外観といった斬新なデザインは現代建築の粋と茶の湯の心の調和を表

しています。その一方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の

檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新の融合によって出

来上がった現代茶室は、御殿山庭園の中にひっそりと佇んでいます。

□特別公開
10時–17時

構造・規模│鉄筋コンクリート造3階
設計者│不詳

う     じ   あん

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年

構造・規模│1階
設計者│磯崎新

「しながわ建築」の歴史と魅力
東京建築アクセスポイント

ています。また1980年代には臨海部の埋立地に

大規模な住宅団地として「八潮パークタウン」が

街開きしました。

近代化を担った工場も集積

　また目黒川沿いのエリアには、近代化を進める

明治以降、工場の立地が相次ぎました。今回のイ

ベントで公開される「日本ペイントホールディングス 

（株）明治記念館」は、都内でも貴重な煉瓦造の

建築物であり、文明開化以降に勃興した近代工

業のあり方を伝える生き証人です。

　品川区には機械、化学、製薬、食品など、幅広

い分野の工場が集積し、日本の高度経済成長を

担いました。1980年代以降は、産業構造の変化

にともない、工場を廃止して別の用途へと生まれ

変わらせるプロジェクトも始まっていきます。その代

表が「大崎ニューシティ」や「ゲートシティ大崎」で

す。オフィス、商業施設、文化施設、住宅など多様

な機能をミックスすることにより、新たな都心の賑

わいゾーンを作り出しています。

　こうした再開発によって生まれたもののほかに

も、「ポーラ五反田ビル」などはオフィスビルの歴

史を振り返るにあたって、欠かすことのできない建

築物です。これにより、五反田から大崎にかけて

のエリアには、1970年代以降の各時代を代表す

るオフィスビルの傑作が立ち並ぶようになりました。

　そのほか品川には学校施設や教会などの分野

においても重要な建築作品があります。総じて、

品川区の建物を眺めると、起伏に富んだ地形の

上に、近世から近現代にかけての江戸・東京の変

遷が凝縮されていると言えるでしょう。

う   じ あん

しようてきあん

革新性

作家性 歴史性

意匠性

継続性

時代性

杉野記念館 品川バプテスト教会
旧称│杉野繁一・芳子邸

東急池上線戸越銀座駅 日本ペイントホールディングス（株） 
明治記念館

日本音楽高等学校1号館 茶室「有時庵」

● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨、暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは、品川区都市環境部建築課審査担当（構造）にて承ります。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページで随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● イベント当日、インフォメーションセンターを東京デザインセンター（6ページ参照）の1階に設けます。当日情報の提供やガイドブックの配布を
 行いますので、お立ち寄りください。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、撮影禁止・立入禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやホームページへの掲載を
禁止しているところもございます。詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。
2.テナントビル
お仕事中の方がいらっしゃる場合もございますので、お静かに見学ください。
3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただくことがございます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4.エレベーター等
階段のみで、エレベーターやスロープ等の設備がない建物もございます。あらかじめご了承のうえ、ご参加ください。
5.その他
建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。
※通常公開されていない建物内にオープンしなけんのプログラム以外で許可なく立ち入ることはお止めください。
違法行為として処罰されることがあります。

しよう てき  あん
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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。

開催日│2019年3月9日（土）

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、1992年に完成した
総合インテリア・ショールーム・ビル。大理石による端正な正面デザインは、

五反田駅前の風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイナ
ミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人彫刻家ミンモ・パラディノによ

るものです。裏の庭園側には柱が並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外
劇場装置のような空間を創造しています。

□公開
各ショールーム　10時–18時
※同時開催│千葉大学工学部デザイン
学科の卒業制作展（地階ガレリアホール 
11時–19時）
※18時からクロージングトークもあります。
事前申込みの参加者を優先しますが、余
裕があれば当日受付も行います。詳しくは
P.16を参照

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている調査事業で〈歴史的・魅力的建築物〉として認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力的
建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件として
います。

東京デザインセンター P.06
品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院 P.07
杉野記念館 P.08
品川バプテスト教会 P.09
東急池上線戸越銀座駅 P.10
日本ペイントホールディングス（株）
明治記念館 P.11
日本音楽高等学校1号館 P.12
茶室「有時庵」 P.13

〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建築物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくために、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。

ポーラ五反田ビル
設計│日建設計、竣工│1971年。
エレベーター、階段、トイレなどを各階の両側に集約し、その間に広い
無柱空間を実現した両端コア構造によるオフィスビルの代表作。1階
には正面から奥の昇り庭までを見通せる開放的なロビーを設けている。
※今回のイベントでは公開されていません。

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）
設計│ジョサイア・コンドル、竣工│1915年。
イタリア・ルネサンス様式を基調とした洋館で、漆喰装飾やステンドグ
ラスなど、建設当初の状態をよく残す。現在は大学の施設として活用
されている。東京都指定有形文化財。
※今回のイベントでは公開されていません。

オープンしなけん2019  ガイドブック
̶

発行│2019年3月9日
問い合わせ先│品川区建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

ガイドツアー

□東京デザインセンター
イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニの建築とインテリア
について、東京デザインセンター代表の船曳鴻紅氏が解説を
行い、その後東京デザインセンタースタッフが全館及び各
ショールームをご案内します。
各定員20名、事前申込制。15時20分–16時／16時20分–17時

□品川歴史館 茶室「松滴庵」
茶室「松滴庵」の改装を担当した永松賢一氏がレクチャーを
行い、その後茶室をご案内します。
各定員7名、事前申込制。11時–12時／13時30分–14時30分

□杉野記念館
杉野学園の創立者杉野繁一・芳子夫妻が暮らしたモダンな
住宅では、当時どのような生活が営まれていたのでしょうか。杉
野記念館館長が当時の暮らしや夫妻の人物像についてお話
しします。
各定員10名、事前申込制。10時–10時30分／13時–13時30分

□品川バプテスト教会
フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ天野太郎が設計した教
会の特徴を、前牧師の日隈光男氏が解説します。
定員10名、事前申込制。14時–14時30分

□東急池上線戸越銀座駅
地元住民の意見を取り入れながら生まれ変わった駅舎につい
て、設計担当者の横山太郎氏（東急電鉄鉄道事業本部工務
部主事）が荏原第三地域センターでレクチャーを行い、その後
駅舎に隠されたデザインをお教えします。
定員10名、事前申込制。13時30分–15時。

□日本ペイントホールディングス（株）明治記念館
普段は非公開の塗装に関する技術や最新の取り組みを紹介
する展示スペースを特別にご案内します。
各定員10名、事前申込制。13時–13時30分／14時–14時30分。

お茶会

□品川歴史館 書院
旧安田善助邸の広間を再現した書院にて、裏千家の山下宗
枝氏による薄茶会を開催します。
各定員15名、事前申込制。14時–14時45分／15時–15時45分

東京建築アクセスポイントによる
魅力発見ツアー
（各定員15名、事前申込制）

「品川区の優れたオフィス建築をめぐる」
五反田から大崎にかけてのエリアには、城南信用金庫、ポー
ラ五反田ビル、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、NBF大
崎ビルなど、1970年代以降、各時代を代表するオフィスビル
が存在します。構造、設備、都市計画など多様な観点からこれ
らの建築を解説しながら、街を歩きます。見学は基本的に外観
からのみとなります。
10時–12時　ナビゲーター│磯達雄氏

「荏原から旗の台の建築散策」
品川区の代表的な住宅街である荏原から旗の台を散策。この
エリアには建築家が手がけた住宅、幼稚園、集合住宅などが
点在しています。それらを外観から見学しながら地域の歴史を
探るツアーです。建物見学は全て公道から外観のみとなります。
13時–15時　ナビゲーター│若原一貴氏

「品川宿の建築に見る職人たちの技」
北品川駅から歩き始め、まずは関東大震災後に建てられた看
板建築に注目しましょう。防火性と意匠性を兼ね備えた銅板
職人の技が光ります。今では都内でも珍しくなりましたが、ここ
では数棟が健在。北品川橋や品川神社大鳥居の彫刻を可
能にした石工の技も見逃せません。陸と水の交通の要衝であ
るがゆえの細工は、善福寺本堂における左官の鏝絵にも。法
善寺本堂には、江戸時代には無かった煉瓦が使われています。
地域の由緒ある寺院への信仰が、明治以降にも展開した証。
品川宿を中心とした賑わいは、文明開化を経て新たな展開を
見せたのです。職人の技と、それを尊ぶ人々によって。
10時–12時　ナビゲーター│倉方俊輔氏

クロージングトーク
定員60名、事前申込優先、当日受付あり

「建築を開く」
建築雑誌「日経アーキテクチュア」編集長の宮沢洋氏をゲス
トに迎え、本イベント企画者である東京建築アクセスポイント
の倉方俊輔氏、磯達雄氏、若原一貴氏、和田菜穂子氏ととも
に、建築の見方や面白さを語り尽くします。
会場│東京デザインセンター5階クラフテック・ギャラリー
（東五反田5-25-19）
時間│18時–19時30分（17時30分開場）

品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について

解説 関連企画情報

2

1

3

4

公開建物マップお願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

　魅力的な建築物は、人の心をひきつけ、ここで

はないどこかへの旅へといざなってくれます。行き

先は、過去の暮らしぶりかもしれません。あるいは、

建築家による社会への新しい提案かもしれません。

日常的なエリアを歩いていても、旅行者になった

かのように地域の個性が発見できたり、先進的な

面に気づかされたりもします。今、自分がいる場所

が、新旧さまざまな人々の営みにつながっているこ

とを実感させてもくれます。そのようにして人の心に

直接うったえかける力が、建築物にはあるのです。

　今回の〈オープンしなけん〉で公開されたもの以

外にも、品川区には魅力的な建築物がまだまだ

数多くあります。それらも含めて、区内で見られる

建築の特徴を見ていきましょう。

高台に建てられた邸宅群

　江戸時代の初めから品川地域では、海岸線に

沿って東海道の宿場町が栄えます。明治時代に

なって宿場の制度が廃止されますが、品川宿の

繁栄は終わることなく、いっそう自由に建物の装

飾を競い合います。鏝（こて）を巧みに操って絵を

描く左官、負けじと彫刻を刻む石工、文明開化で

生まれたレンガ職人は由緒ある寺院にレンガを積

み、銅板職人の腕は和洋折衷の看板建築に発

揮されました。

　一方、品川区には、高台のエリアがあります。そ

の中で城南五山とも言われる島津山、池田山、花

房山、八つ山、御殿山には、大名の下屋敷が構

えられ、藩主家族の別邸として使われました。その

跡地には明治以降に名士の邸宅が建つ高級住

宅街となります。邸宅には西欧の様式を取り入れ

た洋館もあれば伝統的な和風の住宅もあり、また

新興のモダニズムでデザインされたものもありまし

た。そうした邸宅の中には、大使館や美術館など、

役割を変えて使われ続けたものもあります。その

代表が、現在は「清泉女子大学本館」となってい

る島津山の旧島津公爵邸です。

　昭和初期からは内陸部の荏原地区も住宅地と

して発展し、ここにも戸建て住宅の名作が散在し

歴史的・魅力的建築物

地域性

所在地│東五反田5-25-19
竣工年│1992年

東京デザインセンター

品川歴史館建設前の敷地には、かつて安田財閥の安田善助氏の邸宅

がありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通所有）として茶事

などに利用されていました。昭和初期につくられた松滴庵は二棟を斜の

廊下でつないだ茶室で、二畳中板を「やりちがえ」たり、洞床の脇壁を

「斜に構える」等、伝統に特異な工夫を加えています。安田邸の書院造り

の広間は当時の欄間などを活用して、品川歴史館内に復元されました。

□茶室特別公開
10時–11時／12時–13時30分／
14時30分–15時
※雨天の場合は外観のみ。申込当選者
以外の方は畳の間に入れません。
□レクチャー
茶室松滴庵の改修を担当した永松賢一
氏が2階講堂にてレクチャーを行います。
11時–11時30分／13時30分–14時
当日先着70名。会場│歴史館2階講堂

品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院

構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃

構造・規模│木造1階
設計者│不詳

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生を過ごした旧居。
夫妻の没後に学園に遺贈され、現在杉野記念館として公開されてい
ます。設計はアメリカで建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。
見どころのひとつはかっての応接間、玄関、階段室にあるステンドグ
ラスです。インテリアはアールデコ風にまとめられており、寄木の床や
端正なデザインのラジエーターボックスなどが目につきます。

□特別公開
10時–16時

所在地│上大崎4-6-19
竣工年│1938年

1963年に献堂された教会は20世紀のアメリカを代表する建築家で
あるフランク・ロイド・ライトのもとで1952～53年に学んだ天野太郎
によって設計されました。隅を丸めた造形によって、教会内に自然光
がやわらかに差し込み、教会内部のしつらえは北欧の教会建築にも
通じるところがあります。

□特別公開
13時–15時

旧称│池田菊苗邸

構造・規模│木造2階
設計者│杉野繁一

所在地│西品川2-12-18
竣工年│1963年

構造・規模│鉄筋コンクリート造2階
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代駅舎は、2016年に
同じく木造による2代目駅舎に生まれ変わりました。木造シザートラス構造
と鉄骨フレームが併用されたホーム屋根が特徴です。使われているのは

東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭素排出量の削減や山の

保全整備に貢献しています。地元住民が参加したワークショップを通じ、

ベンチの裏側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残されて

います。

木造シザーストラス構造…木材をハサミのように支点で交じらせながら組み上げていく
構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

煉瓦造…煉瓦を下から積んでいくことで成り立たせる構造の方式。壁が煉瓦でできて
いても、建物を支える構造は木造や鉄骨造の場合もあり、その場合は木骨煉瓦造、鉄
骨煉瓦造などと言う。

アールデコ…1920～30年代にかけて世界中で流行したデザイン様式。直線的で幾
何学的な図像を多用した点に特徴がある。

天野太郎…建築家。1918生、1990年没。東京藝術大学で教授も務めた。代表作に
武蔵嵐山カントリークラブ（1961年）、東京藝術大学附属図書館・芸術資料館（1965
年）などがある。

鉄筋コンクリート造…引っ張りに対して強い鉄筋と、圧縮に対してコンクリートを組み合
わせた構造。日本では関東大震災以後に急速に普及した。

磯崎新…1931年生まれ。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子にして、1970
年代にその後継者とみなされるようになった。過去の建築を操作的、時に諧謔的に扱う
ところが、師との大きな違いで「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代
美術館」（1986年）など国内外に作品多数。

□公開
列車の運行期間中［初電–終電］
（駅構内に入るときは入場券が必要になり
ます）

所在地│平塚2-16-1
竣工年│2016年

1909年に日本最古の油・ワニス工場として建設された品川区内に現存
する最古の赤煉瓦造（イギリス積み）の洋風建築物。記念館には塗料産

業の歩みを伝える資料が展示されています。赤煉瓦の素材感と共に、事

業家たちの物語を魅力的に伝えています。

□公開
8時30分–17時
（通常時は一週間前に見学のご予約が
必要です）

構造・規模│木造（一部鉄骨造）2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン

所在地│南品川4-1-15
竣工年│1909年

構造・規模│煉瓦造1階
設計者│不詳

1925年に建てられた鉄筋コンクリートの洋館。池田菊苗は東京帝国大
学理学部化学科の教授で、うま味成分であるL-グルタミン酸ナトリウム
の発見者です。見どころは玄関部や1階の応接室。曲線や幾何学による
独特の装飾で彩られており、造り付けの家具や照明器具が当時のまま

残っています。

□特別公開
13時–15時
※一部公開されていない場所がございます。

※2019年3月末まで外壁改修工事が行われているため、今回はガレリアホールなど
内部の建築案内が主体となります。

品川歴史館では企画展「幕末の動乱を生きぬいた武士たち̶旗本京極家の家臣永
坂家文書の紹介̶」を平成31年2月9日～3月17日まで開催しています。展示をご覧
になる場合は、観覧料が必要です。（一般100円、小・中学生50円、品川区立の小・中
学生、70歳以上の方、障害のある方は無料）

所在地│豊町2-16-12
竣工年│1925年

いけ だ  きく なえ

1992年につくられた世界的建築家・磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方形を組み合わせた 
外観といった斬新なデザインは現代建築の粋と茶の湯の心の調和を表

しています。その一方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の

檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新の融合によって出

来上がった現代茶室は、御殿山庭園の中にひっそりと佇んでいます。

□特別公開
10時–17時

構造・規模│鉄筋コンクリート造3階
設計者│不詳

う     じ   あん

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年

構造・規模│1階
設計者│磯崎新

「しながわ建築」の歴史と魅力
東京建築アクセスポイント

ています。また1980年代には臨海部の埋立地に

大規模な住宅団地として「八潮パークタウン」が

街開きしました。

近代化を担った工場も集積

　また目黒川沿いのエリアには、近代化を進める

明治以降、工場の立地が相次ぎました。今回のイ

ベントで公開される「日本ペイントホールディングス 

（株）明治記念館」は、都内でも貴重な煉瓦造の

建築物であり、文明開化以降に勃興した近代工

業のあり方を伝える生き証人です。

　品川区には機械、化学、製薬、食品など、幅広

い分野の工場が集積し、日本の高度経済成長を

担いました。1980年代以降は、産業構造の変化

にともない、工場を廃止して別の用途へと生まれ

変わらせるプロジェクトも始まっていきます。その代

表が「大崎ニューシティ」や「ゲートシティ大崎」で

す。オフィス、商業施設、文化施設、住宅など多様

な機能をミックスすることにより、新たな都心の賑

わいゾーンを作り出しています。

　こうした再開発によって生まれたもののほかに

も、「ポーラ五反田ビル」などはオフィスビルの歴

史を振り返るにあたって、欠かすことのできない建

築物です。これにより、五反田から大崎にかけて

のエリアには、1970年代以降の各時代を代表す

るオフィスビルの傑作が立ち並ぶようになりました。

　そのほか品川には学校施設や教会などの分野

においても重要な建築作品があります。総じて、

品川区の建物を眺めると、起伏に富んだ地形の

上に、近世から近現代にかけての江戸・東京の変

遷が凝縮されていると言えるでしょう。

う   じ あん

しようてきあん

革新性

作家性 歴史性

意匠性

継続性

時代性

杉野記念館 品川バプテスト教会
旧称│杉野繁一・芳子邸

東急池上線戸越銀座駅 日本ペイントホールディングス（株） 
明治記念館

日本音楽高等学校1号館 茶室「有時庵」

● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨、暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは、品川区都市環境部建築課審査担当（構造）にて承ります。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページで随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● イベント当日、インフォメーションセンターを東京デザインセンター（6ページ参照）の1階に設けます。当日情報の提供やガイドブックの配布を
 行いますので、お立ち寄りください。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、撮影禁止・立入禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやホームページへの掲載を
禁止しているところもございます。詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。
2.テナントビル
お仕事中の方がいらっしゃる場合もございますので、お静かに見学ください。
3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただくことがございます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4.エレベーター等
階段のみで、エレベーターやスロープ等の設備がない建物もございます。あらかじめご了承のうえ、ご参加ください。
5.その他
建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。
※通常公開されていない建物内にオープンしなけんのプログラム以外で許可なく立ち入ることはお止めください。
違法行為として処罰されることがあります。

しよう てき  あん
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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。

開催日│2019年3月9日（土）

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、1992年に完成した
総合インテリア・ショールーム・ビル。大理石による端正な正面デザインは、

五反田駅前の風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイナ
ミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人彫刻家ミンモ・パラディノによ

るものです。裏の庭園側には柱が並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外
劇場装置のような空間を創造しています。

□公開
各ショールーム　10時–18時
※同時開催│千葉大学工学部デザイン
学科の卒業制作展（地階ガレリアホール 
11時–19時）
※18時からクロージングトークもあります。
事前申込みの参加者を優先しますが、余
裕があれば当日受付も行います。詳しくは
P.16を参照

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている調査事業で〈歴史的・魅力的建築物〉として認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力的
建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件として
います。

東京デザインセンター P.06
品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院 P.07
杉野記念館 P.08
品川バプテスト教会 P.09
東急池上線戸越銀座駅 P.10
日本ペイントホールディングス（株）
明治記念館 P.11
日本音楽高等学校1号館 P.12
茶室「有時庵」 P.13

〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建築物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくために、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。

ポーラ五反田ビル
設計│日建設計、竣工│1971年。
エレベーター、階段、トイレなどを各階の両側に集約し、その間に広い
無柱空間を実現した両端コア構造によるオフィスビルの代表作。1階
には正面から奥の昇り庭までを見通せる開放的なロビーを設けている。
※今回のイベントでは公開されていません。

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）
設計│ジョサイア・コンドル、竣工│1915年。
イタリア・ルネサンス様式を基調とした洋館で、漆喰装飾やステンドグ
ラスなど、建設当初の状態をよく残す。現在は大学の施設として活用
されている。東京都指定有形文化財。
※今回のイベントでは公開されていません。

オープンしなけん2019  ガイドブック
̶

発行│2019年3月9日
問い合わせ先│品川区建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

ガイドツアー

□東京デザインセンター
イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニの建築とインテリア
について、東京デザインセンター代表の船曳鴻紅氏が解説を
行い、その後東京デザインセンタースタッフが全館及び各
ショールームをご案内します。
各定員20名、事前申込制。15時20分–16時／16時20分–17時

□品川歴史館 茶室「松滴庵」
茶室「松滴庵」の改装を担当した永松賢一氏がレクチャーを
行い、その後茶室をご案内します。
各定員7名、事前申込制。11時–12時／13時30分–14時30分

□杉野記念館
杉野学園の創立者杉野繁一・芳子夫妻が暮らしたモダンな
住宅では、当時どのような生活が営まれていたのでしょうか。杉
野記念館館長が当時の暮らしや夫妻の人物像についてお話
しします。
各定員10名、事前申込制。10時–10時30分／13時–13時30分

□品川バプテスト教会
フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ天野太郎が設計した教
会の特徴を、前牧師の日隈光男氏が解説します。
定員10名、事前申込制。14時–14時30分

□東急池上線戸越銀座駅
地元住民の意見を取り入れながら生まれ変わった駅舎につい
て、設計担当者の横山太郎氏（東急電鉄鉄道事業本部工務
部主事）が荏原第三地域センターでレクチャーを行い、その後
駅舎に隠されたデザインをお教えします。
定員10名、事前申込制。13時30分–15時。

□日本ペイントホールディングス（株）明治記念館
普段は非公開の塗装に関する技術や最新の取り組みを紹介
する展示スペースを特別にご案内します。
各定員10名、事前申込制。13時–13時30分／14時–14時30分。

お茶会

□品川歴史館 書院
旧安田善助邸の広間を再現した書院にて、裏千家の山下宗
枝氏による薄茶会を開催します。
各定員15名、事前申込制。14時–14時45分／15時–15時45分

東京建築アクセスポイントによる
魅力発見ツアー
（各定員15名、事前申込制）

「品川区の優れたオフィス建築をめぐる」
五反田から大崎にかけてのエリアには、城南信用金庫、ポー
ラ五反田ビル、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、NBF大
崎ビルなど、1970年代以降、各時代を代表するオフィスビル
が存在します。構造、設備、都市計画など多様な観点からこれ
らの建築を解説しながら、街を歩きます。見学は基本的に外観
からのみとなります。
10時–12時　ナビゲーター│磯達雄氏

「荏原から旗の台の建築散策」
品川区の代表的な住宅街である荏原から旗の台を散策。この
エリアには建築家が手がけた住宅、幼稚園、集合住宅などが
点在しています。それらを外観から見学しながら地域の歴史を
探るツアーです。建物見学は全て公道から外観のみとなります。
13時–15時　ナビゲーター│若原一貴氏

「品川宿の建築に見る職人たちの技」
北品川駅から歩き始め、まずは関東大震災後に建てられた看
板建築に注目しましょう。防火性と意匠性を兼ね備えた銅板
職人の技が光ります。今では都内でも珍しくなりましたが、ここ
では数棟が健在。北品川橋や品川神社大鳥居の彫刻を可
能にした石工の技も見逃せません。陸と水の交通の要衝であ
るがゆえの細工は、善福寺本堂における左官の鏝絵にも。法
善寺本堂には、江戸時代には無かった煉瓦が使われています。
地域の由緒ある寺院への信仰が、明治以降にも展開した証。
品川宿を中心とした賑わいは、文明開化を経て新たな展開を
見せたのです。職人の技と、それを尊ぶ人々によって。
10時–12時　ナビゲーター│倉方俊輔氏

クロージングトーク
定員60名、事前申込優先、当日受付あり

「建築を開く」
建築雑誌「日経アーキテクチュア」編集長の宮沢洋氏をゲス
トに迎え、本イベント企画者である東京建築アクセスポイント
の倉方俊輔氏、磯達雄氏、若原一貴氏、和田菜穂子氏ととも
に、建築の見方や面白さを語り尽くします。
会場│東京デザインセンター5階クラフテック・ギャラリー
（東五反田5-25-19）
時間│18時–19時30分（17時30分開場）

品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について

解説 関連企画情報
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公開建物マップお願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

　魅力的な建築物は、人の心をひきつけ、ここで

はないどこかへの旅へといざなってくれます。行き

先は、過去の暮らしぶりかもしれません。あるいは、

建築家による社会への新しい提案かもしれません。

日常的なエリアを歩いていても、旅行者になった

かのように地域の個性が発見できたり、先進的な

面に気づかされたりもします。今、自分がいる場所

が、新旧さまざまな人々の営みにつながっているこ

とを実感させてもくれます。そのようにして人の心に

直接うったえかける力が、建築物にはあるのです。

　今回の〈オープンしなけん〉で公開されたもの以

外にも、品川区には魅力的な建築物がまだまだ

数多くあります。それらも含めて、区内で見られる

建築の特徴を見ていきましょう。

高台に建てられた邸宅群

　江戸時代の初めから品川地域では、海岸線に

沿って東海道の宿場町が栄えます。明治時代に

なって宿場の制度が廃止されますが、品川宿の

繁栄は終わることなく、いっそう自由に建物の装

飾を競い合います。鏝（こて）を巧みに操って絵を

描く左官、負けじと彫刻を刻む石工、文明開化で

生まれたレンガ職人は由緒ある寺院にレンガを積

み、銅板職人の腕は和洋折衷の看板建築に発

揮されました。

　一方、品川区には、高台のエリアがあります。そ

の中で城南五山とも言われる島津山、池田山、花

房山、八つ山、御殿山には、大名の下屋敷が構

えられ、藩主家族の別邸として使われました。その

跡地には明治以降に名士の邸宅が建つ高級住

宅街となります。邸宅には西欧の様式を取り入れ

た洋館もあれば伝統的な和風の住宅もあり、また

新興のモダニズムでデザインされたものもありまし

た。そうした邸宅の中には、大使館や美術館など、

役割を変えて使われ続けたものもあります。その

代表が、現在は「清泉女子大学本館」となってい

る島津山の旧島津公爵邸です。

　昭和初期からは内陸部の荏原地区も住宅地と

して発展し、ここにも戸建て住宅の名作が散在し

歴史的・魅力的建築物

地域性

所在地│東五反田5-25-19
竣工年│1992年

東京デザインセンター

品川歴史館建設前の敷地には、かつて安田財閥の安田善助氏の邸宅

がありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通所有）として茶事

などに利用されていました。昭和初期につくられた松滴庵は二棟を斜の

廊下でつないだ茶室で、二畳中板を「やりちがえ」たり、洞床の脇壁を

「斜に構える」等、伝統に特異な工夫を加えています。安田邸の書院造り

の広間は当時の欄間などを活用して、品川歴史館内に復元されました。

□茶室特別公開
10時–11時／12時–13時30分／
14時30分–15時
※雨天の場合は外観のみ。申込当選者
以外の方は畳の間に入れません。
□レクチャー
茶室松滴庵の改修を担当した永松賢一
氏が2階講堂にてレクチャーを行います。
11時–11時30分／13時30分–14時
当日先着70名。会場│歴史館2階講堂

品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院

構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃

構造・規模│木造1階
設計者│不詳

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生を過ごした旧居。
夫妻の没後に学園に遺贈され、現在杉野記念館として公開されてい
ます。設計はアメリカで建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。
見どころのひとつはかっての応接間、玄関、階段室にあるステンドグ
ラスです。インテリアはアールデコ風にまとめられており、寄木の床や
端正なデザインのラジエーターボックスなどが目につきます。

□特別公開
10時–16時

所在地│上大崎4-6-19
竣工年│1938年

1963年に献堂された教会は20世紀のアメリカを代表する建築家で
あるフランク・ロイド・ライトのもとで1952～53年に学んだ天野太郎
によって設計されました。隅を丸めた造形によって、教会内に自然光
がやわらかに差し込み、教会内部のしつらえは北欧の教会建築にも
通じるところがあります。

□特別公開
13時–15時

旧称│池田菊苗邸

構造・規模│木造2階
設計者│杉野繁一

所在地│西品川2-12-18
竣工年│1963年

構造・規模│鉄筋コンクリート造2階
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代駅舎は、2016年に
同じく木造による2代目駅舎に生まれ変わりました。木造シザートラス構造
と鉄骨フレームが併用されたホーム屋根が特徴です。使われているのは

東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭素排出量の削減や山の

保全整備に貢献しています。地元住民が参加したワークショップを通じ、

ベンチの裏側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残されて

います。

木造シザーストラス構造…木材をハサミのように支点で交じらせながら組み上げていく
構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

煉瓦造…煉瓦を下から積んでいくことで成り立たせる構造の方式。壁が煉瓦でできて
いても、建物を支える構造は木造や鉄骨造の場合もあり、その場合は木骨煉瓦造、鉄
骨煉瓦造などと言う。

アールデコ…1920～30年代にかけて世界中で流行したデザイン様式。直線的で幾
何学的な図像を多用した点に特徴がある。

天野太郎…建築家。1918生、1990年没。東京藝術大学で教授も務めた。代表作に
武蔵嵐山カントリークラブ（1961年）、東京藝術大学附属図書館・芸術資料館（1965
年）などがある。

鉄筋コンクリート造…引っ張りに対して強い鉄筋と、圧縮に対してコンクリートを組み合
わせた構造。日本では関東大震災以後に急速に普及した。

磯崎新…1931年生まれ。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子にして、1970
年代にその後継者とみなされるようになった。過去の建築を操作的、時に諧謔的に扱う
ところが、師との大きな違いで「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代
美術館」（1986年）など国内外に作品多数。

□公開
列車の運行期間中［初電–終電］
（駅構内に入るときは入場券が必要になり
ます）

所在地│平塚2-16-1
竣工年│2016年

1909年に日本最古の油・ワニス工場として建設された品川区内に現存
する最古の赤煉瓦造（イギリス積み）の洋風建築物。記念館には塗料産

業の歩みを伝える資料が展示されています。赤煉瓦の素材感と共に、事

業家たちの物語を魅力的に伝えています。

□公開
8時30分–17時
（通常時は一週間前に見学のご予約が
必要です）

構造・規模│木造（一部鉄骨造）2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン

所在地│南品川4-1-15
竣工年│1909年

構造・規模│煉瓦造1階
設計者│不詳

1925年に建てられた鉄筋コンクリートの洋館。池田菊苗は東京帝国大
学理学部化学科の教授で、うま味成分であるL-グルタミン酸ナトリウム
の発見者です。見どころは玄関部や1階の応接室。曲線や幾何学による
独特の装飾で彩られており、造り付けの家具や照明器具が当時のまま

残っています。

□特別公開
13時–15時
※一部公開されていない場所がございます。

※2019年3月末まで外壁改修工事が行われているため、今回はガレリアホールなど
内部の建築案内が主体となります。

品川歴史館では企画展「幕末の動乱を生きぬいた武士たち̶旗本京極家の家臣永
坂家文書の紹介̶」を平成31年2月9日～3月17日まで開催しています。展示をご覧
になる場合は、観覧料が必要です。（一般100円、小・中学生50円、品川区立の小・中
学生、70歳以上の方、障害のある方は無料）

所在地│豊町2-16-12
竣工年│1925年

いけ だ  きく なえ

1992年につくられた世界的建築家・磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方形を組み合わせた 
外観といった斬新なデザインは現代建築の粋と茶の湯の心の調和を表

しています。その一方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の

檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新の融合によって出

来上がった現代茶室は、御殿山庭園の中にひっそりと佇んでいます。

□特別公開
10時–17時

構造・規模│鉄筋コンクリート造3階
設計者│不詳

う     じ   あん

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年

構造・規模│1階
設計者│磯崎新

「しながわ建築」の歴史と魅力
東京建築アクセスポイント

ています。また1980年代には臨海部の埋立地に

大規模な住宅団地として「八潮パークタウン」が

街開きしました。

近代化を担った工場も集積

　また目黒川沿いのエリアには、近代化を進める

明治以降、工場の立地が相次ぎました。今回のイ

ベントで公開される「日本ペイントホールディングス 

（株）明治記念館」は、都内でも貴重な煉瓦造の

建築物であり、文明開化以降に勃興した近代工

業のあり方を伝える生き証人です。

　品川区には機械、化学、製薬、食品など、幅広

い分野の工場が集積し、日本の高度経済成長を

担いました。1980年代以降は、産業構造の変化

にともない、工場を廃止して別の用途へと生まれ

変わらせるプロジェクトも始まっていきます。その代

表が「大崎ニューシティ」や「ゲートシティ大崎」で

す。オフィス、商業施設、文化施設、住宅など多様

な機能をミックスすることにより、新たな都心の賑

わいゾーンを作り出しています。

　こうした再開発によって生まれたもののほかに

も、「ポーラ五反田ビル」などはオフィスビルの歴

史を振り返るにあたって、欠かすことのできない建

築物です。これにより、五反田から大崎にかけて

のエリアには、1970年代以降の各時代を代表す

るオフィスビルの傑作が立ち並ぶようになりました。

　そのほか品川には学校施設や教会などの分野

においても重要な建築作品があります。総じて、

品川区の建物を眺めると、起伏に富んだ地形の

上に、近世から近現代にかけての江戸・東京の変

遷が凝縮されていると言えるでしょう。

う   じ あん

しようてきあん

革新性

作家性 歴史性

意匠性

継続性

時代性

杉野記念館 品川バプテスト教会
旧称│杉野繁一・芳子邸

東急池上線戸越銀座駅 日本ペイントホールディングス（株） 
明治記念館

日本音楽高等学校1号館 茶室「有時庵」

● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨、暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは、品川区都市環境部建築課審査担当（構造）にて承ります。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページで随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● イベント当日、インフォメーションセンターを東京デザインセンター（6ページ参照）の1階に設けます。当日情報の提供やガイドブックの配布を
 行いますので、お立ち寄りください。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、撮影禁止・立入禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやホームページへの掲載を
禁止しているところもございます。詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。
2.テナントビル
お仕事中の方がいらっしゃる場合もございますので、お静かに見学ください。
3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただくことがございます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4.エレベーター等
階段のみで、エレベーターやスロープ等の設備がない建物もございます。あらかじめご了承のうえ、ご参加ください。
5.その他
建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。
※通常公開されていない建物内にオープンしなけんのプログラム以外で許可なく立ち入ることはお止めください。
違法行為として処罰されることがあります。

しよう てき  あん
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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。

開催日│2019年3月9日（土）

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、1992年に完成した
総合インテリア・ショールーム・ビル。大理石による端正な正面デザインは、

五反田駅前の風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイナ
ミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人彫刻家ミンモ・パラディノによ

るものです。裏の庭園側には柱が並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外
劇場装置のような空間を創造しています。

□公開
各ショールーム　10時–18時
※同時開催│千葉大学工学部デザイン
学科の卒業制作展（地階ガレリアホール 
11時–19時）
※18時からクロージングトークもあります。
事前申込みの参加者を優先しますが、余
裕があれば当日受付も行います。詳しくは
P.16を参照

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている調査事業で〈歴史的・魅力的建築物〉として認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力的
建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件として
います。

東京デザインセンター P.06
品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院 P.07
杉野記念館 P.08
品川バプテスト教会 P.09
東急池上線戸越銀座駅 P.10
日本ペイントホールディングス（株）
明治記念館 P.11
日本音楽高等学校1号館 P.12
茶室「有時庵」 P.13

〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建築物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくために、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。

ポーラ五反田ビル
設計│日建設計、竣工│1971年。
エレベーター、階段、トイレなどを各階の両側に集約し、その間に広い
無柱空間を実現した両端コア構造によるオフィスビルの代表作。1階
には正面から奥の昇り庭までを見通せる開放的なロビーを設けている。
※今回のイベントでは公開されていません。

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）
設計│ジョサイア・コンドル、竣工│1915年。
イタリア・ルネサンス様式を基調とした洋館で、漆喰装飾やステンドグ
ラスなど、建設当初の状態をよく残す。現在は大学の施設として活用
されている。東京都指定有形文化財。
※今回のイベントでは公開されていません。

オープンしなけん2019  ガイドブック
̶

発行│2019年3月9日
問い合わせ先│品川区建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

ガイドツアー

□東京デザインセンター
イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニの建築とインテリア
について、東京デザインセンター代表の船曳鴻紅氏が解説を
行い、その後東京デザインセンタースタッフが全館及び各
ショールームをご案内します。
各定員20名、事前申込制。15時20分–16時／16時20分–17時

□品川歴史館 茶室「松滴庵」
茶室「松滴庵」の改装を担当した永松賢一氏がレクチャーを
行い、その後茶室をご案内します。
各定員7名、事前申込制。11時–12時／13時30分–14時30分

□杉野記念館
杉野学園の創立者杉野繁一・芳子夫妻が暮らしたモダンな
住宅では、当時どのような生活が営まれていたのでしょうか。杉
野記念館館長が当時の暮らしや夫妻の人物像についてお話
しします。
各定員10名、事前申込制。10時–10時30分／13時–13時30分

□品川バプテスト教会
フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ天野太郎が設計した教
会の特徴を、前牧師の日隈光男氏が解説します。
定員10名、事前申込制。14時–14時30分

□東急池上線戸越銀座駅
地元住民の意見を取り入れながら生まれ変わった駅舎につい
て、設計担当者の横山太郎氏（東急電鉄鉄道事業本部工務
部主事）が荏原第三地域センターでレクチャーを行い、その後
駅舎に隠されたデザインをお教えします。
定員10名、事前申込制。13時30分–15時。

□日本ペイントホールディングス（株）明治記念館
普段は非公開の塗装に関する技術や最新の取り組みを紹介
する展示スペースを特別にご案内します。
各定員10名、事前申込制。13時–13時30分／14時–14時30分。

お茶会

□品川歴史館 書院
旧安田善助邸の広間を再現した書院にて、裏千家の山下宗
枝氏による薄茶会を開催します。
各定員15名、事前申込制。14時–14時45分／15時–15時45分

東京建築アクセスポイントによる
魅力発見ツアー
（各定員15名、事前申込制）

「品川区の優れたオフィス建築をめぐる」
五反田から大崎にかけてのエリアには、城南信用金庫、ポー
ラ五反田ビル、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、NBF大
崎ビルなど、1970年代以降、各時代を代表するオフィスビル
が存在します。構造、設備、都市計画など多様な観点からこれ
らの建築を解説しながら、街を歩きます。見学は基本的に外観
からのみとなります。
10時–12時　ナビゲーター│磯達雄氏

「荏原から旗の台の建築散策」
品川区の代表的な住宅街である荏原から旗の台を散策。この
エリアには建築家が手がけた住宅、幼稚園、集合住宅などが
点在しています。それらを外観から見学しながら地域の歴史を
探るツアーです。建物見学は全て公道から外観のみとなります。
13時–15時　ナビゲーター│若原一貴氏

「品川宿の建築に見る職人たちの技」
北品川駅から歩き始め、まずは関東大震災後に建てられた看
板建築に注目しましょう。防火性と意匠性を兼ね備えた銅板
職人の技が光ります。今では都内でも珍しくなりましたが、ここ
では数棟が健在。北品川橋や品川神社大鳥居の彫刻を可
能にした石工の技も見逃せません。陸と水の交通の要衝であ
るがゆえの細工は、善福寺本堂における左官の鏝絵にも。法
善寺本堂には、江戸時代には無かった煉瓦が使われています。
地域の由緒ある寺院への信仰が、明治以降にも展開した証。
品川宿を中心とした賑わいは、文明開化を経て新たな展開を
見せたのです。職人の技と、それを尊ぶ人々によって。
10時–12時　ナビゲーター│倉方俊輔氏

クロージングトーク
定員60名、事前申込優先、当日受付あり

「建築を開く」
建築雑誌「日経アーキテクチュア」編集長の宮沢洋氏をゲス
トに迎え、本イベント企画者である東京建築アクセスポイント
の倉方俊輔氏、磯達雄氏、若原一貴氏、和田菜穂子氏ととも
に、建築の見方や面白さを語り尽くします。
会場│東京デザインセンター5階クラフテック・ギャラリー
（東五反田5-25-19）
時間│18時–19時30分（17時30分開場）

品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について

解説 関連企画情報

2

1

3

4

公開建物マップお願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

　魅力的な建築物は、人の心をひきつけ、ここで

はないどこかへの旅へといざなってくれます。行き

先は、過去の暮らしぶりかもしれません。あるいは、

建築家による社会への新しい提案かもしれません。

日常的なエリアを歩いていても、旅行者になった

かのように地域の個性が発見できたり、先進的な

面に気づかされたりもします。今、自分がいる場所

が、新旧さまざまな人々の営みにつながっているこ

とを実感させてもくれます。そのようにして人の心に

直接うったえかける力が、建築物にはあるのです。

　今回の〈オープンしなけん〉で公開されたもの以

外にも、品川区には魅力的な建築物がまだまだ

数多くあります。それらも含めて、区内で見られる

建築の特徴を見ていきましょう。

高台に建てられた邸宅群

　江戸時代の初めから品川地域では、海岸線に

沿って東海道の宿場町が栄えます。明治時代に

なって宿場の制度が廃止されますが、品川宿の

繁栄は終わることなく、いっそう自由に建物の装

飾を競い合います。鏝（こて）を巧みに操って絵を

描く左官、負けじと彫刻を刻む石工、文明開化で

生まれたレンガ職人は由緒ある寺院にレンガを積

み、銅板職人の腕は和洋折衷の看板建築に発

揮されました。

　一方、品川区には、高台のエリアがあります。そ

の中で城南五山とも言われる島津山、池田山、花

房山、八つ山、御殿山には、大名の下屋敷が構

えられ、藩主家族の別邸として使われました。その

跡地には明治以降に名士の邸宅が建つ高級住

宅街となります。邸宅には西欧の様式を取り入れ

た洋館もあれば伝統的な和風の住宅もあり、また

新興のモダニズムでデザインされたものもありまし

た。そうした邸宅の中には、大使館や美術館など、

役割を変えて使われ続けたものもあります。その

代表が、現在は「清泉女子大学本館」となってい

る島津山の旧島津公爵邸です。

　昭和初期からは内陸部の荏原地区も住宅地と

して発展し、ここにも戸建て住宅の名作が散在し

歴史的・魅力的建築物

地域性

所在地│東五反田5-25-19
竣工年│1992年

東京デザインセンター

品川歴史館建設前の敷地には、かつて安田財閥の安田善助氏の邸宅

がありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通所有）として茶事

などに利用されていました。昭和初期につくられた松滴庵は二棟を斜の

廊下でつないだ茶室で、二畳中板を「やりちがえ」たり、洞床の脇壁を

「斜に構える」等、伝統に特異な工夫を加えています。安田邸の書院造り

の広間は当時の欄間などを活用して、品川歴史館内に復元されました。

□茶室特別公開
10時–11時／12時–13時30分／
14時30分–15時
※雨天の場合は外観のみ。申込当選者
以外の方は畳の間に入れません。
□レクチャー
茶室松滴庵の改修を担当した永松賢一
氏が2階講堂にてレクチャーを行います。
11時–11時30分／13時30分–14時
当日先着70名。会場│歴史館2階講堂

品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院

構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃

構造・規模│木造1階
設計者│不詳

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生を過ごした旧居。
夫妻の没後に学園に遺贈され、現在杉野記念館として公開されてい
ます。設計はアメリカで建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。
見どころのひとつはかっての応接間、玄関、階段室にあるステンドグ
ラスです。インテリアはアールデコ風にまとめられており、寄木の床や
端正なデザインのラジエーターボックスなどが目につきます。

□特別公開
10時–16時

所在地│上大崎4-6-19
竣工年│1938年

1963年に献堂された教会は20世紀のアメリカを代表する建築家で
あるフランク・ロイド・ライトのもとで1952～53年に学んだ天野太郎
によって設計されました。隅を丸めた造形によって、教会内に自然光
がやわらかに差し込み、教会内部のしつらえは北欧の教会建築にも
通じるところがあります。

□特別公開
13時–15時

旧称│池田菊苗邸

構造・規模│木造2階
設計者│杉野繁一

所在地│西品川2-12-18
竣工年│1963年

構造・規模│鉄筋コンクリート造2階
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代駅舎は、2016年に
同じく木造による2代目駅舎に生まれ変わりました。木造シザートラス構造
と鉄骨フレームが併用されたホーム屋根が特徴です。使われているのは

東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭素排出量の削減や山の

保全整備に貢献しています。地元住民が参加したワークショップを通じ、

ベンチの裏側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残されて

います。

木造シザーストラス構造…木材をハサミのように支点で交じらせながら組み上げていく
構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

煉瓦造…煉瓦を下から積んでいくことで成り立たせる構造の方式。壁が煉瓦でできて
いても、建物を支える構造は木造や鉄骨造の場合もあり、その場合は木骨煉瓦造、鉄
骨煉瓦造などと言う。

アールデコ…1920～30年代にかけて世界中で流行したデザイン様式。直線的で幾
何学的な図像を多用した点に特徴がある。

天野太郎…建築家。1918生、1990年没。東京藝術大学で教授も務めた。代表作に
武蔵嵐山カントリークラブ（1961年）、東京藝術大学附属図書館・芸術資料館（1965
年）などがある。

鉄筋コンクリート造…引っ張りに対して強い鉄筋と、圧縮に対してコンクリートを組み合
わせた構造。日本では関東大震災以後に急速に普及した。

磯崎新…1931年生まれ。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子にして、1970
年代にその後継者とみなされるようになった。過去の建築を操作的、時に諧謔的に扱う
ところが、師との大きな違いで「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代
美術館」（1986年）など国内外に作品多数。

□公開
列車の運行期間中［初電–終電］
（駅構内に入るときは入場券が必要になり
ます）

所在地│平塚2-16-1
竣工年│2016年

1909年に日本最古の油・ワニス工場として建設された品川区内に現存
する最古の赤煉瓦造（イギリス積み）の洋風建築物。記念館には塗料産

業の歩みを伝える資料が展示されています。赤煉瓦の素材感と共に、事

業家たちの物語を魅力的に伝えています。

□公開
8時30分–17時
（通常時は一週間前に見学のご予約が
必要です）

構造・規模│木造（一部鉄骨造）2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン

所在地│南品川4-1-15
竣工年│1909年

構造・規模│煉瓦造1階
設計者│不詳

1925年に建てられた鉄筋コンクリートの洋館。池田菊苗は東京帝国大
学理学部化学科の教授で、うま味成分であるL-グルタミン酸ナトリウム
の発見者です。見どころは玄関部や1階の応接室。曲線や幾何学による
独特の装飾で彩られており、造り付けの家具や照明器具が当時のまま

残っています。

□特別公開
13時–15時
※一部公開されていない場所がございます。

※2019年3月末まで外壁改修工事が行われているため、今回はガレリアホールなど
内部の建築案内が主体となります。

品川歴史館では企画展「幕末の動乱を生きぬいた武士たち̶旗本京極家の家臣永
坂家文書の紹介̶」を平成31年2月9日～3月17日まで開催しています。展示をご覧
になる場合は、観覧料が必要です。（一般100円、小・中学生50円、品川区立の小・中
学生、70歳以上の方、障害のある方は無料）

所在地│豊町2-16-12
竣工年│1925年

いけ だ  きく なえ

1992年につくられた世界的建築家・磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方形を組み合わせた 
外観といった斬新なデザインは現代建築の粋と茶の湯の心の調和を表

しています。その一方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の

檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新の融合によって出

来上がった現代茶室は、御殿山庭園の中にひっそりと佇んでいます。

□特別公開
10時–17時

構造・規模│鉄筋コンクリート造3階
設計者│不詳

う     じ   あん

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年

構造・規模│1階
設計者│磯崎新

「しながわ建築」の歴史と魅力
東京建築アクセスポイント

ています。また1980年代には臨海部の埋立地に

大規模な住宅団地として「八潮パークタウン」が

街開きしました。

近代化を担った工場も集積

　また目黒川沿いのエリアには、近代化を進める

明治以降、工場の立地が相次ぎました。今回のイ

ベントで公開される「日本ペイントホールディングス 

（株）明治記念館」は、都内でも貴重な煉瓦造の

建築物であり、文明開化以降に勃興した近代工

業のあり方を伝える生き証人です。

　品川区には機械、化学、製薬、食品など、幅広

い分野の工場が集積し、日本の高度経済成長を

担いました。1980年代以降は、産業構造の変化

にともない、工場を廃止して別の用途へと生まれ

変わらせるプロジェクトも始まっていきます。その代

表が「大崎ニューシティ」や「ゲートシティ大崎」で

す。オフィス、商業施設、文化施設、住宅など多様

な機能をミックスすることにより、新たな都心の賑

わいゾーンを作り出しています。

　こうした再開発によって生まれたもののほかに

も、「ポーラ五反田ビル」などはオフィスビルの歴

史を振り返るにあたって、欠かすことのできない建

築物です。これにより、五反田から大崎にかけて

のエリアには、1970年代以降の各時代を代表す

るオフィスビルの傑作が立ち並ぶようになりました。

　そのほか品川には学校施設や教会などの分野

においても重要な建築作品があります。総じて、

品川区の建物を眺めると、起伏に富んだ地形の

上に、近世から近現代にかけての江戸・東京の変

遷が凝縮されていると言えるでしょう。

う   じ あん

しようてきあん

革新性

作家性 歴史性

意匠性

継続性

時代性

杉野記念館 品川バプテスト教会
旧称│杉野繁一・芳子邸

東急池上線戸越銀座駅 日本ペイントホールディングス（株） 
明治記念館

日本音楽高等学校1号館 茶室「有時庵」

● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨、暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは、品川区都市環境部建築課審査担当（構造）にて承ります。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページで随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● イベント当日、インフォメーションセンターを東京デザインセンター（6ページ参照）の1階に設けます。当日情報の提供やガイドブックの配布を
 行いますので、お立ち寄りください。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、撮影禁止・立入禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやホームページへの掲載を
禁止しているところもございます。詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。
2.テナントビル
お仕事中の方がいらっしゃる場合もございますので、お静かに見学ください。
3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただくことがございます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4.エレベーター等
階段のみで、エレベーターやスロープ等の設備がない建物もございます。あらかじめご了承のうえ、ご参加ください。
5.その他
建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。
※通常公開されていない建物内にオープンしなけんのプログラム以外で許可なく立ち入ることはお止めください。
違法行為として処罰されることがあります。

しよう てき  あん
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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。

開催日│2019年3月9日（土）

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、1992年に完成した
総合インテリア・ショールーム・ビル。大理石による端正な正面デザインは、

五反田駅前の風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイナ
ミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人彫刻家ミンモ・パラディノによ

るものです。裏の庭園側には柱が並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外
劇場装置のような空間を創造しています。

□公開
各ショールーム　10時–18時
※同時開催│千葉大学工学部デザイン
学科の卒業制作展（地階ガレリアホール 
11時–19時）
※18時からクロージングトークもあります。
事前申込みの参加者を優先しますが、余
裕があれば当日受付も行います。詳しくは
P.16を参照

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている調査事業で〈歴史的・魅力的建築物〉として認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力的
建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件として
います。

東京デザインセンター P.06
品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院 P.07
杉野記念館 P.08
品川バプテスト教会 P.09
東急池上線戸越銀座駅 P.10
日本ペイントホールディングス（株）
明治記念館 P.11
日本音楽高等学校1号館 P.12
茶室「有時庵」 P.13

〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建築物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくために、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。

ポーラ五反田ビル
設計│日建設計、竣工│1971年。
エレベーター、階段、トイレなどを各階の両側に集約し、その間に広い
無柱空間を実現した両端コア構造によるオフィスビルの代表作。1階
には正面から奥の昇り庭までを見通せる開放的なロビーを設けている。
※今回のイベントでは公開されていません。

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）
設計│ジョサイア・コンドル、竣工│1915年。
イタリア・ルネサンス様式を基調とした洋館で、漆喰装飾やステンドグ
ラスなど、建設当初の状態をよく残す。現在は大学の施設として活用
されている。東京都指定有形文化財。
※今回のイベントでは公開されていません。

オープンしなけん2019  ガイドブック
̶

発行│2019年3月9日
問い合わせ先│品川区建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

ガイドツアー

□東京デザインセンター
イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニの建築とインテリア
について、東京デザインセンター代表の船曳鴻紅氏が解説を
行い、その後東京デザインセンタースタッフが全館及び各
ショールームをご案内します。
各定員20名、事前申込制。15時20分–16時／16時20分–17時

□品川歴史館 茶室「松滴庵」
茶室「松滴庵」の改装を担当した永松賢一氏がレクチャーを
行い、その後茶室をご案内します。
各定員7名、事前申込制。11時–12時／13時30分–14時30分

□杉野記念館
杉野学園の創立者杉野繁一・芳子夫妻が暮らしたモダンな
住宅では、当時どのような生活が営まれていたのでしょうか。杉
野記念館館長が当時の暮らしや夫妻の人物像についてお話
しします。
各定員10名、事前申込制。10時–10時30分／13時–13時30分

□品川バプテスト教会
フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ天野太郎が設計した教
会の特徴を、前牧師の日隈光男氏が解説します。
定員10名、事前申込制。14時–14時30分

□東急池上線戸越銀座駅
地元住民の意見を取り入れながら生まれ変わった駅舎につい
て、設計担当者の横山太郎氏（東急電鉄鉄道事業本部工務
部主事）が荏原第三地域センターでレクチャーを行い、その後
駅舎に隠されたデザインをお教えします。
定員10名、事前申込制。13時30分–15時。

□日本ペイントホールディングス（株）明治記念館
普段は非公開の塗装に関する技術や最新の取り組みを紹介
する展示スペースを特別にご案内します。
各定員10名、事前申込制。13時–13時30分／14時–14時30分。

お茶会

□品川歴史館 書院
旧安田善助邸の広間を再現した書院にて、裏千家の山下宗
枝氏による薄茶会を開催します。
各定員15名、事前申込制。14時–14時45分／15時–15時45分

東京建築アクセスポイントによる
魅力発見ツアー
（各定員15名、事前申込制）

「品川区の優れたオフィス建築をめぐる」
五反田から大崎にかけてのエリアには、城南信用金庫、ポー
ラ五反田ビル、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、NBF大
崎ビルなど、1970年代以降、各時代を代表するオフィスビル
が存在します。構造、設備、都市計画など多様な観点からこれ
らの建築を解説しながら、街を歩きます。見学は基本的に外観
からのみとなります。
10時–12時　ナビゲーター│磯達雄氏

「荏原から旗の台の建築散策」
品川区の代表的な住宅街である荏原から旗の台を散策。この
エリアには建築家が手がけた住宅、幼稚園、集合住宅などが
点在しています。それらを外観から見学しながら地域の歴史を
探るツアーです。建物見学は全て公道から外観のみとなります。
13時–15時　ナビゲーター│若原一貴氏

「品川宿の建築に見る職人たちの技」
北品川駅から歩き始め、まずは関東大震災後に建てられた看
板建築に注目しましょう。防火性と意匠性を兼ね備えた銅板
職人の技が光ります。今では都内でも珍しくなりましたが、ここ
では数棟が健在。北品川橋や品川神社大鳥居の彫刻を可
能にした石工の技も見逃せません。陸と水の交通の要衝であ
るがゆえの細工は、善福寺本堂における左官の鏝絵にも。法
善寺本堂には、江戸時代には無かった煉瓦が使われています。
地域の由緒ある寺院への信仰が、明治以降にも展開した証。
品川宿を中心とした賑わいは、文明開化を経て新たな展開を
見せたのです。職人の技と、それを尊ぶ人々によって。
10時–12時　ナビゲーター│倉方俊輔氏

クロージングトーク
定員60名、事前申込優先、当日受付あり

「建築を開く」
建築雑誌「日経アーキテクチュア」編集長の宮沢洋氏をゲス
トに迎え、本イベント企画者である東京建築アクセスポイント
の倉方俊輔氏、磯達雄氏、若原一貴氏、和田菜穂子氏ととも
に、建築の見方や面白さを語り尽くします。
会場│東京デザインセンター5階クラフテック・ギャラリー
（東五反田5-25-19）
時間│18時–19時30分（17時30分開場）

品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について

解説 関連企画情報

2

1

3

4

公開建物マップお願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

　魅力的な建築物は、人の心をひきつけ、ここで

はないどこかへの旅へといざなってくれます。行き

先は、過去の暮らしぶりかもしれません。あるいは、

建築家による社会への新しい提案かもしれません。

日常的なエリアを歩いていても、旅行者になった

かのように地域の個性が発見できたり、先進的な

面に気づかされたりもします。今、自分がいる場所

が、新旧さまざまな人々の営みにつながっているこ

とを実感させてもくれます。そのようにして人の心に

直接うったえかける力が、建築物にはあるのです。

　今回の〈オープンしなけん〉で公開されたもの以

外にも、品川区には魅力的な建築物がまだまだ

数多くあります。それらも含めて、区内で見られる

建築の特徴を見ていきましょう。

高台に建てられた邸宅群

　江戸時代の初めから品川地域では、海岸線に

沿って東海道の宿場町が栄えます。明治時代に

なって宿場の制度が廃止されますが、品川宿の

繁栄は終わることなく、いっそう自由に建物の装

飾を競い合います。鏝（こて）を巧みに操って絵を

描く左官、負けじと彫刻を刻む石工、文明開化で

生まれたレンガ職人は由緒ある寺院にレンガを積

み、銅板職人の腕は和洋折衷の看板建築に発

揮されました。

　一方、品川区には、高台のエリアがあります。そ

の中で城南五山とも言われる島津山、池田山、花

房山、八つ山、御殿山には、大名の下屋敷が構

えられ、藩主家族の別邸として使われました。その

跡地には明治以降に名士の邸宅が建つ高級住

宅街となります。邸宅には西欧の様式を取り入れ

た洋館もあれば伝統的な和風の住宅もあり、また

新興のモダニズムでデザインされたものもありまし

た。そうした邸宅の中には、大使館や美術館など、

役割を変えて使われ続けたものもあります。その

代表が、現在は「清泉女子大学本館」となってい

る島津山の旧島津公爵邸です。

　昭和初期からは内陸部の荏原地区も住宅地と

して発展し、ここにも戸建て住宅の名作が散在し

歴史的・魅力的建築物

地域性

所在地│東五反田5-25-19
竣工年│1992年

東京デザインセンター

品川歴史館建設前の敷地には、かつて安田財閥の安田善助氏の邸宅

がありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通所有）として茶事

などに利用されていました。昭和初期につくられた松滴庵は二棟を斜の

廊下でつないだ茶室で、二畳中板を「やりちがえ」たり、洞床の脇壁を

「斜に構える」等、伝統に特異な工夫を加えています。安田邸の書院造り

の広間は当時の欄間などを活用して、品川歴史館内に復元されました。

□茶室特別公開
10時–11時／12時–13時30分／
14時30分–15時
※雨天の場合は外観のみ。申込当選者
以外の方は畳の間に入れません。
□レクチャー
茶室松滴庵の改修を担当した永松賢一
氏が2階講堂にてレクチャーを行います。
11時–11時30分／13時30分–14時
当日先着70名。会場│歴史館2階講堂

品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院

構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃

構造・規模│木造1階
設計者│不詳

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生を過ごした旧居。
夫妻の没後に学園に遺贈され、現在杉野記念館として公開されてい
ます。設計はアメリカで建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。
見どころのひとつはかっての応接間、玄関、階段室にあるステンドグ
ラスです。インテリアはアールデコ風にまとめられており、寄木の床や
端正なデザインのラジエーターボックスなどが目につきます。

□特別公開
10時–16時

所在地│上大崎4-6-19
竣工年│1938年

1963年に献堂された教会は20世紀のアメリカを代表する建築家で
あるフランク・ロイド・ライトのもとで1952～53年に学んだ天野太郎
によって設計されました。隅を丸めた造形によって、教会内に自然光
がやわらかに差し込み、教会内部のしつらえは北欧の教会建築にも
通じるところがあります。

□特別公開
13時–15時

旧称│池田菊苗邸

構造・規模│木造2階
設計者│杉野繁一

所在地│西品川2-12-18
竣工年│1963年

構造・規模│鉄筋コンクリート造2階
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代駅舎は、2016年に
同じく木造による2代目駅舎に生まれ変わりました。木造シザートラス構造
と鉄骨フレームが併用されたホーム屋根が特徴です。使われているのは

東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭素排出量の削減や山の

保全整備に貢献しています。地元住民が参加したワークショップを通じ、

ベンチの裏側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残されて

います。

木造シザーストラス構造…木材をハサミのように支点で交じらせながら組み上げていく
構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

煉瓦造…煉瓦を下から積んでいくことで成り立たせる構造の方式。壁が煉瓦でできて
いても、建物を支える構造は木造や鉄骨造の場合もあり、その場合は木骨煉瓦造、鉄
骨煉瓦造などと言う。

アールデコ…1920～30年代にかけて世界中で流行したデザイン様式。直線的で幾
何学的な図像を多用した点に特徴がある。

天野太郎…建築家。1918生、1990年没。東京藝術大学で教授も務めた。代表作に
武蔵嵐山カントリークラブ（1961年）、東京藝術大学附属図書館・芸術資料館（1965
年）などがある。

鉄筋コンクリート造…引っ張りに対して強い鉄筋と、圧縮に対してコンクリートを組み合
わせた構造。日本では関東大震災以後に急速に普及した。

磯崎新…1931年生まれ。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子にして、1970
年代にその後継者とみなされるようになった。過去の建築を操作的、時に諧謔的に扱う
ところが、師との大きな違いで「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代
美術館」（1986年）など国内外に作品多数。

□公開
列車の運行期間中［初電–終電］
（駅構内に入るときは入場券が必要になり
ます）

所在地│平塚2-16-1
竣工年│2016年

1909年に日本最古の油・ワニス工場として建設された品川区内に現存
する最古の赤煉瓦造（イギリス積み）の洋風建築物。記念館には塗料産

業の歩みを伝える資料が展示されています。赤煉瓦の素材感と共に、事

業家たちの物語を魅力的に伝えています。

□公開
8時30分–17時
（通常時は一週間前に見学のご予約が
必要です）

構造・規模│木造（一部鉄骨造）2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン

所在地│南品川4-1-15
竣工年│1909年

構造・規模│煉瓦造1階
設計者│不詳

1925年に建てられた鉄筋コンクリートの洋館。池田菊苗は東京帝国大
学理学部化学科の教授で、うま味成分であるL-グルタミン酸ナトリウム
の発見者です。見どころは玄関部や1階の応接室。曲線や幾何学による
独特の装飾で彩られており、造り付けの家具や照明器具が当時のまま

残っています。

□特別公開
13時–15時
※一部公開されていない場所がございます。

※2019年3月末まで外壁改修工事が行われているため、今回はガレリアホールなど
内部の建築案内が主体となります。

品川歴史館では企画展「幕末の動乱を生きぬいた武士たち̶旗本京極家の家臣永
坂家文書の紹介̶」を平成31年2月9日～3月17日まで開催しています。展示をご覧
になる場合は、観覧料が必要です。（一般100円、小・中学生50円、品川区立の小・中
学生、70歳以上の方、障害のある方は無料）

所在地│豊町2-16-12
竣工年│1925年

いけ だ  きく なえ

1992年につくられた世界的建築家・磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方形を組み合わせた 
外観といった斬新なデザインは現代建築の粋と茶の湯の心の調和を表

しています。その一方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の

檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新の融合によって出

来上がった現代茶室は、御殿山庭園の中にひっそりと佇んでいます。

□特別公開
10時–17時

構造・規模│鉄筋コンクリート造3階
設計者│不詳

う     じ   あん

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年

構造・規模│1階
設計者│磯崎新

「しながわ建築」の歴史と魅力
東京建築アクセスポイント

ています。また1980年代には臨海部の埋立地に

大規模な住宅団地として「八潮パークタウン」が

街開きしました。

近代化を担った工場も集積

　また目黒川沿いのエリアには、近代化を進める

明治以降、工場の立地が相次ぎました。今回のイ

ベントで公開される「日本ペイントホールディングス 

（株）明治記念館」は、都内でも貴重な煉瓦造の

建築物であり、文明開化以降に勃興した近代工

業のあり方を伝える生き証人です。

　品川区には機械、化学、製薬、食品など、幅広

い分野の工場が集積し、日本の高度経済成長を

担いました。1980年代以降は、産業構造の変化

にともない、工場を廃止して別の用途へと生まれ

変わらせるプロジェクトも始まっていきます。その代

表が「大崎ニューシティ」や「ゲートシティ大崎」で

す。オフィス、商業施設、文化施設、住宅など多様

な機能をミックスすることにより、新たな都心の賑

わいゾーンを作り出しています。

　こうした再開発によって生まれたもののほかに

も、「ポーラ五反田ビル」などはオフィスビルの歴

史を振り返るにあたって、欠かすことのできない建

築物です。これにより、五反田から大崎にかけて

のエリアには、1970年代以降の各時代を代表す

るオフィスビルの傑作が立ち並ぶようになりました。

　そのほか品川には学校施設や教会などの分野

においても重要な建築作品があります。総じて、

品川区の建物を眺めると、起伏に富んだ地形の

上に、近世から近現代にかけての江戸・東京の変

遷が凝縮されていると言えるでしょう。

う   じ あん

しようてきあん

革新性

作家性 歴史性

意匠性

継続性

時代性

杉野記念館 品川バプテスト教会
旧称│杉野繁一・芳子邸

東急池上線戸越銀座駅 日本ペイントホールディングス（株） 
明治記念館

日本音楽高等学校1号館 茶室「有時庵」

● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨、暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは、品川区都市環境部建築課審査担当（構造）にて承ります。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページで随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● イベント当日、インフォメーションセンターを東京デザインセンター（6ページ参照）の1階に設けます。当日情報の提供やガイドブックの配布を
 行いますので、お立ち寄りください。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、撮影禁止・立入禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやホームページへの掲載を
禁止しているところもございます。詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。
2.テナントビル
お仕事中の方がいらっしゃる場合もございますので、お静かに見学ください。
3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただくことがございます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4.エレベーター等
階段のみで、エレベーターやスロープ等の設備がない建物もございます。あらかじめご了承のうえ、ご参加ください。
5.その他
建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。
※通常公開されていない建物内にオープンしなけんのプログラム以外で許可なく立ち入ることはお止めください。
違法行為として処罰されることがあります。

しよう てき  あん
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品川区の歴史的・魅力的建築物の1日限りの公開イベント

ガイドブック

品川区には歴史的な価値を含め、さまざまな魅力をもつ建築物が数多くあります。

そのなかから所有者の協力を得られたものを、

1日限りで公開するイベントが「オープンしなけん」です。

見方が変われば、普段何げなく通り過ぎている建築物の魅力に気づくはず。

この機会にぜひ、身近な建築の楽しみに触れてください。

開催日│2019年3月9日（土）

イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニが設計し、1992年に完成した
総合インテリア・ショールーム・ビル。大理石による端正な正面デザインは、

五反田駅前の風景を一変させました。5層吹き抜けの大階段がダイナ
ミックで、正面にある馬の彫刻もイタリア人彫刻家ミンモ・パラディノによ

るものです。裏の庭園側には柱が並ぶ回廊とテラスが6層重なり、野外
劇場装置のような空間を創造しています。

□公開
各ショールーム　10時–18時
※同時開催│千葉大学工学部デザイン
学科の卒業制作展（地階ガレリアホール 
11時–19時）
※18時からクロージングトークもあります。
事前申込みの参加者を優先しますが、余
裕があれば当日受付も行います。詳しくは
P.16を参照

〈オープンしなけん〉は、品川区が進めている調査事業で〈歴史的・魅力的建築物〉として認められた
建築物のなかから、所有者・管理者のご協力が得られた範囲で公開する催しです。〈歴史的・魅力的
建築物〉の選定は、区内にある建築物で、以下の7つの指標のいずれかを満たすことを条件として
います。

東京デザインセンター P.06
品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院 P.07
杉野記念館 P.08
品川バプテスト教会 P.09
東急池上線戸越銀座駅 P.10
日本ペイントホールディングス（株）
明治記念館 P.11
日本音楽高等学校1号館 P.12
茶室「有時庵」 P.13

〈オープンしなけん〉は、普段は一般公開されていない建築物等を所有者・関係者のご厚意により
特別に公開していただくことで成立しています。今後も継続して開催していくために、マナーを
守ってお楽しみいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

■意匠性
デザインに優れた建築物̶デザイン性に富んだ空
間・外観は、見る者の心をとらえ、感動をもたらします。

■作家性
著名な建築家が設計した建築物̶建築史において
重要な役割を果たした著名建築家による建築物は、単
体としての価値はもちろん、その作家の個性と歩みを考
える上でも意味深いものです。

■革新性
先進的な建設技術などが用いられた建築物̶新しい
構造、設備、材料や、計画の手法を用いた建築物は、次
の時代への影響において重要です。

■地域性
地域的な特色を明らかにする建築物̶地形や歴史
などの立地条件や、そこでの暮らしや産業と密接に関
連した建築物は、地域の個性を示し、未来を考える礎に
もなります。

ポーラ五反田ビル
設計│日建設計、竣工│1971年。
エレベーター、階段、トイレなどを各階の両側に集約し、その間に広い
無柱空間を実現した両端コア構造によるオフィスビルの代表作。1階
には正面から奥の昇り庭までを見通せる開放的なロビーを設けている。
※今回のイベントでは公開されていません。

清泉女子大学本館（旧島津公爵邸）
設計│ジョサイア・コンドル、竣工│1915年。
イタリア・ルネサンス様式を基調とした洋館で、漆喰装飾やステンドグ
ラスなど、建設当初の状態をよく残す。現在は大学の施設として活用
されている。東京都指定有形文化財。
※今回のイベントでは公開されていません。

オープンしなけん2019  ガイドブック
̶

発行│2019年3月9日
問い合わせ先│品川区建築課審査担当（構造）
電話│03-5742-9172  FAX│03-5742-6898
企画編集│一般社団法人 東京建築アクセスポイント
　　　　　（和田菜穂子、磯達雄、倉方俊輔、若原一貴）
デザイン│大場智博（ひとつめデザイン）

ガイドツアー

□東京デザインセンター
イタリアデザイン界の巨匠マリオ・ベリーニの建築とインテリア
について、東京デザインセンター代表の船曳鴻紅氏が解説を
行い、その後東京デザインセンタースタッフが全館及び各
ショールームをご案内します。
各定員20名、事前申込制。15時20分–16時／16時20分–17時

□品川歴史館 茶室「松滴庵」
茶室「松滴庵」の改装を担当した永松賢一氏がレクチャーを
行い、その後茶室をご案内します。
各定員7名、事前申込制。11時–12時／13時30分–14時30分

□杉野記念館
杉野学園の創立者杉野繁一・芳子夫妻が暮らしたモダンな
住宅では、当時どのような生活が営まれていたのでしょうか。杉
野記念館館長が当時の暮らしや夫妻の人物像についてお話
しします。
各定員10名、事前申込制。10時–10時30分／13時–13時30分

□品川バプテスト教会
フランク・ロイド・ライトのもとで学んだ天野太郎が設計した教
会の特徴を、前牧師の日隈光男氏が解説します。
定員10名、事前申込制。14時–14時30分

□東急池上線戸越銀座駅
地元住民の意見を取り入れながら生まれ変わった駅舎につい
て、設計担当者の横山太郎氏（東急電鉄鉄道事業本部工務
部主事）が荏原第三地域センターでレクチャーを行い、その後
駅舎に隠されたデザインをお教えします。
定員10名、事前申込制。13時30分–15時。

□日本ペイントホールディングス（株）明治記念館
普段は非公開の塗装に関する技術や最新の取り組みを紹介
する展示スペースを特別にご案内します。
各定員10名、事前申込制。13時–13時30分／14時–14時30分。

お茶会

□品川歴史館 書院
旧安田善助邸の広間を再現した書院にて、裏千家の山下宗
枝氏による薄茶会を開催します。
各定員15名、事前申込制。14時–14時45分／15時–15時45分

東京建築アクセスポイントによる
魅力発見ツアー
（各定員15名、事前申込制）

「品川区の優れたオフィス建築をめぐる」
五反田から大崎にかけてのエリアには、城南信用金庫、ポー
ラ五反田ビル、大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、NBF大
崎ビルなど、1970年代以降、各時代を代表するオフィスビル
が存在します。構造、設備、都市計画など多様な観点からこれ
らの建築を解説しながら、街を歩きます。見学は基本的に外観
からのみとなります。
10時–12時　ナビゲーター│磯達雄氏

「荏原から旗の台の建築散策」
品川区の代表的な住宅街である荏原から旗の台を散策。この
エリアには建築家が手がけた住宅、幼稚園、集合住宅などが
点在しています。それらを外観から見学しながら地域の歴史を
探るツアーです。建物見学は全て公道から外観のみとなります。
13時–15時　ナビゲーター│若原一貴氏

「品川宿の建築に見る職人たちの技」
北品川駅から歩き始め、まずは関東大震災後に建てられた看
板建築に注目しましょう。防火性と意匠性を兼ね備えた銅板
職人の技が光ります。今では都内でも珍しくなりましたが、ここ
では数棟が健在。北品川橋や品川神社大鳥居の彫刻を可
能にした石工の技も見逃せません。陸と水の交通の要衝であ
るがゆえの細工は、善福寺本堂における左官の鏝絵にも。法
善寺本堂には、江戸時代には無かった煉瓦が使われています。
地域の由緒ある寺院への信仰が、明治以降にも展開した証。
品川宿を中心とした賑わいは、文明開化を経て新たな展開を
見せたのです。職人の技と、それを尊ぶ人々によって。
10時–12時　ナビゲーター│倉方俊輔氏

クロージングトーク
定員60名、事前申込優先、当日受付あり

「建築を開く」
建築雑誌「日経アーキテクチュア」編集長の宮沢洋氏をゲス
トに迎え、本イベント企画者である東京建築アクセスポイント
の倉方俊輔氏、磯達雄氏、若原一貴氏、和田菜穂子氏ととも
に、建築の見方や面白さを語り尽くします。
会場│東京デザインセンター5階クラフテック・ギャラリー
（東五反田5-25-19）
時間│18時–19時30分（17時30分開場）

品川区の〈歴史的・魅力的建築物〉について

解説 関連企画情報

2

1

3

4

公開建物マップお願いと注意事項

■時代性
建てられた時代の典型を示す建築物̶建てられた
当時は標準的な建築物でも、年月を経てその多くが失
われると、その時代の社会や文化を示す貴重な資料と
なります。

■継続性
長く親しまれている建築物̶継続して活用されてい
る建築物は物語をまとって、魅力を増します。改装や増
築がなされたり、使い方が変化したりといったことも、長く
親しまれている大事な証です。

■歴史性
歴史上の人物や出来事と関連した建築物̶品川区
出身の人物や歴史上の出来事に関連した建築物は、
歴史の流れと私たちとを近づけます。

　魅力的な建築物は、人の心をひきつけ、ここで

はないどこかへの旅へといざなってくれます。行き

先は、過去の暮らしぶりかもしれません。あるいは、

建築家による社会への新しい提案かもしれません。

日常的なエリアを歩いていても、旅行者になった

かのように地域の個性が発見できたり、先進的な

面に気づかされたりもします。今、自分がいる場所

が、新旧さまざまな人々の営みにつながっているこ

とを実感させてもくれます。そのようにして人の心に

直接うったえかける力が、建築物にはあるのです。

　今回の〈オープンしなけん〉で公開されたもの以

外にも、品川区には魅力的な建築物がまだまだ

数多くあります。それらも含めて、区内で見られる

建築の特徴を見ていきましょう。

高台に建てられた邸宅群

　江戸時代の初めから品川地域では、海岸線に

沿って東海道の宿場町が栄えます。明治時代に

なって宿場の制度が廃止されますが、品川宿の

繁栄は終わることなく、いっそう自由に建物の装

飾を競い合います。鏝（こて）を巧みに操って絵を

描く左官、負けじと彫刻を刻む石工、文明開化で

生まれたレンガ職人は由緒ある寺院にレンガを積

み、銅板職人の腕は和洋折衷の看板建築に発

揮されました。

　一方、品川区には、高台のエリアがあります。そ

の中で城南五山とも言われる島津山、池田山、花

房山、八つ山、御殿山には、大名の下屋敷が構

えられ、藩主家族の別邸として使われました。その

跡地には明治以降に名士の邸宅が建つ高級住

宅街となります。邸宅には西欧の様式を取り入れ

た洋館もあれば伝統的な和風の住宅もあり、また

新興のモダニズムでデザインされたものもありまし

た。そうした邸宅の中には、大使館や美術館など、

役割を変えて使われ続けたものもあります。その

代表が、現在は「清泉女子大学本館」となってい

る島津山の旧島津公爵邸です。

　昭和初期からは内陸部の荏原地区も住宅地と

して発展し、ここにも戸建て住宅の名作が散在し

歴史的・魅力的建築物

地域性

所在地│東五反田5-25-19
竣工年│1992年

東京デザインセンター

品川歴史館建設前の敷地には、かつて安田財閥の安田善助氏の邸宅

がありました。戦後は吉田秀雄記念館（株式会社電通所有）として茶事

などに利用されていました。昭和初期につくられた松滴庵は二棟を斜の

廊下でつないだ茶室で、二畳中板を「やりちがえ」たり、洞床の脇壁を

「斜に構える」等、伝統に特異な工夫を加えています。安田邸の書院造り

の広間は当時の欄間などを活用して、品川歴史館内に復元されました。

□茶室特別公開
10時–11時／12時–13時30分／
14時30分–15時
※雨天の場合は外観のみ。申込当選者
以外の方は畳の間に入れません。
□レクチャー
茶室松滴庵の改修を担当した永松賢一
氏が2階講堂にてレクチャーを行います。
11時–11時30分／13時30分–14時
当日先着70名。会場│歴史館2階講堂

品川歴史館 茶室「松滴庵」、書院

構造・規模│鉄骨鉄筋コンクリート造9階・地下2階
設計者│マリオ・ベリーニ＋大林組

所在地│大井6-11-1
竣工年│1927年頃

構造・規模│木造1階
設計者│不詳

杉野学園の創立者である杉野繁一・芳子夫妻が終生を過ごした旧居。
夫妻の没後に学園に遺贈され、現在杉野記念館として公開されてい
ます。設計はアメリカで建築を学んだ杉野繁一が自ら手がけました。
見どころのひとつはかっての応接間、玄関、階段室にあるステンドグ
ラスです。インテリアはアールデコ風にまとめられており、寄木の床や
端正なデザインのラジエーターボックスなどが目につきます。

□特別公開
10時–16時

所在地│上大崎4-6-19
竣工年│1938年

1963年に献堂された教会は20世紀のアメリカを代表する建築家で
あるフランク・ロイド・ライトのもとで1952～53年に学んだ天野太郎
によって設計されました。隅を丸めた造形によって、教会内に自然光
がやわらかに差し込み、教会内部のしつらえは北欧の教会建築にも
通じるところがあります。

□特別公開
13時–15時

旧称│池田菊苗邸

構造・規模│木造2階
設計者│杉野繁一

所在地│西品川2-12-18
竣工年│1963年

構造・規模│鉄筋コンクリート造2階
設計者│天野太郎研究室（天野太郎・吉原正）

1927年に開設されて以来、約90年間使われた初代駅舎は、2016年に
同じく木造による2代目駅舎に生まれ変わりました。木造シザートラス構造
と鉄骨フレームが併用されたホーム屋根が特徴です。使われているのは

東京の木多摩産の木材で、建設時の二酸化炭素排出量の削減や山の

保全整備に貢献しています。地元住民が参加したワークショップを通じ、

ベンチの裏側やメモリアルボードに初代駅舎へのメッセージが残されて

います。

木造シザーストラス構造…木材をハサミのように支点で交じらせながら組み上げていく
構造方式。大空間を美しく合理的に実現する。

煉瓦造…煉瓦を下から積んでいくことで成り立たせる構造の方式。壁が煉瓦でできて
いても、建物を支える構造は木造や鉄骨造の場合もあり、その場合は木骨煉瓦造、鉄
骨煉瓦造などと言う。

アールデコ…1920～30年代にかけて世界中で流行したデザイン様式。直線的で幾
何学的な図像を多用した点に特徴がある。

天野太郎…建築家。1918生、1990年没。東京藝術大学で教授も務めた。代表作に
武蔵嵐山カントリークラブ（1961年）、東京藝術大学附属図書館・芸術資料館（1965
年）などがある。

鉄筋コンクリート造…引っ張りに対して強い鉄筋と、圧縮に対してコンクリートを組み合
わせた構造。日本では関東大震災以後に急速に普及した。

磯崎新…1931年生まれ。「世界のタンゲ」と呼ばれた丹下健三の弟子にして、1970
年代にその後継者とみなされるようになった。過去の建築を操作的、時に諧謔的に扱う
ところが、師との大きな違いで「つくばセンタービル」（1983年）、「ロサンゼルス現代
美術館」（1986年）など国内外に作品多数。

□公開
列車の運行期間中［初電–終電］
（駅構内に入るときは入場券が必要になり
ます）

所在地│平塚2-16-1
竣工年│2016年

1909年に日本最古の油・ワニス工場として建設された品川区内に現存
する最古の赤煉瓦造（イギリス積み）の洋風建築物。記念館には塗料産

業の歩みを伝える資料が展示されています。赤煉瓦の素材感と共に、事

業家たちの物語を魅力的に伝えています。

□公開
8時30分–17時
（通常時は一週間前に見学のご予約が
必要です）

構造・規模│木造（一部鉄骨造）2階（一部1階）
設計者│東京急行電鉄、アトリエユニゾン

所在地│南品川4-1-15
竣工年│1909年

構造・規模│煉瓦造1階
設計者│不詳

1925年に建てられた鉄筋コンクリートの洋館。池田菊苗は東京帝国大
学理学部化学科の教授で、うま味成分であるL-グルタミン酸ナトリウム
の発見者です。見どころは玄関部や1階の応接室。曲線や幾何学による
独特の装飾で彩られており、造り付けの家具や照明器具が当時のまま

残っています。

□特別公開
13時–15時
※一部公開されていない場所がございます。

※2019年3月末まで外壁改修工事が行われているため、今回はガレリアホールなど
内部の建築案内が主体となります。

品川歴史館では企画展「幕末の動乱を生きぬいた武士たち̶旗本京極家の家臣永
坂家文書の紹介̶」を平成31年2月9日～3月17日まで開催しています。展示をご覧
になる場合は、観覧料が必要です。（一般100円、小・中学生50円、品川区立の小・中
学生、70歳以上の方、障害のある方は無料）

所在地│豊町2-16-12
竣工年│1925年

いけ だ  きく なえ

1992年につくられた世界的建築家・磯崎新による現代茶室。ステンレス
で作られたにじり口、チタニウムパネルの壁、円形と方形を組み合わせた 
外観といった斬新なデザインは現代建築の粋と茶の湯の心の調和を表

しています。その一方で、囲い壁に千年屋久杉、床柱に薬師寺の古材の

檜など貴重な材料を組み合わせています。伝統と革新の融合によって出

来上がった現代茶室は、御殿山庭園の中にひっそりと佇んでいます。

□特別公開
10時–17時

構造・規模│鉄筋コンクリート造3階
設計者│不詳

う     じ   あん

所在地│北品川4-7-36
竣工年│1992年

構造・規模│1階
設計者│磯崎新

「しながわ建築」の歴史と魅力
東京建築アクセスポイント

ています。また1980年代には臨海部の埋立地に

大規模な住宅団地として「八潮パークタウン」が

街開きしました。

近代化を担った工場も集積

　また目黒川沿いのエリアには、近代化を進める

明治以降、工場の立地が相次ぎました。今回のイ

ベントで公開される「日本ペイントホールディングス 

（株）明治記念館」は、都内でも貴重な煉瓦造の

建築物であり、文明開化以降に勃興した近代工

業のあり方を伝える生き証人です。

　品川区には機械、化学、製薬、食品など、幅広

い分野の工場が集積し、日本の高度経済成長を

担いました。1980年代以降は、産業構造の変化

にともない、工場を廃止して別の用途へと生まれ

変わらせるプロジェクトも始まっていきます。その代

表が「大崎ニューシティ」や「ゲートシティ大崎」で

す。オフィス、商業施設、文化施設、住宅など多様

な機能をミックスすることにより、新たな都心の賑

わいゾーンを作り出しています。

　こうした再開発によって生まれたもののほかに

も、「ポーラ五反田ビル」などはオフィスビルの歴

史を振り返るにあたって、欠かすことのできない建

築物です。これにより、五反田から大崎にかけて

のエリアには、1970年代以降の各時代を代表す

るオフィスビルの傑作が立ち並ぶようになりました。

　そのほか品川には学校施設や教会などの分野

においても重要な建築作品があります。総じて、

品川区の建物を眺めると、起伏に富んだ地形の

上に、近世から近現代にかけての江戸・東京の変

遷が凝縮されていると言えるでしょう。

う   じ あん

しようてきあん

革新性

作家性 歴史性

意匠性

継続性

時代性

杉野記念館 品川バプテスト教会
旧称│杉野繁一・芳子邸

東急池上線戸越銀座駅 日本ペイントホールディングス（株） 
明治記念館

日本音楽高等学校1号館 茶室「有時庵」

● イベントへの参加にあたっては、必ず、条件等詳細をご確認ください。通常から「公開」されている建築物と、今回のイベントで「特別公開」
 される建築物があります。
● イベントの内容は予告なく変更することがございます。また、当日の天候（大雨、暴風等）によって変更・中止させていただく場合もございます。
 予めご了承ください。
● 建物への直接のお問合せはご遠慮ください。お問合せは、品川区都市環境部建築課審査担当（構造）にて承ります。電話03-5742-9172
● イベント実施に関する情報等については、品川区ホームページで随時発信します。最新情報をご確認下さい。
● スタッフやボランティア、建物関係者の指示に沿ってお楽しみください。指示を守っていただけない場合は参加をお断りいたします。
● イベント当日、インフォメーションセンターを東京デザインセンター（6ページ参照）の1階に設けます。当日情報の提供やガイドブックの配布を
 行いますので、お立ち寄りください。

特に以下については、十分ご注意ください。

1.写真撮影等
建物によっては、撮影禁止・立入禁止の場所がございます。撮影可能な場合でも、SNSやホームページへの掲載を
禁止しているところもございます。詳細をご確認のうえ、ルールを守ってお楽しみください。
2.テナントビル
お仕事中の方がいらっしゃる場合もございますので、お静かに見学ください。
3.入場制限
定員の記載がない場合でも、状況に応じて安全確保等の理由から入場制限させていただくことがございます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4.エレベーター等
階段のみで、エレベーターやスロープ等の設備がない建物もございます。あらかじめご了承のうえ、ご参加ください。
5.その他
建物ごとに注意事項が設定されている場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。
※通常公開されていない建物内にオープンしなけんのプログラム以外で許可なく立ち入ることはお止めください。
違法行為として処罰されることがあります。

しよう てき  あん
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