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幽伏偏酒初 
 

仇尖 
幽伏了噐購叫峠圻議臼極、壓叫奨廉臼圭㏍議

蛤瀧⑮議掴何。傍軟幽伏偏議欠尚蒙弼、音翌窄
椎胆洗議駄弼柏相才表桁、參式香刊噐偏坪議曾
訳采送阻。昧彭湿准議延晒、幽伏匆氏格⑬竃慢
議謹徊謹科。 

香刊噐幽伏議曾訳采送、匯訳出局措紆采、総
匯訳出幽伏采。局措紆采貫廉臼送㏍叫掴、幽伏
采貫叫臼送㏍叫掴、壓偏議叫掴何曾訳采送住祉
壓匯軟。 

幽伏了噐云巒嶄伉何議怎硫表琢議柏相仇
揮、鉦棒諮表橿廓表議表重噴蛍除。徽頁、幽伏
巓律議凪麿表桁脅音頁諮表、遇譲瓜胆洗議表爽
顕固彭。幽伏采貫宸乂表琢嶄祉鹿㏍彭喇偏臼極
議貯舞表嚥功云表議表紅寂侘撹議歎弥送綿。 

歎弥議畢爽厮瓜僉葎晩云議為僉畢爽岻匯。泌
書壓椎辛參鉱浜欺俯謹票直峯才碕防峯、遇慢狛
肇峪頁匯倖鯛匐峯議畢爽。 

欺阻敢爺、偏坪光社巷坩、僥丕、參式巷慌譜
仏議巓律、胆洗議咤雑腹蝕彭、哭栖阻鉱浜咤雑
議湿准。 

 

膨湿 
幽伏膨湿蛍苧、啜嗤彭敢、

歪、拍、喬。 
 

敢 
 敢爺噐眉埖嶄儁欺栖。膨埖、励埖豚寂、偏坪
議祇揃曾都蝕彭歎雑、咤雑、昂直雑。蒙艶頁咤
雑腹蝕扮豚、辛參心欺載謹繁壓峯和恂專、蟹彭
触性ＯＫ、芥咬彭晩云焼、凪赤蛮蛮。 

參幽伏議純鍛廓偏凋兆議悟戴下寄祇都、旺蝕
彭頚碕弼才易弼議昂直雑、參式碕弼才易弼議凝
冗雑、光嶽光劔議冲弼距才壓匯軟、祥℡匯嫌胆
洗議敢夕鮫。 

総翌、壓偏坪議巷坩戦珊辛參心欺囈署㌧才凪
麿敢爺議雑施、拝侭嗤議巷慌項直脅筒貧阻從袋
声。 

敢爺斑繁湖欺議音叙頁雑。茅緩岻翌、壓宸倖
湿准戦、壓晩云參敢爺議邦惚遇療兆議課櫪蝕兵
貧偏、頃徨断蝕兵仟議僥定、穎匍伏蝕兵恠㏍仟
議垢恬鈷了。 

 

歪 
歪湿蛍葎曾倖扮豚。念豚葎

嚏豚、貫鎗埖兜欺鈍埖嶄儁、賑
梁音互遇物業載寄、斑繁扮械湖
欺音癖。繁断社社壇笥航貧｢慧這弟｣宸窃繁侘、
參畷技這爺。音狛、宸倖嚏豚斤晩云議邦犠勾嶽
栖傍抜軟欺阻音辛髪富議、噴蛍嶷勣議恬喘。 

桐生の紹介 

地理 
 桐生は関東平野の北端、東京からは北西に位置する群馬
県の南部にあります。桐生市の特色としては、美しい緑の
丘や山々、市を流れる二つの川が挙げられます。季節が変
わる毎に、桐生はその色を変えて行きます。 
 桐生には渡良瀬川と桐生川という二つの川があります。
渡良瀬川は北西から南東へ流れ、桐生川は北東から南東に
流れ、市の南東部で渡良瀬川に注いでいます。 
 桐生は本州中心部の足尾山脈の丘陵地帯に位置し、休火
山の赤城山のふもとから、ほど近いところにあります。し
かし、桐生を取り囲む他の山々は火山ではなく、美しい
木々に覆われています。桐生川はそれらの山々から、市の
北端にある鳴神山と根本山の谷間に形成されている梅田
に向かって流れています。 

梅田の森は日本の森百選の一つに選ばれています。現
在そこでは、たくさんの杉と赤松が見られますが、昔は落
葉樹の森でした。 
 春には、市内のいろいろな公園や学校、公共施設の周り
で美しい桜の花が満開になり見頃の時期を迎えます。 

 

四季 

 桐生には、春、夏、秋、冬
があります。 

 

春 

 春は三月中旬に訪れます。
四月、五月には市の道々では
梅や桜、花水木が咲き誇ります。その中で、桜が満開 
の時期には、大勢の人が桜の木の下を陣取り、カラオケや
日本酒を楽しむ姿が見られます。 
 桐生の姉妹都市から名付けられたコロンバス通りでは、
ピンクや白の花水木、赤や白のアゼリアが咲き並び、その
様々な色の取り合わせは、かわいらしい一枚の春の絵のよ
うです。 
 また、チューリップや他の春の花も市内の公園で見られ、
プランターは、パンジーでいっぱいになります。 
 春を感じさせるものは花だけではありません。他には、
日本では春の果物として知られるいちごが入荷され、また、
春は子供達が学校に入学し、学校を卒業した若者が就職す
る時期でもあります。 

 

 

 

夏 

 夏は、二つの様態があります。まず、六月初旬から七月
中旬までは雨期で、気温はあまり高くないのですが湿度が
高いので、ときおり不快に感じさせられます。家々では軒
先に“てるてる坊主”という人形をつるし、晴天を祈った
りします。しかし、この雨期は日本の米作りに欠かせない
大切な役目を果たしていす。 
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歪湿兜豚、壓令曇巷坩訟佩議笹魚雑婢貧、椎乂
胆洗悲才議侮從、燃從才清弼議弼距、簾哈彭巉
謹議偏酎。 

嚏豚匯狛、宴序秘欺伊埖蛍恷弾犯議扮豚。宸
匯扮豚、繁断浪散郭匯乂絶奮泌“殆中”、廉
肱、“度甥”(壓㊧哩議甥貧紗乂己矢議惚岫龍
弼殆咬創遇撹）吉。総翌、頃徨断壓匚戦慧冖雑
嗄螺。 

載謹議社優珊壓壇笥狼貧欠槽、參椎賠訪議槽
蕗栖悶氏欺歪湿議欠（軸聞悶湖貧音湖欺噌
訪？）。 

壓伊埖、載謹議繁断脅竃栖歌紗幽伏伊直准。 
壓宸弾犯議歪湿戦、涼恰識奐、載謹繁社泣貧

“涼㌧”參駁枯涼恰。宸嶽“涼㌧”頁匯嶽㌧侏
麗、壓侘泌幎議盲匂嶄伴付、恢伏議冖祥℡幎議
硫依嬉彭糜瞥慧竃栖。 

 

拍 
幽伏議拍湿爺賑掲械這

席、巓律議表琢延撹阻署
仔弼、耽爺脅患彭噌訪議
欠。噴埖戦、幽伏議偏峯
蚣薛峯議雑腹蝕彭、欺侃
脅闘吝彭蚣薛峯議雑㌧。僥丕議塰強氏謹壓緩扮
訟佩。航彭循仔弼惚糞議柄徨峯祥頁拍湿欺栖議
℡尢。揮嗤必恁議柄徨、喘㌔狼貧朔、虚壓塁蛔
和、壓拍剩和愁愁孤夬、辛奮喘議匯嶽易弼弔顕
固壓燕中貧、廬延葎己矢議、音辛房咏議柄徨孤、
宸繍恬葎喬湿議匯嶽画泣、載鞭繁断議楳逋。 

拍湿匆頁帳構辺資議湿准。幽伏議偏酎断噴蛍
浪散喘光嶽搭眇議圭隈崙恬帳構暇詒。 

帳構塩鋼議画塁、恬葎拍湿訟佩詔氏議魁侭厚
頁侮鞭繁断議浪握。 

幽伏壓拍湿議硫蕗嶄珊訟一旨曳勉讐准。壓准
晩議曾爺戦、壓廉幸舞芙現除、喜軟阻光嶽光劔
議㈹弁岬徨、竃弁擦附憲式湿准來奮瞳、噴蛍訓
鯖犯綴。 

 

喬 
喬湿涙秤議栖欺幽伏。參膿欠

遇嗤兆議孤夬欠貫橿廓表患栖、
公伉戦諾山犯吭議偏酎断揮栖阻
缶糠議混吭。勝砿欠頁宸担混
絶、徽僣匯定匆峪和匯、曾肝遇厮。 

壓宸倖混絶遇孤夬議湿准戦、繁断浪散怺欺茜
窮犯彑戦、瞳晦彭“おでん”(匯嶽窃貌諮腰議創
尖)參式揮嗤㍗輿龍議“けんちん汁”(喘狭輯幇
議鋪暇明)、珊札㌢醗哉彭嬬公附伉揮栖梁哲議犯
焼。 

喬湿議悶圄塰強匆噴蛍綜繁浪散。幽伏偏嗤聡
甥魁、蛤瀧⑮欺侃嗤錆僣魁。 
 

 

 

 夏の初めには吾妻公園で花菖蒲まつりが行われ、大勢の

市民が、それらの青紫や薄紫、青といった美しくやさしい

色調を愛でに集まります。 

 雨期が終わった途端に急激に暑さが増し、八月の最も暑

く湿度の高い時期に入ります。この時期、人々は“素麺”

や西瓜、“かき氷”（削った氷に甘いシロップをかけたも

の）等の冷たい食べ物を楽しみます。また、子供達は夜に

花火をして遊んだりします。 

 たくさんの家は軒先に風鈴をつるし、その涼しげな音で

夏の風を堪能したりします。（体感的には涼しくなくて

も？） 

 八月には大勢の人が桐生八木節まつりに繰り出します。 

 この暑い湿った夏の間、蚊が急増するので、多くの家で

は、虫を追い払うための“蚊取り線香”を焚きます。“蚊

取り線香”は一種のお香ですが、豚の形をした陶器の中で

焚かれ、その煙は豚の尾のように渦を巻きながら出てきま

す。 

 

 

 

 

 

秋 

 桐生の秋は晴天に恵まれ、周りの山々は黄金色になり、

涼しく風通しのよい日々になります。十月には桐生市木で

ある金木犀が咲き、その香りでいっぱいになります。この

時期に学校の運動会が催されます。 

 明るいオレンジ色の実をつけた柿木は秋が到着した印

です。渋柿は糸でつなげた後、家のひさしから吊され、秋

の太陽の下で乾いていくと食用の白かびが表面を覆い、不

思議なことに甘いドライフルーツに変化します。これは、

冬の間のお茶菓子として親しまれています。 

 秋はきのこの季節でもあります。桐生では、きのこはい

ろいろな調理方でとても好まれています。 

きのこ会館の喫茶店では、秋のパーティの会場として

人気があります。 

桐生では、秋の終わりに向けて恵

比寿講があり、その二日間、西宮神

社の付近は、お守りや季節の食べ物

を売る屋台で賑わいます。 

 

冬 

 冬は情け容赦なく桐生にやってきます。赤城山から吹き

付ける冬の強風として名高い“からっ風”は心暖かい市民

に、骨にしみる寒さを運びます。この冷たい風にもかかわ

らず、雪は年に一、二度少し降る程度です。 

この寒く乾いた季節の間、人々は“おでん”や“けんちん

汁”（野菜を味噌で煮込んだ郷土料理）を“こたつ”(暖

房器具のついた机)に入りながら楽しみます。暖めたお酒

は心と体を温めるので好んで飲まれます。 

冬のスポーツもまた人気があります。桐生にはアイススケ

ート場があり、群馬県のあちこちにスキー場があります。 
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冢喬屎岷圷稀。光社脅肇維恵
舞芙才紡注、珊楼降壓椎爺郭匯
乂圷稀蒙艶傾暇。喬湿繍勣潤崩
議扮昨、壓鴻夾隨議斎誰舞芙繍
氏訟佩畷技宗慎才訓蕃議囮齡
舞並。偏酎壓社戦匯円砺竃孤夬
議寄狭匯円紺彭"麹壓翌、牽壓坪"。宸乂試強崋
壓駁柊麹至、孃栖侑塰。 
 

徭隼 
幽伏議柏相才表戦伏連彭俑、占、

匙、勸幎才勸兌。敢爺戦壓偏坪議光
侃峯爽戦珊辛參油欺匚欹議梧蟹。歪
爺戦氏竃⑬載謹富需議瀬恰、頃徨断
浪散俺彌彭光嶽遮恰栖螺、蒙艶頁唏
諮恰。泌書唏諮恰議方楚厮将載富
阻、徽壓幽伏議曹隨菜寒現除挽嬬心欺。繁断屎
壓適薦議隠擦陥聞唏諮恰撹海議伏連仇。 

幽伏埋隼協"サルビア"(碕報硫課)葎偏雑、徽
揖劔葎凪蒙嗤議勸雑遇徭裟。凪嶄カッコウソウ
奉噐自葎富需議咤雑瞳嶽、凪蒙尢葎頚碕弼議雑
更撹乢侘虚菊貌議堪堪。宸嶽噴蛍辛握議勸雑峪
嬬壓敢爺嘉嬬心欺、伏海壓貯舞表議鯛匐峯議畢
爽嶄。 

幽伏巓律嗤刊埆畢爽才峯直議予化弌祇。令曇
表、貯舞表、功云表議鞠表試強械定葎繁断侭浪
握。総翌、壓凹莠表表競貧藻嗤幽伏廓議硬治。
歎弥侃議表競予化弌祇械瓜繁断容呪栖靖李畠
偏議彝鉱尚弼。葎緩、委咤雑峯嶽峅壓表競議巓
律、簾哈彭寄楚敢爺予化唾佩議繁断。茅緩岻
翌、廓偏議掴何(鴻夾)議画省表議予化唾佩弌祇
匆噴蛍斑繁楳逋。 

珊嗤、局措紆采才幽伏采斑許噬議繁断厚紗嗤
赤箸。壓鎗埖鋤許盾鋤扮豚、采送戦欺侃辛參心
欺刊彭馴劈侮議海僖議許噬議繁断。 

 

廓偏議蒙尢。 

幽伏參岶麗葎嶄伉、參啜嗤
１２００定議勧由岶麗煽雰遇
徭裟。宸匯啼消煽雰議忸治壓廓
偏嶄欺侃辛參心欺。宴噐仇医寡
高議丞掛侘塁競議垢 

皆才邦麦欺侃脅嗤。狛肇邦麦貫采戦委邦哈貧
栖議揖扮珊容強邦概、撹葎返園岶字議圻強薦。
揖扮珊公垓宣仇曝議邦犠弥才鋪暇仇項姑。狛肇
公噴蛍訓蕃議渇某恢匍揮栖兆賑議稗峯、挽辛壓
廓偏議円順現除需欺。 

幽伏斤噐勧由才⑬旗議嬬垢派蹴栖傍頁匯倖
喘冷岻仇。才崕崙恬、盲匂垢簒、直垢簒、社醤
崙恬、清半、岶麗／捲廾譜柴吉光嶽試強誼欺阻
光圭中議壘圉。偏坪辛參孀欺載謹嗤購簒宝才垢
簒議簒繁恬兄。俯謹隠贋彜蓑載挫議、壓寄屎、
孅才扮旗醤嗤暫㌫弼科議艶嗤欠箸議秀廏麗、壓
廓偏戟源議徭隼桟廠嶄、壓闘叺彭簒宝議荊律戦
割輝彭匯倖叔弼、簾哈彭簒宝社断才垢簒弗断栖
宸戦耶廩紗欲。 

 
  冬たけなわはお正月です。家族で神社やお寺を訪ねたり、

お正月用の特別な食事をするのが恒例です。冬も終わりに

近づいた頃、広沢町の賀茂神社では健康と繁栄を願う御篝

神事を催し、市民は家の中で乾燥大豆を投げながら“鬼は

外、福は内！”と叫びます。これは、悪霊を追い払い、幸

運を呼び込もうとするものです。 

 

自然 

桐生の丘や山には、熊、狸、狐、いのしし、カモシカが生

息しています。また春には、市内のあちこちの森で鴬の歌

声を聞くことができます。夏には、めずらしい虫達が姿を

現し、子供達はクワガタムシ、甲虫を捕まえて遊んだりし

ますが、特筆すべきは、蛍でしょう。今では僅少ですが、

桐生の菱町黒川付近では、まだ見つけることができます。

そして、蛍の成長を促す生息地を守るための努力がなされ

ています。 

桐生は、市花はサルビアとする一方で桐生固有の野花を誇

りとしています。それはカッコウソウといい、サクラソウ

のめずらしい品種で、ピンク色の花でできたシャンデリア

の様な房が特徴です。このかわいらしい野花は春だけに見

られ、鳴神山の落葉樹の森に生息しています。 

桐生は、森や木々に導かれるハイキングコースに囲まれて

います。吾妻山や鳴神山、根本山登山は一年を通して人気

があります。また、柄杓山の頂上では桐生城跡があります。

梅田のこの山頂上を通るハイキングコースでは、市内の壮

観な眺めがお勧めです。桜の木が山の頂上周辺に植えられ、

春のハイキングはとても人気があります。また、市の南部

(広沢)の茶臼山ハイキングコースも親

しまれています。 

渡良瀬川と桐生川では魚釣りを楽しめ

ます。六月の鮎釣り解禁時期には、川

はウェイダー(腰まである長靴)をはい

た釣り人があち

こちに見られま

す。 

 

市の特徴 
 桐生は織物中心で、千二百年の織

物の伝統を誇っています。その長い

歴史のあとは市内中で見られます。床に太陽光を取り入れ

るためののこ屋根の工場や、用水路はあちこちにあります。

用水路は川から水を引くと同時に水車をまわし、手織機の

原動力でもありました。また、用水路は離れた地域の米の

水田や野菜畑に、水を供給していました。昔、生糸産業が

栄えていた名残としての桑の木は、市の境界付近の大小区

画で見られます。 

 桐生は伝統的かつ現代的な職人にとって天国になりま

した。和紙作り、せともの、木工芸、家具作成、藍染め、

織物/ファッションデザイン等の活動が賞賛されています。

市内では、たくさんの芸術や工芸の工房を見つけられるで

しょう。たくさんの保存状態の良い大正・昭和時代の幻想

的で趣のある建物が、市の豊富な自然環境に芸術的な雰囲

気を漂わせるのに一役買い、芸術家や工芸人をこの土地に

引きつけているに違いありません。 
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嚔赤 
幽伏頁匯恙弌廓、絡貧議嚔

赤旺音頁載謹。定楳繁翌竃心
窮唹、嬉隠槍白、郭傾。蟹触
性ＯＫ議音蛍槻溺析富眉、励
匯蛤熟葎送佩。触性ＯＫ淫㍍
頁廨葎蟹梧遇譜嗤咄㍊才村№
字議汽寂。嗤扮珊氏公淫型議妖悶戻工匯乂奮麗
才咬創。斤噐詔氏（晩云議刧氏）、宥械、晩云
傾糾議淫型頁勣圓埃議。宸乂淫型戦匆械械譜嗤
触性ＯＫ。嚥晩云議凪麿廓偏匯劔、幽伏匆嗤闇
署垂議仰鴬魁侭。宸嶽仰鴬嗄老頁音諒槻溺議畠
忽來議嚔赤試強。幽伏哈參葎徭裟議眉社闇署垂
仰鴬字議伏恢皆社、公仇圭議闇署垂議仰鴬魁侭
算貧恷仟塀議字匂、脇軟阻闇署垂議仰鴬犯咳。
幽伏議琵友魁頁畠晩云２４社曳琵魁仇嶄議匯
倖、械定壓易爺賜絡貧訟一琵友曳琵。琵友魁屎
挫壓幽伏偏翌議繁垢刷貧、喇巷継将唔、凪旋非
斤巷慌並匍柴皿議温廁軟欺阻載寄議恬喘。壓幽
伏郭傾匆俯載缶爾。音富議架鋼才傾糾脅醤嗤載
海議煽雰才勧由。輝隼、℡"天ぷら"（匯嶽嗟姆
奮瞳）、勉望、鈊噬、橸拓中、"饂飩"(間中訳)
岻窃議晩云勧由創尖昧侃脅嬬郭貧。幽伏恬葎"
饂飩"岻廓匯岷誼欺挫得。中鋼戦嗤俯謹嶽窃議
絶議犯議"饂飩"、橸拓中昧扮辛參択欺。 
 総翌、幽伏珊咀窟苧阻"ソースカツ丼"(匯嶽壓
傾貧凸貧育嗤恃創議幎扉議創尖）遇療兆。 
 匚戦、壓咬焼糾參式"肖焼塁"戦嗤音富嗤瞳晦
勺峙、凪吭吶匆督侮議暇詒。宸乂糾戦珊戻工董
焼、璃平蕊、付焼、致焼參式癖栽噐和焼議弌暇。 
茅緩岻翌、欺阻絡貧、概貧廾嗤釜型喘醤議送強
概壓偏坪儔指、沢彭性中、付疹瞳、疹表囀吉。
貫概競貧議成鞍嶄、将械嬬油欺寄蕗仇「疹表
囀、墳疹表囀!!」議出沢蕗。 
 幽伏偏酎断匆脅浪散嶄忽、隈忽、吭寄旋、劾
亙吉光忽議創尖。壓偏坪議翌忽創尖傾糾戦、辛
參心欺匡杭匯乂送佩議鞭繁浪握議創尖議綱人。 

 

酎寂准晩「幽伏伊直准」 
貧巒（貧巒葎蛤瀧⑮仇曝議症仇兆）嗤兆議伊

直准酎梧議軟坿寄埃壓１５００定議媾忽扮
旗、埆朔（⑬壓議云巒侭奉議佚巒仇曝）議貧票
寧佚好嬉購叫。輝扮、恬葎匯嶽芦酎屓貨、壓地
声嶋鹿氏貧皇潜寄社柳嶋玲。軟兜議嶋玲酎劵軟
坿噐１８００定蟻寒扮旗議挑豚、喇肖廖壓貧巒
仟弥燭直鍋凡議、噐埆朔竃伏議出恂"弌恃旗"議
溺徨蟹議"舞隠鴻寄紡廷将"宸匯酎劵蝕兵議、昧
朔延撹阻直鍋酎劵、写遇撹葎罪器袋酎劵。欺阻
苧嵶扮旗、翌忽議猟苧貫今翌序秘晩云、忽酎議
伏試桟廠嗤阻載寄延晒、凪嶄仇圭酎劵匆昧岻窟
婢。送勧噐購叫匯垈議嶋玲梧劵匆昧彭仟扮旗議
咳送、育彭貧巒議兆蒙恢瞳、式橿廓議膿倉表欠
勧栖。喇医叫湊隻貫寄旋功議爾送蕗惜嶄簾函
議、械械瓜貧巒議文魁覆、勸巒椒込坿湊（圻兆
局円圻湊隻）宸乂枯隊徨議繁性彭歯麗栖吏噐幽
伏嚥怎旋寂侭蟹議宸嶽送佩議仟爆象傍祥頁伊
直准酎劵議念附。 

娯楽 
 桐生は小さい町なので、夜の娯楽はたくさんありません。

若者は映画やボーリング、食事にでかけます。カラオケボ

ックスでカラオケを歌うのは、世代を通して少人数のグル

ープに人気があります。カラオケボックスは歌うためのオ

ーディオ・ビデオが設置された個室です。また、その個室

の使用料を支払ったグループには、食べ物や飲物が出され

ることもあります。パーティのことを“宴会”といい、通

常、日本料理店の部屋を予約して行います。こうした部屋

にはカラオケ設備があることもしばしばです。 

 日本の他の市と同じように、桐生にもパチンコパーラー

があります。パチンコは男女問わず全国的な娯楽です。桐

生が誇る三つの主要なパチンコ製造会社は、地域のパチン

コパーラーに最新式の機械を取り入れ、パチンコの人気を

高めています。また、国の二十四あるレース場の一つであ

る桐生競艇場で、一年を通じて日中または夜の競艇を開催

しています。競艇場は、ちょうど桐生の境の外に作られた

人工池にあります。競艇場は公費で運営され、その収益金

を公共事業計画の補助に役立てています。 

 桐生で食事は、ちょっとした冒険かもしれません。たく

さんのレストランや食堂は長い歴史と伝統があります。も

ちろん、天ぷら、すし、うなぎ、そば、うどんのような日

本の伝統料理もいつでも食べられます。 

桐生はうどんの町としての評判を得つつあり、麺屋では、

たくさんの種類の冷たい又は暖かいうどん・そばを取り揃

えております。 

 また、桐生は、ソース付き豚肉とご飯の“ソースカツ丼”

発生の地としても有名になりました。 

他に、“スナック”(飲み屋)や“居酒屋”といった店では、

試す価値のある興味深いたくさんの料理があり、これらの

店では、ビール、ウィスキー、焼酎、酒と一緒に食べるの

に丁度良いおつまみがあります。他には、台車に厨房を取

り付けた屋台というものが、夜にラーメンや焼売、焼き芋

を売りながら、市内中を回っています。そのうち、屋台か

らラッパを吹き鳴らし、“焼き芋、石焼き芋!!”という大

声が聞こえるかもしれませんね。 

 桐生市民は、中国、フランス、イタリア、朝鮮といった

いろいろな国の料理も好み、市内の外国料理レストランで

は、いくつかの人気の料理を注文している姿が見られます。 

 

祭り「桐生八木節まつり」 
 上州名物八木節音頭の起源は、1500年頃、戦国時代、越

後（現在の本州にある信州）の上杉謙信が関東を攻略し、

その時、住民を鎮撫の政策として孟蘭盆会に盆踊りを奨励

したのです。その盆踊りうたを徳川幕末の1800年頃、上州

新田郡木崎宿に居た越後生まれの“おさよ”という女性が

「神保広大寺くずし」という口説節を唄い始め、それが木

崎音頭となり、横だろ音頭となったのです。 

 明治の時代になって、外国の文明が海外から到来したた

め、国民の生活環境も大いに変化し、そのなかに生まれ育

ったのが地方民謡です。関東一円に伝わった盆踊りうたも、

新時代の流れにのって上州の名物、赤城おろしの烈風と板

東太郎は大利根の激流からリズ

ムをとりいれて上州矢場勝、野

州堀込源太（本名渡辺源太郎）

という馬方が桐生-足利間を荷

車を引いて往来しながら唄いは

やされた新曲が八木節音頭のは

じまりだといわれています。 
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孅才兜豚、輝扮販幽伏岶麗亅氏氏海議刔何駁俛
箆（及湘販氏海）葎傚勧幽伏岶麗、壓偏坪議喟
赤隨議亅氏並暦侭念議鴻魁貧訟一阻伊直准寄
氏、孃棋栖徭畠忽議岶麗答窟斌、凪腹趨腎念哈
軟阻載寄議郡㍊。徭椎參朔、壓畠忽議鹿恢仇脅
音僅仇寡喘貧巒嗤兆議伊直准酎劵栖傚勧岶麗。 

蒙艶頁１９７０定壓寄昜訟佩議弊順鴬誓氏
議酎寂鹿氏鴻魁貧、輝畠忽酎劵窟燕議扮昨、幽
伏偏議伊直准酎劵恬葎蛤瀧⑮議旗燕蝕兵瓜初
府公畠忽。岻朔、壓窮篇貧議燕處識奐、伊直准
玲撹葎幽伏仇圭酎寂鹿氏議嶄伉、定定脅号寵腹
寄、㍗翫咄赤伊直准議兆蕗匆埆栖埆互。 

 

伊直准議煽雰 
寄屎・孅才扮旗、幽伏參岶 
麗廓遇訓蕃。敢歪岻寂、葎廝

斎偏坪二匍議訓蕃拐腹、奚訟一
狛光嶽窃侏議鹿氏。１９６４
定、嘉委宸乂光嶽光劔議鹿氏（斌
匍才恢匍鹿氏、踈坩鹿氏、鈍櫓
准、冖諮准吉）栽旺葎匯倖腹寄
議鹿氏。総翌、珊紗貧晒廾嗄佩
錦双、聞誼宸匯栽揖鹿氏祥℡幽伏鹿氏遇岑兆椎
劔。咀伊直准玲祥頁凪嶄議麼勣坪否岻匯、侭參
宸匯腹寄試強瓜嶷仟凋兆葎幽伏伊直准。宸頁貧
巒伊直准嶄恷腹寄議鹿氏、簾哈彭侭嗤議輝仇
繁。 

宸倖准晩壓伊埖貧儁議銭偬眉爺嶄訟佩。因
絡、繁断律彭筈柳伊直准玲、壓折皇岬貧、聞喘
酎寂赤匂議簒繁患怙軟酔試議伊直准酎劵。 

壓准晩豚寂、幽伏偏坪議麼勣孤祇繍鞭欺住宥
砿崙、佩繁断浪散套忌貧光嶽冲弼議鈍櫓廾蔑、
刊宀「圈丗」(歪才捲) ､溶彭直溶航、嗤議珊浪
散刊逐崙議｢はっぴ｣（匯嶽蒙歩議准晩捲廾）、
蛸佩壓寄瞬貧、郭彭峪嗤壓宸嶽准晩貧圭辛瞳晦
欺議奮瞳、螺彭光嶽嗄老。 

繁断浪散套忌議鈍櫓廾蔑、頁葎阻壅⑬剩煽鈍
埖鈍晩訟佩議鈍櫓准議、遇鈍櫓准頁葎阻括維肺
恙佛議岶溺議准晩。壓鈍櫓准寂、繁断計計委㌫
勣議才㌫恂議亟壓忖頭貧、嬉貧潤航壓幢乢貧。 

壓狛肇議鹿氏貧、燕處匯乂喘返議光嶽強恬栖
燕器議光嶽鹸墫議吭房議准朕、嗤扮聞喘匯乂喘
㌔荷貫議直甜。宸乂准朕頁喇偏坪議園岶巷望昇
㌢燕處議、參⑪幣光巷望議邦彈。泌書、伊直准
玲厮撹葎准晩議醜泣、光妖悶脅僉竃恷單倔議旗
燕錦歌紗昇處。 

 

旨曳勉讐准 
旨曳勉讐准頁耽定議１１埖議１９、２０晩壓

廉幸舞芙訟一議鹿氏。緩廉幸舞芙噐１９０１定
喇汚垂⑮廉幸偏議廉幸舞芙蛍羨竃栖。幽伏恷兜
訟一議旨曳勉讐准祥頁貫宸匯定蝕兵議。宸社舞
芙頁月公孃痰斌匍才訓蕃議鈍牽舞旨曳勉議舞
芙、岶麗恢匍訓蕃議幽伏偏酎斤緩舞鯉翌括彰。 

 

 

 昭和の初期、時の桐生織物同業組合長彦部駆雄氏（九

代目組合長）が桐生織物宣伝のため永楽町の組合事務所前

広場において八木節大会を開き、全国の織物問屋を招待し

て盛況を極め一大反響を起こしたのでした。以来、全国の

集産地において、上州名物八木節音頭による織物宣伝をつ

づけてきたのです。 

 特に八木節が全国的に紹介されてまいりましたのは、

1970年大阪で開催された万国博覧会場におけるお祭り広

場で全国民謡が披露された際、群馬県民謡を代表して、我

が桐生市の八木節が参加したことに始まります。その後、

テレビ出演も急増し、地元桐生まつりの中心であります八

木節躍りが年々盛況となり郷土民謡八木節の名声が高ま

ったのです。 

 

八木節まつりの歴史 

 大正・昭和時代に桐生は織物の町として繁栄しました。

春から夏にかけて、市内の産業を繁栄を祝い、たくさんの

祭りが催されました。1964年、これらのいろいろな祭り（商

業と産業の祭り、祇園祭、七夕祭り、花火祭り等）を盛大

な一つのお祭りとしました。また、仮装行列がこの祭りに

加えられ、この合同のお祭りは、桐生まつりとして知られ

るようになり、八木節が主要な催し物になったので、その

祭りは桐生八木節まつりと新たに名付けられました。これ

は、上州八木節（上州は群馬県地域の旧地名）の一番盛大

な催し物で、全ての人に親しまれています。 

 この祭りは、八月上旬の連続した三日間に行われ、夕方

には、人々が周りで八木節を踊り、矢倉の上ではお囃子が、

快活な八木節を演奏します。 

この祭りの間、桐生の大通りでは交通が規制されるので、

歩行者は、いろいろな色の七夕の飾り付けを愛で、祭りな

らではの食べ物を楽しんだりゲームをしたりして、通りを

歩きます。 

 そこでは、“浴衣”を着たり、“下駄”をはくのが習わ

しで、綿の上着の“はっぴ”もまた人気があります。 

七夕の飾りは、太陰暦の七月の七番目の日に行われる七夕

祭りの復元し、この祭りは琴座

の織姫を崇めるものです。この

祭りで、人々は願い事を短冊に

書き、それを竹の枝に結びます。 

 昔の祭りでは、手の込んだ演

劇が上演され、時折、からくり

人形も使われていました。これ

らの演劇は、市内の織物会社に

よって上演され、各々その優劣

を競っていました。 

 今では、八木節が祭りの焦点

となり、数々の団体が最優秀と

なるべく技を競っています。 

 

恵比寿講 

 恵比寿講は、毎年、１１月の１９、２０日に催される西

宮神社の祭りです。西宮神社は、1901年に兵庫県西宮市の

西宮神社から分霊勧請され建立されました。桐生のこの祭

りは、その年に始まったものです。 

 この神社は、商業と繁栄を司る七福神の恵比寿に奉献さ

れた神社で、織物産業が栄えた桐生の市民は、この神を厳

かに崇敬しています。 
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了噐臼弌僥丕現除議廉幸舞芙、耽定脅犯倉伯
廝旨曳勉讐准。曙扮、壓舞芙現除旺電喜軟俯謹
弁歯岬、嗤議祁沢彭畷技侑塰議"圷右" "俑嫺"
吉擦附憲、宸乂擦附憲載鞭糾麼參式将唔光嶽斌
匍議繁断議浪握、拝月蛎壓光徭議糾嶄賜社嶄議
"舞辷"貧；嗤議竃弁彭光嶽峯仲、疹鐸遊、お好
み付、慨中、たこ焼き吉、宸乂麗瞳匆峪嬬壓宸
嶽鹿氏貧嘉嗤。葎阻萩箔旨曳勉舞翰嚠栖定議侑
牽、載謹繁脅鞠貧阻廉幸舞芙議岬竣。 

凸諾阻胆洗議拍湿咢佯鯛匐議舞芙、剴吝彭准
晩議酔赤賑荊、聞誼旨曳勉讐准宸匯恷嗤箸議猟
晒住送鹿氏厚嗤蒙弼。 

 

幽伏議煽雰 
參和初府頁貫幽伏偏縮圄溜埀氏窟佩議"絞㍗

才幽伏議窟婢序殻"嶄戻繕遇撹。幽伏參醤嗤啼
消議煽雰遇徭裟、万辛參弖坊欺（嗤雰念）議服
猟扮旗。參和議芝峰割蛍郡啌竃貫臭薩扮旗欺厘
断⑬旗議煽雰秤趨。祥壓椎匯扮豚、園岶麗恢匍
誼欺阻梼鴎窟婢、撹葎輝仇議勧由才猟晒畜音辛
蛍議匯何蛍。 

 

 

 

 

残薩仟隨議幹譜（残薩頁⑬壓幽伏仇曝議症
兆） 
 

１５９０定、幽伏仇曝奉噐蟻寒社慎議岷禄
仇。壓緩岻念、啜嗤菜寒表議幽伏仇曝侭奉議54
倖翫廸、脅頁壓參歎弥議凹莠表廓葎鍾泣議喇措
箆（㍾註幽伏箆議糟麼）侭砿禄。喇噐喇措箆朔
栖嚥臼訳箆撹葎挫涛嗔、匯揖誘秘蟻寒箆返和、
聞誼凪返和議械遜釘消仇徒匆撹葎蟻寒箆議旗
砿遊糟寄消隠海芦議砿禄仇曝。寄消隠序秘購叫
朔、撹葎旗砿遊糟、壓榊原康政議侭奉和、輝貧
阻社骸妖議岑佩護糟忽坪議忽輿距臥郊。 

１６０３定、社慎撹阻尢卍寄繍嘱（鳥軒議麼
墸宀）、光仇儔篇、貫織軒・臭薩宥狛慕佚和器
峺幣。了噐表仇才峠圻住俊岻侃 

議伊藍徨、楳歎、幽伏議廓將秀譜；墳需、恃
局、卅狭議嵩表蝕窟；叫今祇、嶄表祇議廚瀧藻
嫋議屁姥；臭薩織軒、兆硬塁議廓能秀廏吉、斤
嵶邦、蝕嵩、律廓割蛍窟屍阻⑬嗤議室宝、廏軟
阻鳥軒夏屓議児粥。咀緩、泌書厘断侭心欺議幽
伏、祥頁壓麿議砿尖和幹秀遇撹議。 

海芦仇曝議砿尖宀頁參冷茄
伊藍徨議悳何葎鍾泣、光仇秀
羨一並侃、塗撚繁埀序佩砿尖。 
 

 

 

 北小学校の近くに位置する西宮神社は、恵比寿講と呼ば

れる活気のある祭りを毎年祝い、神社の近くでは、多くの

屋台が建ち並び、幸運を祈る“お宝”や“熊手”、護符を

売っています。これらの護符は店主や事業を営む人々に人

気があり、その店や家の“神棚”に奉ります。 

翌年の幸福を恵比寿様に願うため、大勢の人々が西宮神社

の階段を上ります。 

 また、そこでは、たくさんの屋台が軒を並べ、苗木や、

焼き饅頭、お好み焼き、焼きそば、たこ焼きといったお祭

りならではの食べ物を売ったりしています。 

 この快活な雰囲気と秋の美しい銀杏の落ち葉に囲まれ

た神社は、恵比寿講を最も趣のある文化的な催し物の引き

立てています。 

 

桐生の歴史 

 次の説明は桐生市教育委員会が発行している“ふるさと

桐生のあゆみ”から抜粋したものです。桐生は、縄文時代

（有史前）まで遡るその長い歴史を誇りにしております。

以下の歴史の断片は、江戸時代から今日私たちの知るこの

形になったときまでをあらわにしています。この同じ時代

に、織物産業は開花しだし、この土地の伝統と文化に密接

に関係するようになりました。 

 

 

荒戸新町の創設（荒戸は現在の桐生地域の旧
名） 

 

 

 

 

 

 

 1590年、桐生領は、徳川家

康氏直轄地となった。これま

で、黒川山中を含む桐生領五十四か村の村域は、梅田の柄

杓山城を本拠とした（桐生氏を滅ぼした領主になった）由

良氏の支配下にあった。由良氏は、後北条氏に味方したた

め、常陸牛久へ国替えとなり、徳川氏の代官頭大久保長安

の支配地へと替わった。大久保は関東入国後、代官頭とな

り榊原康政のもとで家臣団の知行割領国内の検知にあた

った。 

 1603年、家康は征夷大将軍（幕府の主宰者）となり各地

を巡視し、駿府・江戸から書状により指示を与えた。山地

と平地の接続したところに位置する八王子・青梅・桐生の

町創設、石見・佐渡・伊豆の鉱山開発、東海道・中山道の

宿駅整備、江戸駿府・名古屋の築城など、治水・鉱山・築

城の技術に手腕を発揮し、幕府財政の礎を築いた。したが

って、今日私達が知る桐生は、彼の管理下で創設されたの

である。 

長安の地方支配は、武蔵八王子の陣屋を拠点として、各地

に出張陣屋をつくり、手代わりを派遣して、支配にあたら

せた。 
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１５９０定、俊鞭海芦議凋綜、葎砿尖幽伏仇
曝瓜塗撚栖議旗尖郊埀寄勸恊耳、恬葎幽伏仇曝
議遍糟、喇噐幽伏号庁弌遇倭、深打欺壓幽伏采
蛭侘議曝囃議残薩圻貧秀羨匯倖仟議廓將、拝委
將侭卞欺椎戦、絞委消隠翫議掴極恬葎軟泣、臼
中岷崛橿撹議畢爽、委岷㌔彜励隨噫仇曝温割葎
喘仇。輝扮、貫臼吏掴壓残薩蛭侘嶄刹何厮将嗤
阻宥祇。 

宸訳宥祇兵秀噐１５７３定、輝扮喇措撹訓砿
尖彭幽伏仇曝、朔栖噐１５８４定凹莠表廓議喇
措忽訓函遇旗岻、撹阻幽伏仇曝議砿尖宀、咀撞
訓栖吏噐幽伏嚥湊弥岻寂遇制秀（湊弥葎喇措箆
議症糟輿）。緩祇恬葎貫消隠翫議翫巷侭栖議匯
訳除祇、閲蝕阻海豚冽彭圻祇胆才芙宸匯淀爆議
寄祇（軸⑬壓議幽伏廉何議表返祇）。 

幽伏嚥湊弥岻寂議伏試麗彿補僕頁将仟弥擦
廓采、局措紆采、幽伏采真巻塰崛和瀞擦廓采（嶄
弊豚議幽伏忽跨秀夛議擦廓采）栖序佩議。 

寄勸繍消隠翫桁（⑬偲高垪廠坪）議柏相㊧葎
峠仇秀夛將侭恬葎鍾泣。仟隨議瞬祇頁繍残薩圻
議祇揃制錐欺２致恣嘔、祇揃曾都序侮１３致恣
嘔、勝辛嬬聞厚謹議斌繁中斤寄祇秀夛斌糾。壓
寄祇議廉迦序匯化秀夛宥祇、宥吏翫巷侭。壓廓
円巓律秀廏繁垢采、壓祇揃議廉迦俐廏阻邦麦。
宸訳邦麦恷嶮宥欺幽伏采。祥壓１５９１定仟隨
瞬祇秀撹朔、消隠翫議擦將舞芙歎圻爺舞芙濡卞
欺橿廓岻畢侃（軸朔栖議爺諾幸）。 

幽伏仟隨輝兜峪嗤励倖翫將、徽欺阻１６０５
定㏍掴嗽制秀阻噴匯倖翫將、昧揖和瀞擦廓采葎
峭議瞬祇曾迦、皿蛍葎眉供朕、膨供朕、励供朕、
鎗供朕。遇拝、嗽聞祇揃廉迦議邦麦决海宥祇和
瀞擦廓采。 

寄勸貫徭失由嵶和議光翫嶄、斑群頁嗤曾倖賜
曾倖參貧頃徨議社優聞匯倖繁卞廖仟隨、旺拝珊
㏍現除議翫酎勅鹿、二夕奐紗薩方嚥斥薦。葎
緩、廖酎議幡薦、音胎頁仟栖宀珊頁析廖薩脅匯
劔峠吉、旺涙電翌買㏍。廖酎岻寂議吉雫蚊肝匆
頁噴蛍裏樋議、将械割諾彭仞仞㏍蕃議欠賑。 

幽伏仟隨埋隼頁壓嶄弊射恬葎撃秀崙廓將遇
秀羨議、徽万厚℡匯倖鹿偏將。咀緩、壓宸戦旺
短嗤℡略隔冷平妖将蔀椎劔議垢斌匍宀。 

残薩仟隨議仇兆恷壼窟⑬噐１６６８定園亟
議"貧勸忽㍗嬖"戦。徽頁、輝扮議残薩翫旺音頁
柊鯛議翫廸。残薩翫蛍羨竃栖瓜範葎頁壓１６７
３定鋼爽栗斤喘仇唇賀扮序佩議。幽伏仟隨昧彭
扮寂議容卞、奚奉噐鳥軒岷禄仇､縄云糟仇、參
式凪麿光嶽砿禄岻和。 

１８２４定、凪薩方葎８５０薩、繁笥葎３６
４０繁、凪嶄槻來葎１８６２繁、溺來葎１７７
８繁。 

 

 

 

 

 1590年、長安の命を受け、桐生領を支配するために派遣

された手代わりの大野尊吉は、桐生領の触元としては、狭

く、規模が小さいため、桐生川扇状地上に位置する荒戸原

に新町をつくって町屋を移すことを考え、久保村の南端を

基点として、北は赤城ノ森までの直線状五町余を用地に充

てることとした。当時すでに、荒戸原扇央部に、北から南

にかけて通路があった。 

 この通路は1573年の由良成繁の桐生領支配と、1584年の

由良国繁の柄杓山城への国替えにより桐生・太田間の往来

が繁くなったため（太田は由良氏の旧領土）、久保村町屋

からの近道として、長い間本道であった美和社沿いの回り

道を避けてつくられたものという。（現在の桐生西部にあ

る山手通り） 

 桐生・太田間の生活物資輸送は、新田堀・渡良瀬川・桐

生川を経て、下瀞堀（中世期に桐生国綱のつくった堀割）

へ至る舟運によった。 

 大野は、久保村峯（現寂光院境内）の丘陵を削り取って

平らにし、陣屋をつくり拠点とした。新町の町並みは、荒

戸原の通路を広げて約2メートルとし、奥行約13メートル

にして、なるべく多くの商人が大通りに面した店を持てる

ようにした。通路の西側にさらに通路をつくり、陣屋への

通路とした。周囲の町境に、土手を築いて郭とし、通路の

西側に用水路をつくった。この水路は最終的に桐生川に抜

けている。1591年に新町の町並みがととのったところで、

久保村鎮守の梅原天神社を赤城ノ森へ移した。（後の天満

宮） 

 当初は五町余であったが、1605年に南へ１１町余の縄張

りをして、下瀞堀までの町並みをととのえ、三丁目・四丁

目・五丁目・六丁目とした。そして、通路西側の用水路を

延長し、下瀞堀へ抜けるようにした。 

 大野は、創設した在郷町への支配下の村々から、子供２

人以上の世帯では、そのうち１人を移住させたり、近郷か

らの入植者をつのったりして、戸数・人工の増加をはかっ

た。このため、住民の権利は、旧住者も新来者も同等であ

り、排他の傾向はみられない。住民間の階級制もゆるやか

で、常に新興の気風に満ちていた。 

 桐生新町は、中世に封建制の城下町としてつくられたが、

それとは違う在郷町である。したがって、ここには、武士

団の経済をまかなうような商工業者はいない。 

 荒戸新町の名は、1668年に作成された「上野国郷帳」の

なかに見える。しかし、この時荒戸村は分村していない。

荒戸村が分かれるのは1673年に行われた館林藩検地の時

と思われる。桐生新町は、幕府直轄領や旗本領等、その他

いろいろな管轄下におかれました。 

 1824年には、家数８５０戸、人数３６４０、うち男１８

６２人・女１７７８人であった。 
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某椛岶麗恢匍議窟婢 
了噐表仇嚥峠圻住俊侃議残薩仟隨、徽輝軟阻

表仇伏恢麗彿嚥峠仇議塰序麗彿議偏魁鹿將議
恬喘。爺舞芙巓律蝕悦議嗜岻隨（朔栖各葎嗜岻
偏）、輝兜祥頁紅麗、鋪暇、噬唄、墫歯、晩喘
瞳、丗窃吉麗瞳議択沢嶄伉、遇除弊嶄豚參栖、
巓律翫將議伏恢麗彿河朱、寔某、岶麗匆辛參序
佩択沢。 

幽伏仇曝議励噴膨倖翫將議將酎断、壓１６０
０定議購岻圻媾尸豚寂、奚鞭凋公蟻寒社慎議嘱
錦乗⑭狛嬢岶議嘱縄。 

輝扮､社慎宥狛焦播（書晩議蛤瀧⑮⑮愈侭壓
仇念播）遍糟峠冫牌耳窟竃尢辺恬嘱縄議某岶下
議凋綜。噐頁、乎仇曝坪塰佩議返岶字２４１0
岬、耽岬匯謄、栽柴岶阻２４１0謄議縄喘某岶
下（匯謄埃葎２４致）、辺鹿壓爺舞芙廠坪參畷
技覆旋。屎輝工貧岻縞、社慎議嘱錦寄覆。社慎
糞⑬阻爺和由匯、旧協阻臭薩鳥軒議児粥。 

參宸匯耳箭葎尖喇、耽定脅勣貧宿２４１0謄
議岶麗弌麗飽（墫飽）。宸斤仇曝坪議廖酎栖傍
頁匯倖柿嶷減毅、徽凪潤惚抜戻互阻幽伏某椛議
兆蕗。 

１６４６定住糞麗怩議墫飽個葎喘署熱栖宿
追。幽伏仇曝宥狛嘱縄某椛議喘熱宿追議圭塀聞
某椛岶麗斌瞳晒。咀緩、繍音協豚議嗜岻隨協葎
鎗妍偏、偏魁譜壓爺舞芙廠坪、住叟偏晩栖坿噐
爺舞芙議疾晩、協葎根嗤励才湘方忖議晩（軸励
晩、湘晩、噴励晩、噴湘晩、屈噴励晩、屈噴湘
晩）。 

宸劔蝕兵議鎗妍偏、咀岶麗議伏恢宀才喇除遇
栖議斌祁噴蛍犯綴、音消宴個各葎百膠偏。偏魁
匆貫１６８９定蝕兵、壓眉供朕舞芙廠坪嗽奐譜
阻匯倖遇撹葎曾侃。祥宸劔、幽伏議某椛恢匍訓
蕃軟栖阻。 

臭薩扮旗挑豚議晩云秀忽扮豚、斌繁断蝕兵委
恢瞳㏍今翌補竃。苧嵶扮旗、寄答議某椛伏恢宀
欺今翌唾佩、貫胆忽、天巖揮指阻仟議返岶字才
半弼室宝。貫胆忽哈序阻喇邦概揮強園岶字議字
亠、聞喘喇隈忽窟苧議雑瞭園岶字議繁匆奐紗
阻。幽伏頁參勧由議枠半朔岶遇秒海議字匂伏恢
坿仇。宸斤雑瞭園岶伏恢室宝議缶倥字亠議諒弊
醤嗤蒙艶嶷勣議吭吶。徽頁、輝扮幽伏議岶下字
叱窄脅頁直崙議。 

 

⑬壓議幽伏 
幽伏頁晩云岶麗恢匍議匯倖嶄伉。苧嵶扮旗岻

朔、幽伏議岶麗厮㏍弊順竃笥。及屈肝弊順寄媾
參朔、俯謹寔某垢皆蝕兵恠和涜揃、遇栽撹亘略
參式凪万亘略議伏恢㌢写窟婢軟栖。総匯圭中、
斤幽伏議岶麗恢匍栖傍、塘貧缶倥議雑円恢瞳匆
燕⑬竃噴蛍嶷勣仇仇了。幽伏鞭欺弊順貧載謹嗤
兆議岶麗社才扮廾譜柴弗断議推襲、壓耽定訟佩
議忽縞扮廾曳琵貧匆撹葎繁断購廣議醜泣。朕
念、幽伏屎壓適薦仇撹葎晩云痛崛弊順議扮廾
廓。総翌、幽伏議罌鍛廓偏、胆忽恃嵶冉巖議悟
戴下偏才吭寄旋議曳櫛性偏、匆脅頁弊順貧嶷勣
議岶麗嶄伉。 

絹織物産業の発展 

 山地と平地の接続したところに発生した荒戸新町は、山

地の生産物資と、平地の移入物資を交易した市場町の役割

も担ってきた。天神社周辺で開かれるようになった酉の町

（後に酉の市という）は、当初、雑穀・野菜・魚介・雑貨・

小間物・衣類など、日用品の売り買いが中心であったが、

近世中期以降、周辺町村の生産物資となっていた繭・生

糸・織物も取り引きするようになった。 

 桐生領五十四か村の領民は、1600年の関ヶ原合戦の時、

徳川家康の軍へ旗絹を献上した。 

 家康は、厩橋（今日の群馬県県庁所在地の前橋）城主平

岩親吉を介し旗絹徴発を命令した。そこで、領内の稼働し

ていた手織機２４１０台について、一機につき一疋ずつ、

合わせて２４１０疋の旗絹を織りだし、天神社境内へ集め

て戦勝祈願の後、献上したところ家康の軍が大勝した。家

康は天下統一を果たし、江戸幕府の礎を築いた。 

 この吉例地を理由に、毎年２４１０疋の織物を小物税

（雑税）として納めている。これは、領内にとって重い負

担であったが、その結果、桐生の絹の名声を高めた。 

 1646年に物納であった小物税は金納に替わった。桐生地

域では旗絹の金納化により絹織物を商品として売り捌く

こととなった。そして、不定期であった酉の町を六斎市と

し、市場は天神社境内、市日は天神社の例祭にちなんで

５・９の日（５日・９日・１５日・１９日・２５日・２９

日）と決まった。 

 こうして始まった六斎市は、織物の生産者と、近郷から

の買次商人でにぎわい、やがて紗綾市と呼ばれるようにな

った。市場も1689年からは、三丁目神社境内でも開かれる

ようになり、二か所となった。このようにして、桐生の絹

産業は繁栄した。 

 江戸時代末期の日本開国により、商人は海外に製品を輸

出するようになった。明治時代、大勢の絹生産業者が外国

に旅し、アメリカやヨーロッパから、桐生に新しい手織機

や染色技術を持ち帰った。水車による織機はアメリカから

導入され、フランスで発明されたジャガード（紋織物装置）

を操作する者も増えた。桐生は伝統的に先染め紋織物を得

意とする機業地である。その意味で、紋織物生産の技術と

してのジャガードの登場は特に重要であった。ところで、

この時代の桐生の織機は、ほとんどが木製であった。 

 

 

 

 

 

現在の桐生 

 桐生は日本の織物産業の中心の一つとなってきました。

明治時代以降、桐生の織物は世界中に輸出され、第二次世

界大戦以降は、たくさんの生糸工場の生産は傾きましたが、

合成繊維や他種の繊維が代わりに生産されるようになり

ました。また、桐生の織物産業にとって、刺繍を施したレ

ース製品も重要な様相を呈しています。桐生はその世界的

に有名な織物とファッションデザイナー達に誇りを持っ

ており、毎年恒例の国際ファッションデザインコンテスト

にも焦点をあてています。桐生はファッションの町として、

日本、そして世界のブランドになるよう励んでいます。ま

た、桐生の姉妹都市、アメリカはジョージア州コロンバス

市とイタリアのビエラ市も重要な織物の中心地です。 
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凪万恢匍 
匆嗤匯乂幽伏偏酎壓廿概巣何周崙夛皆垢

恬。岶麗恢匍嚥字亠署
奉紗垢二匍㌢曳葎３
曳１、遇峠譲祥匍繁方
抜㌢郡。写岶麗恢匍岻
朔、幽伏珊參闇署垂字
議崙夛嶄伉遇療兆。忽
坪６０%議闇署垂字脅
頁喇幽伏伏恢議。恷
朔、壓偏坪匆珊嗤寄号
庁議帳構冩梢侭。  

 

猟晒才悶圄 
幽伏議偏酎猟晒氏鋼胡胡秀撹音消。乎秀廏麗

旺音峪頁匯倖寄丞魁才燕處愈、遇拝珊嗤婢誓氏
魁、簒宝恬兄、咄赤膳楼魁參式氏咏片。総翌、
鋼坪珊譜嗤曾倖架愈。 

宸恙娶仟議偏酎猟晒氏鋼錬李嬬繍撹葎偏酎
断議猟晒試強嶄伉、參式喘參紗侮斤叫廉圭簒宝
才胆宝議購伉握挫。幽伏啜
嗤匍噫議住㍊赤妖、匆嗤匍
噫議赤錦才栽蟹妖。 

悶圄試強嶄伉了噐幽伏議
廉掴侃、偏酎断赤噐壓緩嗄
咯、嬉利白、允白、精白、
電白吉。椎戦珊譜嗤㌢橡才
広祇議廨喘魁侭。 

 

恷除、幽伏除充議翫將慌揖秀夛阻匯恙嗤片坪
梁邦嗄咯学參式揮嗤嚔赤譜仏議出恂「紗責曳今
今眠」議嗄赤魁。緩嗄赤魁音叙譜嗤安爽謄針炎
彈寄弌議梁邦嗄咯学、遇拝珊嗤喝惜学、錆邦医
祇式ジャグジー（賑倒咯学）吉。魁坪侭嗤譜姥
脅寡喘仟秀議征侍侃尖嶄伉議警付犯栖工犯。 

耽定屈埖芸、幽伏偏屓軒脅訟一刊狛偏坪議磯
殻瀧性防曳琵、歌紗繁方階狛５０００繁。耽定
議歌紗繁方脅壓弓奐 

議緩㍻曳琵、厮撹葎幽伏偏喬湿議匯寄試強。 

 

１９９９定、幽伏及匯互丕允白錦壓歪湿議遮
徨坩曳琵嶄蕃資酵嘱、撹阻晩云及匯。宸斤髄犯
握挫允白議偏酎栖傍、寔頁壅佶鶏音狛阻。壓緩
岻念、幽伏議允白錦奚歌紗狛壓舞薩議遮徨坩訟
一議忽坪僉返幡寄琵、徽資誼單覆珊頁及匯指。 

 

 

 

 

他の産業 

 自動車部品製造工場で働く桐生市民もいます。織物産業

は機械金属工業より３対１の割合で勝っていますが、平均

従業員数は織物工場が10人のところ、機械金属工場では30

人になっています。 

 織物産業に次いで、桐生はパチンコ製造の中心としても

よく知られています。国内

のパチンコの60パーセント

が桐生で生産されています。 

 最後に、大規模なきのこ

研究所も市内にあります。 

 

文化とスポーツ 

 桐生は市民文化会館を完成させたばかりです。この建物

は大演劇場やリサイタルホールだけでなく、展覧会場、芸

術工房、音楽練習場や会議室もあります。また、二つのレ

ストランも建物内に設備されています。 

 この新しい市民文化会館は市民の文化活動の中心にな

るよう、また東西の芸術、美術への関心を深めるよう望ま

れています。桐生にはアマチュア交響楽団があり、たくさ

んのアマチュアバンドや合唱団もあります。 

 スポーツセンターは桐生の南西にあり、市民はテニス、

野球、水泳、バスケットボール、バレーボール等を楽しめ

ます。そこには、すもうや弓道のための施設もあります。 

 

 先頃、桐生近郊の町や村で、屋内温水プール、レクレー

ション設備のあるカリビアンビーチという建物を共同建

設しました。そこでは、オリンピックサイズの温水プール

だけでなく、造波プール、ウォータースライダーやジャグ

ジーもあります。この設備全体は、新しく建設されたごみ

処理場のごみ焼却熱によって暖められています。 

 毎年二月には、桐生市は市内を通るハーフマラソンを後

援しており、これには、五千人を超える人々が参加します。

毎年、参加人数が増えているこのマラソンは、市の冬の一

大行事になっています。 

 

 1999年、桐生第一高校の野球部は、夏の甲子園で優勝し、

日本一になりました。これは、熱狂的な野球ファンの市民

にとっては、たいへんな喜びとなりました。これまでに、

桐生の野球部は、国内選手権大会が開催される神戸の甲子

園に出場したことはありましたが、優勝したのは、このと

きが初めてでした。 
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幽伏偏待定燕 圻兵 射圷念２０、０００定  症墳匂猟晒廖耳凖治・冫凡凖治 射圷念８０００定  服猟猟晒幽伏醤嗤旗燕議股巷坩凖治・叫高岬凖治・署霜岬凖治・眉戯岬凖治・噸壇紡凖治・紅薯凖治・認跨紅凖治 射圷念３００定～３００定  置伏猟晒峠小凖治・舞苧表凖治  硬詣扮旗（300定～710定）  硬詣扮旗議恷寄蒙尢葎秀嗤寄号庁議長（硬詣）、貫宸乂硬詣嶄辛參心欺輝扮喇置伏扮旗写覚和栖議滴勾猟晒議竣蚊。俯謹議硬詣脅寡喘參「盲抔」遇療兆議腎釣本栖廾蔑。硬詣扮旗、倹縮參式嶄忽塀永芝隈勧秘參栖、寄才劾輸宸匯壓晩云遍肝參選栽屓幡秀羨遇軟議膿寄藍劾亅屓蝕兵。硬詣扮旗議挑豚各葎敬抵扮旗、瓜範葎頁煽雰貧嶷勣議扮旗。宸匯扮旗、序佩阻匯狼双議崙業個醐、凪嶄勣蒙艶戻軟議頁宥狛寄晒醐仟、秀羨軟阻參牝劾議舵綜崙葎劔医議舵綜忽社。  
552定    倹縮勧秘晩云。竃⑬阻倹縮予、喇為 蔀議淵苧藍勧娩巡舵。 
600定    眉ツ擅硬詣・犠塞擅硬詣・紗誰舞芙   擅硬詣・海宀擅硬詣・貧繁擅硬詣・   擅埆硬詣 
645定    寄晒醐仟  栂措扮旗（硬旗：710定～794定）  栂措扮旗頁喇濡脅噐栂措⑮議峠廓奨蝕兵議。壓鞭牝劾唹㍊議舵綜忽社議秀羨頼撹岻扮、脅辛參心欺庁径牝旗猟晒才室宝議庁塀。緩扮、倹縮瓜協葎忽縮、葎阻尸函嶄刹忽社 議幡薦宀議屶隔、壓屁倖晩云嶄脅佶秀阻紡垪。祥壓宸倖扮豚、繁断巓岑議各葎爺峠猟晒議簒宝誼欺阻訓蕃窟婢、園亟竃阻晩云恷壼議煽雰慕硬並芝、晩云慕芝、參式晩云壼豚議梧鹿、嵐匐鹿吉。 
 

710定    濡脅噐峠廓奨  峠芦扮旗（794定～1185定）  峠芦扮旗兵噐濡脅噐奨脅議峠芦奨、咀牝劾議唹㍊議償邑、蒙嗤議酷怛猟晒嗤阻窟婢。晩云猟忖「かな」邪兆議恢伏、撹葎阻晩云議鮒梧、柊猟、坿箆麗囂宸匯從塀何議旬恬吉議晩云勧由猟僥貴伏議児粥。壓屓嵶圭中、鏡惟議儲圻社箆議父伏屓嵶音僅写偬。緩扮豚、冷平妖議米薦膜愁膿寄軟栖、揖扮廸坩識奐、擬崑阻嶄刹鹿幡議舵綜屓嵶議雲寸。 
 

 

 

 

桐生市略年表 原始 紀元前20,000年  旧石器文化住吉遺跡・岩宿遺跡  紀元前8000年  縄文文化桐生が岡公園遺跡・東光台遺跡・金龍台遺  跡・三島台遺跡・普門寺遺跡・谷津遺跡・千網谷遺跡  紀元前300年～300年  弥生文化平井遺跡・神明山遺跡  古墳時代（300～710年）  古墳時代は大規模の墓（古墳）の建設に特徴づけられ、弥生時代から継承された農耕文化との層化がみられる。たくさんの古墳は“埴輪”として知られる空洞の素焼き土製品で飾られた。古墳時代は、仏教と中国式筆記法が伝えられ、日本で初めての連合政権として起こされた強大な王朝である大和朝廷が始まった。古墳時代の終盤は飛鳥時代と呼ばれ、歴史的に重要な時代とされている。この時代に、一連の制度の改革が行われ、その中で特筆すべきは、大化の改新により、唐の律令制を手本とした律令国家が建設されたことである。  552年 仏教が日本に伝えられる。仏教徒が現れ、百済の聖明王によって、戒律が伝えられた。 600年 三ツ塚古墳・稲荷塚古墳・加茂神社塚古墳・長者塚古墳・上人塚古墳・塚越古墳 645年 大化の改新  奈良時代（古代：710～794年）  奈良県の平城京に都を遷し奈良時代が始まる。唐から影響を受けた律令国家の完成期にあたり、唐の文化や技術の他の様相への順応をみせた。仏教は国教とされ、中央国家の権力者の支持を得るため、日本中に寺が建設された。またこの時代は、天平文化といて知られる美術が栄えた。日本初の歴史書である古事記や日本書記、そして日本初の歌集、万葉集が編集された。  710年  平城京に遷都    平安時代（794～1185年）  平安時代は京都の平安京に都を遷し始まり、唐の影響は浸透し、特有の貴族文化となり栄えた。日本の文字“かな”が作られたことにより、日本の詩歌や散文、源氏物語という紫式部の傑作等の日本伝統文学誕生の礎となった。政治面では、独占的な藤原家の摂生政治が続いた。この頃、武士団の力が強大になるとともに、荘園が急激に増したことにより、中央集権である律令政治の崩壊を招いた。 
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 794定 濡脅噐峠芦奨（岷欺 1868定峭） 
796定 8埖 表弥燭議斎誰舞芙、胆才舞芙撹葎郊泉廖姙 
835定 祇慎牌藍誼欺阻喇劾輸浜翰議表弥燭伊噴隨議腎仇 
1058定 3埖 坿吶社歌維斎誰舞芙 
1113定 易霜磁岶麗議園岶宝壓酎寂蝕兵勧殴 
1117定 2埖 畔弥表字舞芙秀撹 
1156定 譜崔阻薗弥囮釜 
1180定 5埖 幽伏鎗隻恆貫怎旋嶢綱議凋綜、壓嚴嵶寒嚥坿正屓議嘱錦恬媾 
1180定 9埖 幽伏鎗隻姫阻麼埴、誘週噐坿正劾遇瓜婉遍  鎌倉扮旗（嶄弊：1185定～1333定）  鎌倉扮旗、壓坿箆嚥峠箆議媾尸嶄坿正劾函誼阻覆旋、冷平竣雫議屓幡奐寄。功象鎌倉鳥軒議崙業、便擦郊才仇圭砿尖宀壓畠忽袈律坪譜崔廸坩才糟仇。宸嶽嘱並屓嵶匯岷由嵶彭晩云欺１９弊射嶄豚。壓宸匯扮豚珊窟伏阻臼訳箆戻開議屓嵶由嵶、檀硬弄栖、式喇噐仟議忱縮踐忱議勧秘、倹縮匆壓匯違為侖岻嶄噸式。 
1192定 宸扮譜崔阻倬喟囮釜 
1200定10埖 薗弥撹社葎阻寄桑輩碧遇序奨、貫縮竃社、函催崘苧 
1205定 宸定坩弥撹社壓弌花翫俐秀阻紡注（括踐紡）、聞徭失返和２０噫繁竃社 
1227定 宸定消圭翫秀撹阻紡注（廉圭紡）  片隨扮旗（1333定～1568定）  怎旋恊箆峇屓議鎌倉鳥軒議註蘭吭龍彭片隨扮旗議蝕兵。片隨扮旗埋隼壓猟晒窟婢貧函誼阻旬竃議孔示、徽万抜頁匯倖隔偬議芙氏強鬼音芦議扮旗。蝕兵議叱噴定寂窟伏阻掴臼劾強岱、鳥軒音嬬將儿便擦寄兆、昧哘畔議強岱朔、迫噐頼畠雲寸。緩強岱性蝕阻媾忽扮旗（1467～1568定）議會鳥。宸匯扮豚、鞭嬬、髄冱、踐議唹㍊、画祇、雑祇、慕祇吉簒宝嗤阻海怎議窟婢。 
1333定 鎌倉鳥軒註蘭。朔抦戓爺司議幡薦鹸佶 
1338定    怎旋恊箆撹葎尢卍寄繍嘱 
1350定 宸定幽伏忽綱參凹莠表廓葎象泣。好嬉互薯廓(寄寂寂) 
1412定 宸定聾寒気朔貫怎旋箆諾侃維糟阻和曹翫 
1521定4埖 幽伏廁綱葎廉圭紡云恊倹序佩科弼俐尖 
1543定 嚢土勧秘晩云 
1554定 宸扮囁廷壓鴻夾翫俐秀阻紡注(昌塰紡) 
1561定2埖 刔何佚覆貫喇措撹訓侃誼欺阻鴻夾㍗議１０００謄中持議輿仇 
1564定2埖 幽伏廁綱誘廓噐貧票寧佚 
1565定5埖 刔何這岷、刔何市佚幻徨儚佃 
   

   
794年 平安京に遷都（1868年まで） 
796年 8月 山田郡の賀茂神・美和神が官社となる 
835年 道康親王が朝廷から山田郡八十町の空閑地を賜る 
1058年 3月 源義家が賀茂神社に参詣する 
1113年 白滝姫織物の技術を伝えたという 
1117年 2月 仁田山機神社ができたという 
1156年 薗田御厨が設けられる 
1180年 5月 桐生六郎が足利忠綱に従い、宇治川で源頼政の軍と戦う 
1181年 9月 桐生六郎が主君を殺し、源頼朝に降伏したが斬られる 
 鎌倉時代（中世：1185～1333年）   鎌倉時代は、源氏と平氏の戦いで源頼朝が勝利し、武士階級における政治的権力が増大した。鎌倉幕府の制度により、守護と地頭が全国の荘園・公領に置かれた。この軍事政治は十九世紀中頃まで日本を支配した。またこの時代、北条氏による政治支配、蒙古襲来があり、また新しい宗派である禅宗の伝来により、仏教は一般の人々にも広まった。  1192年 この頃須永御厨が設けられる 1200年10月 園田成家が大番勤仕のため上洛し、法然について出家し、智明と号する 1205年 この年園田成家が小倉村に庵室（崇禅寺）をつくる。郎党二十余人を出家させる 1227年 この年久方村に庵室（西方寺）ができる 
 室町時代（1333年～1568年）   足利尊氏による鎌倉幕府の滅亡が室町時代の始まりとなった。室町時代は、文化的に素晴らしい功績をあげたが、持続的な社会不安の時代であった。始め数十年間は南北朝の動乱があり、幕府は守護大名を抑圧できず、応仁の乱の後、完全に崩壊した。この乱が戦国時代（1467～1568年）の幕開けとなる。また、この時代は、能や狂言、禅の影響を受けた茶道、華道、書道といった芸術のめまぐるしい発展もみられた。  1333年 鎌倉幕府の滅亡・後醍醐天皇の権力復興 1338年 足利尊氏が征夷大将軍となる 1350年 この年桐生国綱が柄杓山城を拠点とする。高津城(大間々)を攻略 1412年 この年細川丹後、足利氏満から下菱村を拝領する 1521年4月 桐生助綱が西方寺本尊仏を彩色修理する 1543年 鉄砲が伝えられる 1554年 この頃玉念が広沢村に庵室(浄運寺) をつくる 1561年2月 彦部信勝が由良成繁から広沢郷に1000疋の地を賜る 1564年2月 桐生助綱が上杉謙信に帰伏する 1565年5月 彦部晴直、彦部輝信父子殉死 
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芦輿孟表扮旗（除弊兜豚：1568定～1600定）   芦輿孟表扮旗、銭偬竃⑬阻眉倖由嵶宀。岶弥佚海、戟骸倔耳、蟻寒社慎、委隔偬阻除匯倖弊射議媾忽扮旗糞⑬阻由匯。壓寄兆議詠擦和、忽嶄秀軟阻廓脅、℡癡勸喟蟻椎劔議醤嗤裟鯖賑塗議簒宝社断恬阻賞嫌謁鮫。壓宸玉玉議扮旗戦、晩云貫天巖議坦叟斌才勧縮平椎戦俊乾欺阻掴濁猟晒。  
1570定5埖 幽伏廁綱棒蘭 
1573定3埖 署表廓遍糟喇措撹訓好嬉凹莠表廓 
1574定5埖 喇措撹訓咨肖噐凹莠表廓。揖扮俐 秀阻件鷲紡 
1575定 宸定喇措撹訓委楳遷紡貫冫防濡卞 崛幽伏 
1578定 喇措撹訓押棒。件鷲紡撹阻撹訓議托壤仇 
1579定5埖 喇措忽訓拷週噐臼訳箆屓軒 
1586定 宸定喇措忽訓瓜撚僕凹莠表廓 
1589定11埖 喇措忽訓月臼訳箆屓岻凋、楕

360楠汚、壓念弥旋社議峺屍和、歌紗阻弌弥圻増議擦廓嘱錦(宸扮､月骸倔耳㍾註阻臼訳箆、繍購叫議８倖弌忽公阻蟻寒社慎) 
1591定4埖 喇措虫咫鶴（忽訓岻銚）楕３００楠汚、壓念弥旋社議峺屍和好嬉防小弥廓 

8埖 喇措忽訓瓜撚僕械遜忽釘消、幽伏仇曝撹阻蟻寒社慎議由嵶仇 
1592定4埖 寄勸恊耳委和消圭翫議幸坪爺舞濡吏幸圻、秀羨阻幽伏仟隨 

11埖 壓爺諾幸廠坪蝕兵訟一鹿偏  臭薩扮旗（1600定～1868定）  壓購圻岻媾嶄函誼畠覆議蟻寒社慎由匯阻爺和、性蝕阻臭薩扮旗議會鳥。階噐200定議才峠、頁喇蟻寒鳥軒議鳥栗悶崙參式垓宣今翌光忽唹㍊議液忽屓貨侭揮栖議｡參宸匯扮旗葎蕃議廓將嶄議嶄恢竣雫柿恪噐℡梧玲漆、直甜老岻窃議三丞才恬葎丞恬遇岑兆議簒宝猟僥、參式検弊紙鮫宸匯胆宝嶄。1853定喇噐叫咫業就錦望綜埀套戦栖晩朔音僅竃⑬詞岱、緩扮議鳥軒疋払阻由楕嬬薦、蟻寒屓幡輿雲欲盾。  
1600定7埖 鞭蟻寒社慎岻凋貧住縄嬢

2410謄 
1624定 宸扮嚥臭薩岻寂議塰僕頁将喇臼坡弥翫（怎旋偏）議采斡序佩 
1646定 宸定嬢喟議糞麗追飽個葎署熱追飽。祥壓宸扮某椛偏魁訓蕃軟栖 
1656定6埖 蝕兵訟一爺藍疾撰  
 

 

安土桃山時代（近世初期：1568～1600年）  安土桃山時代には、連続した三人の統率者が出現する。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康は、一世紀続いた戦国時代からの天下統一を果たした。大名の庇護のもと、国中に城が建設され、狩野永徳のような豪壮華麗な芸術家によって障壁画が描かれた。この短い時代、日本は、ヨーロッパの貿易商や宣教師を通して南蛮文化に触れることとなった。 
 

1570年 5月 桐生助綱が死去する 
1573年 3月 金山城主由良成繁が柄杓山城を攻略する 
1574年 5月 由良成繁が柄杓山城に隠居する。この時鳳仙寺ができる 
1575年 この年由良成繁が岩松から青蓮寺を桐生に移す 
1578年 由良成繁が病死する。鳳仙寺を成繁の菩提所とする 
1579年 5月 由良国繁が北条氏政に帰属する 
1586年 この年由良国繁が柄杓山城に移される 
1589年 11月 由良国繁が北条氏政の命によって、

360騎の兵を率い、前田利家の指揮のもと、小田原籠城軍に参加する。（この時、豊臣秀吉が北条氏を滅ぼし、徳川家康に関東 8か国を与える） 
1591年 4月 由良妙印尼（国繁の母）が 300 騎の兵を率い前田利家の幕下となって松井田城を攻略する 
8月 由良国繁が常陸国牛久に移され、桐生領は徳川家康の支配地となる 
1592年 4月 大野尊吉が下久方村の宮内天神を宮原へ遷し、桐生新町をつくる 
11月 天満宮境内で節市が始まる 
 

 江戸時代（1600～1868年）  関ヶ原の戦いで勝利をおさめた徳川家康が天下統一を果たし、江戸時代の幕が開ける。200年を超える平和は、幕藩体制という徳川幕府の規律と、諸外国の影響から隔離するための鎖国によってもたらされた。この時代に栄えていた町人の中産階級気質は、歌舞伎・文楽のような演劇や、戯作として知られる芸術文学、浮世絵という美術に楽しみを見いだした。1853年の東インド艦隊司令長官ペリーの来航に続く混乱した時代の内に、幕府はその統率力を失い、徳川政権は崩壊した。  1600年 7月 徳川家康の命によって旗絹2410疋を上納する 1624年 この頃江戸との運送が北猿田村（足利市）河岸を経て行われる 1646年 この年絹永の物納が金納に代わる。この頃絹市が盛んとなる 1656年 6月 天王祭礼が始まる   
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1658定 宸定寄寂寂翫議某椛坦叟偏魁蝕偏 
1661定 8埖 幽伏仟隨奉噐鋼爽栗蟻寒綱耳議糟仇 
1672定 宸定蝕壺阻股鞠項姑喘邦麦 
1682定 8埖 幽伏仟隨奉噐縄云舞硫圷賠議糟仇 
1684定 宸扮嚥臭薩岻寂議某椛坦叟蝕兵 
1689定 宸扮喇噐某椛偏魁択沢斌繁議乗⑭、壓幽伏仟隨眉供朕侃秀軟阻偏舞芙 
1692定 宸扮嚥奨脅岻寂議某椛坦叟蝕兵 1718定 宸扮臭薩議蒙酔廨弓噴鈍塁蝕一阻幽伏糾 
1722定 宸定臭薩議埆朔紅（⑬壓「眉埆」）蝕一阻幽伏糾、蝕兵斤某椛瞳嵎協雫 
1723定 宸定喇奨脅議嫖麗弗消汚寮勧娩易嫖隈 
1731定 2埖 委根嗤 5、9議某椛坦叟晩個葎根 3、7議坦叟晩（3晩、7晩、13晩、17晩、23晩、27晩吉） 
1738定 宸定喇奨脅議岶麗弗置汚寮勧娩互字議聞喘室宝 1742 定 8埖 貫曼赤燭寒拔考喘岶垢。宸定幽伏仟隨奉噐鳥軒岷禄議糟仇 
1744定 宸扮百膠岶噴蛍佶履 
1751定 宸扮秀撹阻橿冫局巻 
1754定 宸定寄寂寂翫議根２、６晩議仟議某椛坦叟偏魁蝕偏、朔咀幽伏圭中議郡斤遇唯一 
1762定 宸定幽伏仟隨撹葎縄云舞硫圷鰹議糟仇 
1764定 宸扮蝕一阻紡徨塁 
1778定 互表刔湘隻栖欺幽伏 
1779定 12埖 幽伏仟隨撹葎竃嚼忽防表栗焼小嶢俚議糟仇 
1783定 7埖 燃寂表諮表卯窟、寄楚議諮表子週鯛幽伏。宸定冫紆耳汚寮窟苧旋喘邦概駁強庭某喘議伊供概 
1786定 宸定奨脅議瞭垢弌梳磯汚寮勧娩阻腎哈字議室宝 
1787定 宸扮蝕兵伏恢幽伏崕嫖 
1813定 宸扮恃嚼記馴蝕譜阻岩徳哇芙、參容鴻査鮒 
1817定 宸扮耳弥坿汚寮翌竃欺安嚼蝦夷仇圭（⑬壓議叫臼）祁沢岶麗 
1829定 宸扮資誼僥諒議蛉便何僥丕壓斌繁岻寂噴蛍腹佩 
1831定 10埖 掴鮫社局円鯖表壓幽伏仟隨冫云誰汚寮社戦矯藻 
1832定 宸定怎旋仟弥隨議岶麗偏魁蝕偏 
1840定 11埖 幽伏圭中議斌繁瓜鋤峭壓怎旋偏魁貧将斌 

 1658年 この年大間々村の絹市が始まる 1661年 8月 桐生新町が館林藩徳川綱吉領となる 1672年 この年岡登用水堀が開削される 1682年 8月 桐生新町が旗本神尾元清領となる 1684年 この頃江戸との絹取引が始まる 1689年 この年絹市に集まる売人・買人の寄進によって桐生新町３丁目に市神社ができる 1692年 この頃京都との絹取引が始まる 1718年 この頃江戸の飛脚業十七屋が桐生店を始める 1722年 この年江戸の越後谷（現在の三越）が桐生店をつくり、絹の買い付けを始める 1723年 この年京都の張物師久兵衛によって白張法が伝えられる 1731年 2月 5・9のつく日の絹市日を3・7の日に立て替える（3日･7日･13日･17日･23日･27日等） 1738年 この年京都の織物師弥兵衛によって高機の技術が伝えられる 1742年 8月 邑楽郡川俣から織子を雇用する。この年桐生新町が幕府直轄領となる 1744年 この頃紗綾織が盛んとなる 1751年 この頃赤岩渡船ができる 1754年 この年大間々村で2･6のつく日に新絹市を開いたが、桐生側の反対にあり廃止となる 1762年 この年桐生新町が旗本神尾元籌領となる 1764年 この頃寺子屋が始まる 1778年 高山彦九郎が来桐する 1779年12月 桐生新町が出羽国松山藩酒井忠休領となる 1783年 7月 浅間山が噴火し多量の火山灰が桐生に降る。この年岩瀬吉兵衛が水車を利用した撚糸用八丁車をつくる 1786年 この年京都の紋工小坂半兵衛によって空引機の技術が伝えられる 1787年 この頃桐生紙の生産が始まる 1813年 この頃佐羽淡斉が翠屏吟社を設けて、漢詩を広める 1817年 この頃吉田源兵衛が奥羽蝦夷地方（現在の東北）に出かけて織物を販売する 1829年 この頃橘守部の国学が商人の間に盛んとなる 1831年10月 南画家渡辺華山が桐生新町岩本茂兵衛宅に滞在する 1832年 この年足利新田町の織物市場が始まる 1840年11月 桐生側商人の足利出市が禁止となる 
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1841定 7埖 幽伏圭中議斌繁壓怎旋偏魁貧峪嬬将唔直逐麗瞳。宸定幽伏岶麗議坦叟駆葎 70嵐曾（蟻寒鳥軒議宥歯汽了） 
1842定 宸定滴酎、斌繁瓜鋤峭刊喘某椛、宸聞岶麗皆社鞭欺柿嶷議嬉似 
1858定 宸定飼岱送佩 
1859定11埖 硬直膨隻汚寮、薯消小卩嘔寮壇咀伏某補竃鋤峭遇軟盆。宸定岶麗恢匍民讃、窟伏阻洞酎彦岱 
1861定 3埖 盾畳阻壅業伴軟議坦叟歌嚥樟計、怎旋岶麗偏魁蝕兵鏡羨 
1864定 宸定弌勸戦浪恣寮壇竃笥某椛返伝 
1865定 宸定蝕兵聞喘廉剴半創 
 苧嵶扮旗（除旗：1868定～1912定）  苧嵶略仟由匯忽社蝕幹阻苧嵶扮旗、蝕兵噐廬㏍⑬旗恢匍芙氏議延醐。仟屓軒井汐月珊、糞佩系郊泉秀⑮、秀羨阻嶄刹鹿幡悶崙參式巷下阻仇怩個屎訳箭、糞佩⑬旗尢汚崙業吉。遇拝珊系峭阻蒙幡竣雫、吶暦縮圄崙業晒斤由匯忽社議秀譜軟欺阻載寄議恬喘。1889定、窟下阻寄晩云吸忽⑲隈、壓冉巖遍幹譜羨阻咏氏。宸倖扮豚議朔豚、晩云壓晩賠媾尸（1894定～1895定）、晩其媾尸嶄函覆、1910定栽旺阻昆忽、凪吸忽麼吶忽社幡薦米薦奐膿。 
1868定 苧嵶略仟蝕兵    4埖 幽伏仟隨奉噐防甎⑮議砿禄 
1869定2埖 幽伏仟隨奉噐冫映⑮議砿禄 
1870定7埖 局措紆采氾青、貫橿冫欺幽伏仟隨鎗供朕秀羨阻蛍送 
1871定11埖 幽伏仇曝及匯肝奉噐蛤瀧⑮議砿禄 
1872定1埖 幽伏仇曝奉噐萓直議砿禄。        6埖 喨宴函扱侭（喨屓蕉）秀撹 
1873定 宸定弌僥丕蝕丕 
1874定1埖 根３､７晩議某椛鹿晩個葎根３、８晩議鹿偏    3埖 幽伏様侭（少賀俸）撹羨 
1876定8埖 幽伏仇圭及屈肝奉噐蛤瀧⑮砿禄 
1877定8埖 畢表啓峠吉繁杭秘奨脅崙議缶倥字    10埖 児興縮遍肝勧縮 
1878定7埖 幽伏巷望（岶麗揖匍栽恬芙）撹羨 
1879定12埖 及膨噴咢佩（及匯醗匍咢佩）屶糾秀羨 
1882定7埖 飼岱送佩    10埖 壓幽伏仟隨匯供朕喇蛤瀧⑮式凪麿６⑮選栽訟一阻河朱、伏某、岶麗慌序氏 
1883定1埖 麗恢択沢侭（貧偏魁）秀撹 
1884定7埖 譜崔阻薩海叨魁  

 1841年 7月 桐生側商人の足利出市が、木綿物に限り認められる。この年桐生織物の取引高が70万両(徳川幕府の通貨)となる。 1842年 この年百姓･町人の絹物着用が禁止となり、織物業者が痛手を受ける 1858年 この年コレラが流行する 1859年11月 古木四郎兵衛･津久井儀右衛門が生糸 輸出禁止を直訴する。この年織物業が中絶し窮民騒動がおこる 1861年 3月 再燃した出市問題が解決し、足利織物市場が独立する 1864年 この年小野里喜左衛門が絹地ハンカチを輸出する 1865年 この年西洋染料を使用し始める 
 明治時代（近代：1868～1912）  統一国家の明治維新により明治時代が開け、現代産業社会への変革が始まった。新政府は版籍奉還し、廃藩置県を行い、中央集権体制を確立した。地租改正条例を公布し、現代徴兵制度を実現した。また、特権階級を廃止し、義務教育の制度化は統一国家の創造に役立った。1889年、大日本帝国憲法が発布され、アジアで初めての議会が設立された。この時代の後半では、日本は日清戦争（1894～1895年）、日露戦争の勝利、1910年の韓国併合と通して、その帝国主義国家権力を台頭した。  1868年 明治維新     4月 桐生新町が松嶺県の管轄となる 1869年 2月 桐生新町が岩鼻県の管轄となる 1870年 7月 渡良瀬川が氾濫し、赤岩から桐生新町6丁目にかけて分流ができる 1871年11月 桐生地方第一次群馬県の管轄となる 1872年 1月 桐生地方栃木県の管轄となる。     6月 郵便取扱所（郵便局）ができる。 1873年 この年小学校が開校する 1874年 1月 3・7のつく日の絹市日を3・8の日に変更する     3月 桐生屯所（警察署）ができる 1876年 8月 桐生地方第二次群馬県管轄 1877年 8月 森山芳平ら、京都製ジャガードを購入する。       10月 初めてキリスト教が伝えられる 1878年 7月 桐生会社（織物同業組合）ができる 1879年12月 第四十銀行（第一勧業銀行）支店ができる 1882年 7月 コレラが流行する。       10月 桐生新町1丁目で群馬他6県連合繭・生糸・織物共進会が開かれる 1883年 1月 物産売買所（上市場）ができる 1884年 7月 戸長役場が設けられる       
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1886定 撹握芙哘喘對賑儿薦揮強岶麗議屁尖字亠 
1888定11埖 弌表、幽伏岻寂議曾谷㌔鑓祇蝕宥 
1889定4埖 幽伏隨喇幽伏仟隨、芦赤輿翫、和消圭翫、仟凡翫、貧消圭翫峠小吉栽旺遇撹     6埖 冽彭局措紆采橘契譜崔阻窟窮侭、撹羨阻晩云岶麗紘芸巷望 
1890定8埖 局措紆采議工邦哈窟阻怎硫有表議嵩蕎諒籾 
1891定2埖 麗恢偏魁巷望（和偏魁）撹羨。緩扮蝕兵聞喘窮菊 
1894定5埖 幽伏隨由匯宥窮泣菊 
1895定4埖 岶麗僥丕蝕丕 
1898定10埖 及膨噴咢佩繍云何貫鋼爽卞崛幽伏 
1901定11埖 仟秀撹羨阻幽伏隨隨翫巷侭 
1902定 宸定橿冫播蝕宥。宸扮窮唹竃⑬。徭佩概噸式蝕栖 
1904定5埖 幽伏庭某栽彿巷望（晩云某椛紘芸巷望）蝕匍 
1907定 宸定窮三蝕宥 
1908定5埖 幽伏互吉溺僥丕（幽伏溺徨互吉僥丕）蝕丕 
1910定 幽伏股巷坩秀撹。晩云栽旺昆忽 
1911定4埖 怎硫鑓祇蝕宥。幽伏竃附議勸寂賠嵶幹羨阻寄竃井巷望讐霧芙 
 寄屎扮旗（1912定～1926定）  寄屎扮旗、屓騎坪佼撹羨、酎巉辛參歌屓、斥強栽恬芙參式恣呱試強嗤侭奐紗。喇噐及匯肝弊順寄媾、忽坪函誼阻⑪广議将蔀丼惚。宸倖扮旗議芙氏試強瓜各葎「寄屎酎麼塰強」、宥狛辺咄字、寄烏崕、墫崗、峠廾慕云吉寄巉箪悶、壓廓偏嗤縮劍議嶄蚊竣雫嶄婢蝕。徽頁、将蔀議衰退式幡璃麼吶、陥聞阻晩云噐1925定秀羨阻嵶芦略隔隈、蒙艶互吉少賀議制寄、儿雙阻晩云胡胡貫酎麼麼吶議晦編嶄恢伏議旋吩。 
1911定3埖 叫冷鑓祇幽伏㌔蝕宥。岶麗僥丕唯一 
1914定 宸定壓仟凡秀夛阻諮壤魁。晩云歌紗及匯肝弊順寄媾 
1916定4埖 幽伏互吉半岶僥丕（⑬蛤瀧寄僥垢僥何）蝕丕 
1917定4埖 幽伏嶄僥丕（⑬幽伏互吉僥丕）蝕丕 
1919定12埖 恬葎鹿氏魁侭議幽伏障赤何秀撹。宸定議岶麗伏恢駆器欺4685嵐晩圷 
1920定 晩云遍肝訟佩励匯忽縞斥強准試強 
      10埖 系峭阻岶麗偏坦叟晩、延葎銭晩住叟崙 
1921定3埖 幽伏偏撹羨。宸定遍肝聞喘繁夛某伏恢溺來才捲劈揮。巷慌廿概捲暦蝕兵 
1923定 窟伏購叫寄仇寳   

1886年    成愛社が蒸気力を応用した、織物の整理機械を運転する 1888年11月 両毛鉄道小山・桐生間が開通する 1889年 4月 桐生町が桐生新町･安楽土村･下久方村･新宿村･上久方村平井を併合して成立する     6月 渡良瀬川堤防沿いに発電所を設備した日本織物株式会社ができる 1890年 8月 渡良瀬川の洪水によって足尾銅山の鉱毒が問題になり始める 1891年 2月 物産市場会社（下市場）ができる。この頃ランプの使用が始まる 1894年 5月 桐生町に電灯が点される 1895年 4月 織物学校が開校する 1898年10月 第四十銀行が本店を館林から桐生に移す 1901年11月 桐生町役場が新築される 1902年 この年赤岩橋が開通する。この頃活動写真が映写される。自転車が広まる 1904年 5月 桐生撚糸合資会社（日本絹撚糸株式会社）が操業する 1907年 この年電話が開通する 1908年 5月 桐生高等女学校（桐生女子高等学校）が開校する 1910年 桐生が岡公園ができる。日本が韓国を併合する 1911年 4月 足尾鉄道が開通する。桐生出身の野間清治が大手出版会社の講談社を創立する 
 大正時代（1912～1926）  大正時代には、政党内閣が成立し、政治に大衆を巻き込むようになり、労働組合や左翼の活動が増した。また、第一次世界大戦によって国内経済効果をもたらした。この時代の社会運動は“大正デモクラシー”と呼ばれ、ラジオや新聞、雑誌、文庫本等のマスメディアを通して教養のある都市部中流階級の人々が展開した。しかしながら、経済の衰退と権威主義は、1925年の治安維持法の成立をすすめ、特別高等警察の拡大は、日本初の民主主義の試みから作られる利益を減少させた。  1912年 3月 東武鉄道桐生線が開通する。織物学校が廃校となる 1914年 この年新宿に火葬場ができる。日本は第一次世界大戦に参加する 1916年 4月 桐生高等染織学校（現群馬大学工学部）が開校する 1917年 4月 桐生中学校（現桐生高等学校）が開校する 1919年12月 集会所として桐生倶楽部ができる。この年の織物の生産額が4685万円に達する 1920年 最初のメーデーが行われる       10月 織物市日を廃止し連日取引制とする 1921年 3月 桐生市が成立する。この年初めて人造絹糸を使用した女帯地を製造する。乗合自動車が開業する 1923年 関東大震災がおこる   
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1925定2埖 佚喘栽恬芙（⑬幽伏佚喘署垂）秀羨    4埖 菰鑓佩尺播助咤播蝕宥。辺咄字誼欺鴻刑噸式 
 媾念孅才扮旗（1926定～1945定）  孅才扮旗壓晩云煽雰貧頁匯倖噴蛍爾強議扮旗。蝕兵議叱噴定、階忽社麼吶議嘔呱才嘱何郊埀選栽、嫺燐彭忽社糞幡、儿雙彭忽社議屓嵶、序遇未怎噐及屈肝弊順寄媾、序嘱屁倖冉巖寄遜、窟強阻晩嶄媾尸（1937定～1945定）、化秘阻糟輿制嫖麼吶議畠腹豚。晩云媾移、瓜選栽忽嘱媼糟、鞭幣個醐峺擬噐㏍淫根晩云忽⑲隈議崙協壓坪議酎麼晒序殻。媾朔方噴定、光圭中脅誼欺阻鹸釦、糞⑬阻嶷仟紗男噐忽縞選栽。祥壓宸匯扮旗、晩云議将蔀函誼阻妾繁議窟婢、撹葎弊順及屈了将蔀寄忽。  
1927定9埖 蝕兵工公伴創喘議炭賑 
1928定10埖 崙協偏師    11埖 仟寒塰強魁秀撹 貧谷窮賑鑓祇蝕宥 
1929定8埖 系峭寄忖、個各葎隨兆 
1932定4埖 凸譜徭栖邦砿祇、蝕兵工公徭栖邦 
1933定4埖 栽旺廠勸翫。緩扮岶麗議俶箔階狛阻奨脅廉專竃恢議岶麗俶箔 
1934定2埖 匳粗杭択旋喘栽恬芙（⑬搾伏押垪）議寶粗蝕兵    5埖 幽伏垢匍僥丕（⑬幽伏垢匍互吉僥丕）蝕丕    11埖 訟佩遜嘱蒙艶寄處楼、爺司竃佩 
1935定11埖 夕慕鋼秀撹 
1936定3埖 慌揖蕃劍奮瞳杭択栽恬芙撹羨    4埖 幽伏嶄僥丕錦壓畠忽嶄吉僥丕允白僉偉寄琵貧資及屈兆 
1938定4埖 栽旺鴻夾翫 
1939定3埖 表弥燭崗侵麗窟佩 
1940定3埖 幽伏偏羨糞樹溺徨楳定僥丕（⑬幽伏偏羨斌匍互丕）蝕丕 
    7埖  蝕兵糞佩糎奮塘公崙 
1941定4埖 潤撹寄屓呱壘氏幽伏屶何    12埖 孅才播蝕宥 
1943定2埖 膿崙住竃蓴嶝、鑓菊霜、有№吉恬葎汚匂彿可    11埖 載謹岶麗皆社廬㏍嘱俶垢匍、薦岶字延葎系鑓 
1944定4埖 壓跡窮表貧秀軟嶢痩満。緩扮糎奮冢嶷慌公音怎  
 

 

 

 

 

 

1925年2月 信用組合（現桐生信用金庫）ができる    4月 鋼鉄ワーレントラス構造の錦桜橋が開通する。ラジオが広まる 
 戦前昭和時代（1926～1945） 昭和時代は日本の歴史の中で、激動の時代であった。始めの数十年は超国家主義の右翼と軍部が連携して国の実権を握り、国の政治的抑圧に従事した。さらに、第二次世界大戦への足掛けとなった日中戦争（1937～1945年）を全盛とするアジア大陸への領土拡張主義へと導いた。日本は敗戦により、連合国軍の占領下におかれ、日本国憲法の制定を含む民主化への改革を指示された。戦後数十年は、戦争からの復興がみられ、国際連合への再加盟を実現し、また、この時代の終わりまでには、日本を世界第二位の経済大国へと導いた驚異的な経済成長を成し遂げた。  1927年 9月 燃料用のガスの供給が始まる 1928年10月 市紋章を制定する    11月 新川運動場ができる上毛電気鉄道が開通する 1929年 8月 大字を廃止し町名になる 1932年 4月 上水道が布設され給水が始まる 1933年 4月 境野村が合併する。この頃織物の需要が西陣を凌駕する 1934年 2月 医療購買利用組合（現厚生病院）の診療が始まる        5月 桐生工業学校（現桐生工業高等学校）が開校する       11月 陸軍特別大演習が行われ、天皇が行幸する 1935年11月 図書館ができる 1936年 3月 共同栄養食購買組合ができる        4月 全国選抜中等学校野球大会で桐生中学校チームが準優勝する 1938年 4月 広沢村が合併する 1939年 3月 山田郡誌が刊行される 1940年 3月 桐生市立実践女子青年学校（現桐生市立商業高校）開校        7月 飯米の配給割り当て制が始まる 1941年 4月 大政翼賛会桐生支部が結成される       12月 昭和橋が開通する 1943年 2月 兵器資材として梵鐘･鉄灯篭･銅像などが強制供出される       11月 多くの織物関係業者が軍需工業に転換し力織機が屑鉄となる 1944年 4月 雷電山に忠霊塔が建設される。この頃食料不足が深刻となる         
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媾朔孅才扮旗（⑬旗：1945定～1989定） 
1945定6埖 蝕兵膿佩墓宥挑鴻隨現除議秀廏麗 
      7埖 幽伏嫋現除曝囃鞭欺胆忽媾況字議膝符    10埖 胆忽汚序廚依隨議圻晩云某椛紘芸巷望議寄促。緩扮云隨揃、挑鴻揃貧冽瞬其爺畏彭妙了、掲械犯綴 
1946定1埖 孰蝕岶麗伏恢系峭鹸佶寄氏    8埖 壓畠忽廓偏允白斤森琵貧、幽伏錦資及屈兆。 緩定斥強栽恬芙識丞奐紗 
1947定9埖 咀鞭"カスリーン"岬欠唹㍊、采邦氾濫、窟伏寄咲邦墻墾 糞佩吶暦縮圄崙、弌僥6定、嶄僥3定 
1949定9埖  咀鞭"キティ"岬欠唹㍊窟伏咲邦墻墾 參㌢夾嶢剴葎遍窟条服猟扮旗議冫凡凖治 
1950定1埖  崙協偏梧、偏酎梧 劾亙媾尸蝕兵         
1951定5埖 壓幽伏議股巷坩俐秀岶磁才峠№ 
1952定 緩定岶麗議㈹弁駆互器72叮晩圷 
1953定5埖 仟寒隅湧嗄赤魁秀撹 
1954定10埖 栽旺歎弥翫、㌢伏翫、寒坪翫 
1955定6埖 栽旺谷戦弥翫耳夾議匯何蛍 
1956定11埖 幽伏琵友魁秀撹 
1958定10埖 蝕譜忽酎宗慎隠⑫    11埖 恢匍猟晒氏鋼秀撹 
1959定1埖 栽旺曹翫 
1963定4埖 幽伏掴互吉僥丕秀丕    10埖 嚥吭寄旋議曳櫛性偏潤葎純鍛廓偏 
1964定8埖 委爺藍疾吉光嶽准由匯葎幽伏准 
1965定5埖 仟議偏屓軒字購寄促秀撹    6埖 嚥環廓⑮議晩羨偏潤葎嗔挫廓偏    11埖 僉協偏酎蔑嫗 
1966定3埖 糞仏廖肖壇兎園催。秀撹廓偏征侍侃尖嶄伉 
1967定8埖 幽伏嫋掴笥秀撹 
1968定4埖 栽旺弥孑翫敬菖議匯何蛍 
1969定7埖 幽伏白魁秀撹 
1971定3埖 窟佩幽伏偏雰及3壌 
      4埖 幽伏股嗄赤魁秀撹 
1972定 幽伏溺徨互丕濡卞崛歎弥隨 
1973定6埖 偏酎嗄咯学秀撹 
1974定7埖 廓偏巷慌住叟偏魁秀撹 
1975定1埖 幽伏寄播蝕宥 
1976定 壓局措紆采貧秀夛課直邦垂 
1977定10埖 「幽伏岶麗」瓜峺協葎忽社勧由垢簒瞳 
1981定7埖 嚥胆忽議悟戴下偏潤葎純鍛廓偏 志鹸晩嶄才峠嗔挫購狼 
1982定 猟晒嶄伉秀撹 
1983定 幽伏廉互吉僥丕秀丕 嚥蟻戯⑮議貯壇偏潤葎嗔挫廓偏  

戦後昭和時代（現代：1945～1989年） 1945年 6月 末広町付近で建物の強制疎開が始まる     7月 桐生駅付近アメリカ艦載機の機銃掃射をうける     10月 巴町の元日本絹撚株式会社建物にアメリカ兵が進駐する。この頃本町通り・末広通りに露店が並び、闇市でにぎわう。 1946年 1月 織物転廃業者復興大会が開かれる     8月 全国都市対抗野球大会で、オール桐生チームが準優勝する。この年労働組合が急増する 1947年 9月 カスリーン台風による河川の氾濫で大被害をうける 新制小学校（6年）・中学校（3年）が発足する 1949年 9月 キティ台風による洪水で被害をうける相沢忠洋らが縄文時代の岩宿遺跡を発掘する 1950年 1月 市歌・市民の歌が制定される 朝鮮戦争が始まる 1951年 5月 桐生が岡公園に織姫平和像が建設される 1952年 この年織物の売上高が72億円に達する 1953年 5月 新川児童遊園地ができる 1954年10月 梅田村・相生村・川内村が合併する 1955年 6月 毛里田村吉沢の一部が合併する 1956年11月 桐生競艇が始まる 1958年10月 国民健康保険が開設される       11月 産業文化会館ができる 1959年 1月 菱村が合併する 1963年 4月 桐生南高等学校ができる       10月 イタリアのビエラ市が国際姉妹都市となる 1964年 8月 天王祭などを統合した桐生まつりが始まる 1965年 5月 市役所の新庁舎ができる        6月 茨城県の日立市が親善都市となる       11月 市民憲章ができる 1966年 3月 新住居表示を実施する。自動塵芥焼却場ができる 1967年 8月 桐生駅南口ができる 1968年 4月 田沼村飛駒の一部が合併する 1969年 7月 桐生球場ができる 1971年 3月 桐生市史3巻の刊行を終る        4月 桐生が岡遊園地ができる 1972年 桐生女子高校が梅田町へ移転する 1973年 6月 市民プールができる 1974年 7月 公設地方卸売市場ができる 1975年 1月 桐生大橋が開通する 1976年 渡良瀬川に草木ダムが建設される 1977年10月 「桐生織」が国の伝統工芸品の指定を受ける 1981年 7月 アメリカのコロンバス市が国際姉妹都市となる日中平和友好条約に調印する 1982年 文化センターができる 1983年 桐生西高等学校ができる 徳島県の鳴門市が親善都市となる 
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1984定4埖 みやま(致冉瀧)坩秀撹       5埖 掴巷坩秀撹 
1983定3埖 廠勸邦侃尖嶄伉秀撹    8埖 偏屓軒字購寄促現促秀撹     10埖 仟議廓偏諮壤魁"妍魁"秀撹 
1986定3埖 幽伏采邦垂秀撹      10埖 孰蝕橿廓忽社悶圄塰強氏 
1987定11埖 及匯曙幽伏"妖潤蛸化"試強 
1988定3埖 鴻夾邦侃尖嶄伉秀撹 
      10埖 尺互幽伏嫋現除議曾谷㌔鑓揃 
1989定3埖 防圻播蝕宥 
       4埖 仇魁恢匍尅佶嶄伉秀撹 
 峠撹扮旗（1989定～） 
1989定3埖 局措紆露紅鑓祇蝕兵唔匍 
      4埖 徭隼鉱賀畢爽頼垢 
1990定12埖 膨概祇議幽伏住宥蛍送寄祇蝕宥 
1991定5埖 仟㍾契寄促壓圷凡隨頼垢 
      10埖 蝕兵孰蝕偏酎僥楼伏冂冩網氏 
1993定5埖 ⑮羨幽伏楳富定勸翌試強嶄伉蝕鋼 
1994定 文勸斌糾議花垂撹葎偏嶷勣猟晒夏恢、瓜凋兆葎"有鄰館"､恬葎猟晒試強嶄伉 
1995定10埖 幽伏嫋念議忽社屓軒字購寄促式廓偏宗慎牽旋嶄伉鯛撹 
1997定5埖 幽伏偏偏酎猟晒氏鋼鯛撹  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984年 4月 みやま園ができる        5月 南公園ができる 1985年 3月 境野水処理センターができる        8月 市庁舎新館ができる       10月 斎場ができる 1986年 3月 桐生川ダムができる       10月 あかぎ国体が開催される 1987年11月 第1回桐生の歴史と文化を考えるウォークラ リー開催される 1988年 3月 広沢水処理センターができる       10月 両毛線桐生駅付近高架となる 1989年 3月 松原橋が開通する        4月 地場産業振興センターができる 
 平成時代（1989～） 1989年 3月 わたらせ渓谷鉄道が営業を始める        4月 自然観察の森ができる 1990年12月 4車線の桐生バイバスが開通する 1991年 5月 新消防庁舎が元宿町に完成する       10月 生涯学習市民の会が発足する 1993年 5月 県立桐生青少年野外活動センターが開館する 1994年 この年市重要文化財となった矢野商店の蔵群は、「有鄰館」として文化活動の拠点となる 1995年10月 桐生駅前に国の合同庁舎、市の保健福祉会館がオープンする。 1997年 5月 桐生市市民文化会館がオープンする  
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 幽伏偏議定嶄試強 
1埖7晩 括踐紡（寒坪隨２供朕） 鈍課巫氏 
1埖兜儁 噸壇紡（曹隨４供朕） 寄俛垪（鴻夾隨３供朕） 寄測瀧偏鹿 侑塰疾（寄測瀧偏） 
2埖貧儁 幽伏偏坪  斎誰舞芙（鴻夾隨６供朕） 幽伏偏椒瀧性防 囮齡舞並（偏峺協涙侘酎没猟晒夏恢） 
2埖和儁 掴巷坩（鴻夾隨５供朕） 浜歎雑准 
4埖及匯佛豚晩 歎弥刷盾鋤（歎弥隨５供朕）  

4埖貧儁 幽伏股巷坩 浜咤雑准 
4 埖 14 ～
15晩 斎誰舞芙（鴻夾隨6供朕） 湊湊舞赤准（偏峺協涙侘酎没猟晒夏恢） 
4埖嶄儁 令曇巷坩（幸云隨3供朕） 囈署㌧雑婢 
5埖和儁 仟寒巷坩（犠塞隨） 幽伏凝冗雑婢 
6埖嶄儁 令曇巷坩（幸云隨3供朕 笹魚雑婢 
6埖和儁 局措紆采 鋤許盾鋤 
8埖及匯佛豚議励・鎗・晩 幽伏伊直准准（挑鴻隨・云隨・助隨）  

8埖6～7晩 易竭舞芙（寒坪隨5供朕） 湊湊舞赤准（偏峺協涙侘酎没猟晒夏恢） 
8埖17晩 伊瓲幸（歎弥隨4供朕） 峻夾仇曝為嵐演廷倹卩塀（偏峺協涙侘酎没猟晒夏恢） 
8埖和儁 幽伏琵友魁（麭傅隨唖恣胆） 追噌冖諮絡氏 
11埖貧儁 仟寒巷坩（犠塞隨） 幽伏蒋雑婢 
11埖 19～
20晩 廉幸舞芙（幸云隨2供朕） 旨曳勉讐准 
11埖嗜晩 偲高垪（廉消圭隨2供朕） 嗜岻偏  
 

 

 

 

 桐生の四季と行事 1月7日 崇禅寺（川内町2丁目） 七草粥会 1月初旬 普門寺（菱町4丁目） 大雄院（広沢町3丁目） だるま市 幸運祭（だるま市） 2月上旬 桐生市内 賀茂神社（広沢町6丁目） 桐生市堀マラソン 御篝神事（市指定無形民俗文化財） 2月下旬 南公園（広沢町5丁目） 梅の花開花 4月第一日曜 梅田湖解禁（梅田町5丁目）  4月上旬 桐生が岡公園 桜開花 4月14～15日 賀茂神社（広沢町6丁目） 太々神楽（市指定無形民俗文化財） 4月中旬 吾妻公園（宮本町3丁目） チューリップまつり 5月下旬 新川公園（稲荷町） 桐生さつきまつり 6月中旬 吾妻公園（宮本町3丁目） 花菖蒲まつり  6月下旬 渡良瀬川：鮎の友釣り解禁  8月第一 金 ･土･日曜 桐生八木節まつり（末広町･本町･錦町）  8月6～7日 白瀧神社（川内町5丁目） 太々神楽（市指定無形民俗文化財） 8月17日 八幡宮（梅田町4丁目） 皆沢地区の百万遍念仏（市指定無形民俗 文化財） 8月下旬 桐生競艇場（笠懸町阿左美） 納涼大花火大会 11月上旬 新川公園（稲荷町） 桐生菊まつり  11月19～20日 西宮神社（宮本町2丁目） 恵比寿講  11月酉日 寂光院（西久方町2丁目） 酉の市  
 



幽伏偏忽縞住送亅氏
蛤瀧⑮幽伏偏岶磁隨１－１

窮三：0277-46-1111 坪㌔537
勧寔：0277-43-1001        

http://www.kiea.jp　　office@kiea.jp 


