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1853年、ヘンリー・ピトックは⽶国北⻄部での成功を求
めて、オレゴン街道をたどって北アメリカ⼤陸を横断しま
した。1860年、ヘンリーは「ザ・オレゴニアン」新聞社
の所有者となり、同じ開拓者であるジョージアナ・バート
ンと結婚しました。こうして、⼆⼈は、仕事や社会奉仕そ
して家族に献⾝する⼀⽣を共に歩み始めました。
ヘンリー・ピトックは「ザ・オレゴニアン」新聞、不動
産、銀⾏、鉄道、蒸気船、⽺牧場、銀採鉱、製紙などを組
み込む⼀⼤帝国を築き上げました。ジョージアナは地域の
⼥性や⼦どもたちの⽣活向上に専念し、ヘンリーは1907
年に創⽴されたポートランドの年⼀度のローズフェスティ
バルの発展に尽⼒しました。
1909年、ピトック家は建築家のエドワード・フォークス
に、9⼈の家族が快適に住める新居の設計を依頼しまし
た。1914年に完成したピトック邸には、セントラルクリ
ーナー（掃除機）、インターホン、エレベーター、間接照
明などの最新機能が取り⼊れられました。敷地内にはおよ
そ1,500平⽅メートルの邸宅、ゲート・ロッジ、3台⽤⾞
庫、グリーンハウスなどがあり、新居はポートランドのダ
ウンタウンより300メートルほど⾼い丘の上に位置してい
ます。
ピトック⼀家は1958年にこの邸宅を売りに出すまで、こ
こに住んでいました。 空き家になった邸宅は、1962年の



コロンバス・デー・ストームと呼ばれる嵐で多⼤な損害を
被り、⼟地開発業者によって取り壊される危機にさらされ
ました。社会意識の⾼い市⺠の資⾦調達運動に刺激され、
ポートランド市が1964年に$225,000でこの邸宅を購⼊し
ました。そののち15か⽉にわたる修復⼯事後、本邸宅は博
物館として⼀般に公開されることになりました。

大家族の入居

ヘンリー・ピトックとその妻ジョージアナは、1914年に
この新居に移りました。5つの寝室、2つのスリーピングポ
ーチ、4つの 使⽤⼈⽤寝室と、ピトック邸は⼤⼈数を収容
するには⼗分なように思えましたが、邸宅はすぐにこの⼤
家族によって⼿狭になりました。
1914年、8⼈の家族がヘンリーとジョージアナと⼀緒に移
り住みました。娘のケイトとその夫ロックウッド・ヘバー
ドが南ウイングに住み、ピトック家の末娘ルーシーとその
夫エドワード・ガンテンベイン、そしてその娘5歳のロー
ダと1歳のジョージアナが⻄ウイングに⼊居しました。ま
た、ガンテンベインの3⼈⽬の⼦どもピーターが、この年
に⽣まれました。そののち、ジョージアナ・ピトックは2
⼈の孤児となった10代の姪ヘレン・バンホーテンとルイ
ザ・ギャリエンも引き取って、この丘の上の新居に⼀緒に
住むことになりました。 同時に住み込みの料理⼈とメイド
もこの新居に引っ越しました。

邸宅ツアー：1階

図書室
1階は建築様式の⾒どころです。1つの家屋の中にさまざま
な様式が組み込まれることは、1914年には普通でした。
例えば、この図書室は、中世とルネッサンスのデザインの
影響を受けた濃⾊の⽊製パネルを特徴としています。 
家族は夜この図書室に集まって、読書や会話またジクソー
パズルなどを楽しみながら多くの時間を過ごしました。ジ



ョージアナもまた、ここでその⽇の訪問計画を彼⼥の運転
⼿と⼀緒に⽴てました。

正面玄関
⾞寄せは敷地のダウンタウン側からピトック邸に進⼊しま
す。訪問者はまず正規の正⾯⽞関ある邸宅のこの側⾯を⽬
にします。 
ピトック邸の建築家であるエドワード・フォークスはポー
トランドで育ち、スタンフォード、マサチューセッツ⼯科
⼤学、フランスのエコール・デ・ボザールで教育を受けま
した。フォークスにとってヘンリー・ピトックは難しいク
ライアントでした。ヘンリーは最新技術を備えた建築的に 
優れた家を望んでいました。特に蒸気放熱器と壁⾯のサー
モスタットに注⽬すること。また、フランスのルネサンス
様式の邸宅には、7つの暖炉もあるのでそれも含めること
をヘンリーは望んでいました。これは主に装飾で、暖房は
オイルヒーターでした。 

音楽室
ピトック家は⾳楽好きな家族で、頻繁にコンサートに出か
け、ポートランドの規模は⼩さくても成⻑過程にあった⾳
楽界を⽀援していました。娘のルーシーとケイトはピッツ
バーグ⼤学⾳楽院に在学しました。ヘンリーは1895年に
娘たちのために1897年紫檀製のスタインウエイのグラン
ドピアノを購⼊し、孫のピーター・ガンテンベインはこの
ピアノでピアノを学びました。  

この邸宅の家具がどうのように備え付けられたか？
ピトック家がここに住んでいたときのこの邸宅の様⼦をう
かがえるものは、ほんの少しの家具（「P」という印があ
る）だけで、写真もほとんど残っていません。このため、
部屋に新しく家具を備え付ける際に、デザイナーはその他
の家からの例に頼るしかありませんでした。この⾳楽室



の最近の新しい家具の備え付けは2003年でした。⽬標は
1914年頃のエレガントなフランス⾵リバイバル様式の応
接間の例を作り上げることでした。社会意識の⾼い市⺠や
ポートランド市がこの邸宅を取り壊しから救った後、有名
なポートランドの家族や優れたアンティークの収集家がこ
の邸宅のために家具を寄付しました。今⽇、ピトック邸に
関与し続けている家族が、この博物館に家族に伝わる家具
を寄付しています。 

トルコ風喫煙室
「喫煙室」は豪華邸宅には⽋くことのできない部屋でし
た。⼣⾷後、男性は煙草を吸ったりお酒を飲んだり、⼥性
はおしゃべりをするために、それぞれ別の部屋に退出しま
した。煙草の汚れがないことから、ピトック家が煙草を吸
うことがまれだったことがうかがえます。

ダイニングルーム
ピトック家はこの部屋を正式な晩餐に利⽤し、ほとんどの
⾷事は朝⾷室でとっていました。サイドボードの上の鏡に
よって、⾷事をする者すべてが⼭の景観を楽しむことがで
きます。

執事の配膳室
ピトック家の料理⼈とメイドはこの部屋にて、⾷事の配膳
をし、陶器やガラス製そして銀製の⾷器を洗って収納して
いました。部屋の名前に反して、ピトック家では執事を雇
うことはありませんでした。 

キッチン
1914年、都市に住む⼥性たちは、オフィスや店舗そして
⼯場などで仕事を⾒つける者が増えました。 そのため、よ
い使⽤⼈を⾒つけることが難しくなり、現代的なキッチン
は料理⼈を惹きつけるために役⽴ちました。8,000⽚のゴ



ム製の床は⾜に優しく、最新のガス器具や電気器具のおか
げで調理も簡単でした。場所的にも路⾯電⾞が邸宅から数
ブロックの所に停⾞するので、坂はありましたが通勤にも
便利でした。 
ポートランドの多くの使⽤⼈はヨーロッパ系の者でした
が、ピトック家の料理⼈の1⼈はヒンミという名前のアジ
ア⼈でした。1880年代、ヘンリー・ピトックのオレゴニ
アン新聞は、当時の広がる偏⾒にもかかわらず、ポートラ
ンドの中国居住者を⽀援していました。

食品庫と冷蔵室
ピトック家ではほとんどの⾷品を購⼊し、配達に頼ってい
ました。消費者は⽸詰製品を現代的で健康的であり便利と
考えていました。1914年までには、ポートランドには多
くの果物や野菜の⽸詰⼯場があり、コロンビア河は世界的
な鮭⽸詰の中⼼地でした。  

分厚い扉と3重絶縁ガラス窓の付いた、この種の冷蔵室は
⼀般家庭よりもホテルの⽅に⼀般的でした。ピトック家で
は、1920年代末または1930年代前半にキッチンを改装し
た際に、このウェスティングハウスの冷蔵庫を取り付けま
した。

朝食室
ピトック家ではほとんどの⾷事をここでとりました。この
部屋には最初、⼤家族が座れるようテーブルと9脚の椅⼦
がありました。姪の⼀⼈は、朝⾷にはベーコンと卵、また
はシリアルの選択肢があり、またカリフォルニアから鉄道
で運ばれてきたであろうグレープフルーツがあったと回想
しています。毎朝、家令のジェイムス・スキーンがヘンリ
ー・ピトックにオレゴニアンの朝刊を持ってきたと記録し
ています。



2階

書斎
娘のケイト・ピトック・へバードはこの部屋を家計と使⽤⼈
の管理、そして⽗親の個⼈秘書として⼿伝うために使ってい
ました。彼⼥の知識は⾳楽が中⼼でしたが、ポートランドの
ホームズ・ビジネス・カレッジでの講座もしていました。  

南寝室
ケイト・ピトック・へバードと彼⼥の2⼈⽬の夫ロックウ
ッドは、この寝室を使っていました。1914年、2⼈はこの
邸宅で静かに式を挙げて結婚しましたが、2⼈の間に⼦ど
もはいませんでした。 
ケイトはアウトドアを好み、マウント・フッドに登り、ポ
ートランド・ハント・クラブで乗⾺をし、ゴルフもしまし
た。室内では家族のために編み物をし、甥の1⼈は、「ケ
イトおばさんはジクソーパズルが好きで、たくさんのパズ
ルを持っていた」と、⾔っています。ケイトは歌も続け、
ユニテリアン教会の聖歌隊に加わり、慈善活動のための公
演もしました。

南スリーピングポーチ
20世紀前半は結核が蔓延していました。ケイト・ピトッ
ク・へバードの最初の夫は、1907年に結核で亡くなりま
した。1940年代にペニシリンが開発されるまで、ほとん
どの治療が効果のないものでした。当時の医学的な⾒識で
は新鮮な空気と⽇光が良いとされており、スリーピンポー
チは空気の循環がよく、⾬や露から保護するということ
で、専⾨家は⼦どもも⼤⼈も年間を通してスリーピングポ
ーチで寝ることを推奨していました。また、⾬⽔を排⽔す
るコーナードレインに注⽬してください。



バスルーム
当時バスルームを清潔に保つことは⼤切でした。1914年
までには、家事専⾨家には細菌が病気の原因となることが
判っており、衛⽣に関する配慮、また⽩タイルのような清
掃や点検が簡単な仕上げ材の推奨につながりました。     

姪たちの寝室
ジョージアナ・ピトックの孤児となった10代の姪たち、ヘ
レン・バンホーテンとルイザ・ギャリエンはこの寝室に数
年暮らしました。ルイザは、ジョージアナが「私たち⼦ど
もには優しく、いつもクリスマスや誕⽣⽇には10ドルくれ
た」と、回想しています。この部屋は現在、もう⼀つのポ
ートランドの旧家である、フェイリング家からの家具でい
っぱいです。 

ヘンリー・ピトックの寝室
イギリス、ロンドンで1834年頃⽣まれたヘンリー・ピト
ックは、ピッツバーグで育ちました。彼は1853年、オレ
ゴン街道をたどって⻄部に移住してきました。ポートラン
ドに「裸⾜で無⼀⽂」でたどり着き、ザ・ウィークリー・
オレゴニアン新聞社で仕事を⾒つけました。彼はオフィス
で寝泊まりしてお⾦を節約し、ポートランドの不動産に投
資しました。1860年、ヘンリーはジョージアナ・バート
ンと結婚し、さらにこの年、ザ・オレゴニアンを未払い賃
⾦と引き換えにもらい、彼の新しいキャリアをスタートし
ました。
また、ヘンリーは余暇の時間も作り、登⼭やハイキングそ
してサイクリングを楽しみました。彼はマザマズ登⼭クラ
ブそしてサイクリングやより良い道路を促進するオレゴ
ン・ライディング・クラブの創⽴に尽⼒しました。ヨーロ
ッパやハワイに旅し、1906年のサンフランシスコ地震を
⽣き延びました。新しい技術に関⼼を持ち、早期の⾶⾏機
にも乗りました。



ピトック家はダウンタウンの質素な⽊造家屋からここに引
っ越しました。ピトック家はこの邸宅の建造に$190,000
〜$350,000（現在の価値にしておよそ$500〜800万）
を費やしましたが、この新居のためにすべて新しい家具を
買うことはしませんでした。既に持っていた家具を持ち込
み、いくつかの新しい家具を加えました。
1965年に邸宅が博物館になった後、部屋には何度か新た
に家具が備え付けられました。この部屋の写真は、⻑年に
わたるその変化を⽰しています。 

マスターバスルーム
ヘンリー・ピトックのバスルームには、洗⾯台、シャワ
ー、腰湯桶（⼿短に⾝体を洗う、⻑時間つかる、または⾜
を洗うなどのために使⽤された⼩さな桶）など、清潔さを
保つさまざまな⽅法を特徴としています。精巧に作られた
シャワーには、さまざまなオプションがついています。⽳
のあいた平⾏な管によってあらゆる⽅向から細い⽔流がス
プレーされます。シャンプー⽤シャワーが天井から下が
り、床からはビデ式噴⽔が噴き上がります。腰の⾼さにあ
るシャワーヘッドが、肝臓や腎臓のマッサージをして健康
を促進します。「テスト」ハンドルによって、シャワーを
浴びる者が⼀番低い蛇⼝の下に⾜を置いて、温度を調節で
きるようになっています。 

裁縫室
ジョージアナ・ピトックはユニテリアン教会の⼥性裁縫
会（Ladies Sewing Society）に所属していました。裁
縫と刺繍はジョージアナと彼⼥の⼥友達にとって毎⽇の
⽇課でした。19世紀には、⼥の⼦はサンプラーと呼ばれ
る展⽰作品を作成し、⾃分たちの刺繍技術を披露しまし
た。これらの展⽰サンプラーはポートランドの家族に受
け継がれました。 



ジョージアナ・ピトックの寝室 
1914年、ピトック家のような裕福な⼈々にとって、夫
婦が個別の寝室のあるスイートを持つことは珍しいこと
ではありませんでした。1845年頃に⽣まれたジョージ
アナは、幼児期をミズーリ州とアイオワ州で過ごしまし
た。1854年、彼⼥の家族はオレゴン街道を横断し、ジョ
ージアナはポートランド・アカデミーに在籍しました。26
歳のヘンリー・ピトックと結婚したとき、彼⼥は16歳にな
るところでした。彼らの間には少なくとも8⼈の⼦どもが
おり、そのうち6⼈が成⼈し、18⼈の孫がいました。
ジョージアナはレディース扶助協会（Ladies Relief 
Society）、ポートランド⼥性連合（Portland Womenʼs 
Union）、ウェーバリー乳児院（Waverly Baby Home）
、少年少⼥扶助協会（Boys & Girls Aid Society）などの
ような、彼⼥のお気に⼊りの慈善活動のために休むことな
く働きました。また、ポートランド・ローズ・ソサエティ
の創⽴にも尽⼒し、1889年にはダウンタウンの⾃宅で最
初のバラ展を開きました。 

西寝室
ピトック家の末娘ルーシーは⾳楽を愛し、ピッツバーグ⼤学
⾳楽院でピアノを学びました。彼⼥は7年以上の⻑い婚約期
間を経て、ジョン・エドワード「エド」・ガンテンベインと
1908年に結婚しました。夫婦と3⼈の⼦どもたちは、この
邸宅のこの端にあるいくつかの部屋に住みました。
ルーシーは読書を好み、劇やコンサートに出かけ、オレゴン
⼥性有権者同盟（Oregon League of Women Voters）の
会⻑を務めました。姉のケイトと同様、彼⼥もマザマズ登⼭
クラブに所属していました。1894年にマウント・フッドに
登頂し、彼⼥の死亡記事によると「⽗親と共に北⻄部にある
ほとんどの⼭に登った」と、あります。 



北スリーピングポーチ
ガンテンベイン家は1914〜1919年まで、このスリーピング
ポーチを⼦ども（おそらく彼らの娘たちローダとジョージア
ナ）のベッドルームとして使⽤しました。ヘンリーとジョー
ジアナが亡くなった後、⼦どもたちは空いた寝室に移りまし
た。

子どもの寝室
1914年、孫のピーター・ガンテンべインがピトック邸で⽣
まれました。⼦どもの頃、彼はこの⼈形劇場で遊びました。
ケンブリッジ⼤学での勉学を含む⼤学教育と世界⼀周旅⾏の
後、ピーターは世界第⼆次⼤戦中兵役に服しました。1950
年までザ・オレゴニアンで働き、 その後オレゴン国際問題
評議会（World Aff airs Council of Oregon）の創⽴を助け
ディレクターを務めました。ピーターとその⽗親エド・ガン
テンベインが、1958年終わりに引っ越すまで、この邸宅に
住んだ最後の家族でした。

“BASEMENT”

ソーシャルルーム 
設計図にはビリヤードルームと表⽰されたこの部屋は、ソ
ーシャルルームとも呼ばれました。家族がビリヤードまた
は⽟突き台を持っていたことを⽰すものは何もありませ
ん。1919年の邸内所有物の⽬録によると、家族がこの部屋
を余分な家具を収納する部屋として使っていたことが暗⽰さ
れています。両脇の⼩部屋はカード・ヌックと呼ばれていま
した。作り付け展⽰ケースは、⽇光と新鮮な空気を取り⼊れ
られるよう、最初はこれらのヌックにあるようなすりガラス
の窓でした。



ゲート・ロッジ

スキーン邸
ピトック家の運転⼿であるハーマン・ホーキンソンとその妻
ヘレンが、1914年、この家に最初に住んでいました。彼ら
が引っ越した後、ピトック邸の家令であるジェイムス・ス
キーンとその妻マージョリーが、この4階建ての家に1918
〜1953年まで 住んでいました。2⼈の娘のマージョリーは
ここで育ちました。
ジェイムスはゲート・ロッジ近くに⾃分の菜園を作り、夏の
間、妻のマージョリーは菜園で採れた野菜を瓶詰にしまし
た。この雛壇式菜園はその後浸⾷されてなくなりました。ゲ
ート・ロッジの通⽤⼝下の斜⾯がないことに注⽬してくださ
い。 
ジェイムスは庭園とグリーンハウスを維持し、春庭⽤の球根
や花を注⽂し、庭師を管理し、配管そしてエレベーターや⾞
などのような邸宅の機械類の修理をし、時に運転⼿としての
役⽬もしました。マージョリーは主婦であり、娘を育てまし
た。ジェイムスの⽉給の他に、スキーン家にはおよそ220平
⽅メートルのゲート・ロッジが提供されていました。よい使
⽤⼈を定着させておくことが次第に難しくなっていたその当
時では、このような家の提供は忠実な勤めを助⻑しました。

リビングルーム
スキーン家の娘マージョリーはピアノを学び、何度かリサイ
タルをしました。卒業後、マージョリーは銀⾏に就職し、そ
こでハーレイ・ライトと出会いました。2⼈はこのリビング
ルームの前で婚約しました。1945年、マージョリーはハー
レイのいるサンディエゴの海軍基地までバス旅⾏をし、そこ
で結婚しました。 

主寝室
ジェイムスとマージョリー・スキーンは2⼈ともスコットラ
ンドの移⺠でした。2⼈は北スコットランドで休暇中に出会



いました。交際期間中、ジェイムスはマージョリーに会うた
めに⻑距離を⾃転⾞で通いました。ジェイムスがポートラン
ドに到着して6か⽉後にマージョリーを呼び寄せ、1913年
に2⼈は結婚しました。ジェイムスはスコットランドの私有
地であるディネット・ハウスで造園業の⾒習いとして訓練を
受け、⽶国でもこの仕事を続けました。

マージョリーの寝室と予備の寝室
左側の寝室にあるのがマージョリーの⼦どもの頃のベッドと
引き出しです。夏の夜、マージョリーは動物園からライオン
の吠える声が聞こえたと⾔います。暑い夜は、もっと涼しい
階下のソファの上で寝ました。右側の部屋は客⽤寝室と収納
庫です。 

キッチン
マージョリー・スキーンは料理が好きで、彼⼥の⽣まれたス
コットランドのレシピ（⼿描きと印刷したもの）を集めてい
ました。彼⼥のお気に⼊りの中にはヨークシャープディン
グ、スコッチショートブレッド、タフィータブレット、バノ
ックケーキなどがありましたが、⼀番得意だったのは⼿作り
のスコーンでした。⾷料品については、マージョリーは店に
電話で注⽂していました。朝、注⽂したものが、その⽇のう
ちにトラックで配達されました。

ダイニングルーム
スキーン家では時に⽇曜ディナーに友⼈を招待し、このダイ
ニングルームで⾷事をしました。家族は通常はキッチンで⾷
事をしました。たまに、ジェイムス・スキーンはダイニン
グ・テーブルをピンポン台にして楽しむこともありました。
ゲームをする他にも、マージョリーと⽗親は壁の飾り棚にピ
ンポンボールを打って遊ぶこともありましたが、「⺟親はこ
れにはいい顔をしません」でした。


