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―ぐんまの絹物語― 里沼（SATO-NUMA）近世日本の教育遺産群
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2015 20192015

桐生 館林

❖ 北関東の東武伊勢崎線沿線である両毛地域には、日本遺産が３つも存在します。今回のシンポジウムでは認定地
である両毛３市〔桐生市・足利市・館林市〕が連携し、今後の日本遺産の魅力発信につなげるための意見交換を行
うとともに、館林市の「里沼」をテーマとしたオリジナルバレエもあわせて披露します。

令和２年度文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業）

令和２年度　館林市日本遺産シンポジウム

両毛３市の魅力発信両毛３市の魅力発信
つなごう日本遺産つなごう日本遺産

■日時 令和３年２月21日（日）　午後１時30分～３時40分（開場：午後１時）
■会場 館林市文化会館カルピス®ホール（大ホール）〔〒374-0018　群馬県館林市城町３番１号〕
■主催 館林市「日本遺産」推進協議会
■共催 桐生市・かかあ天下ぐんまの絹物語協議会
 足利市・足利市教育委員会・教育遺産世界遺産登録推進協議会
 館林市・館林市教育委員会

■シンポジウム詳細
 【１】両毛３市の日本遺産認定ストーリー紹介（映像上映）
❶「かかあ天下　―ぐんまの絹物語―」  桐生市観光交流課（日本遺産活用室）
❷「近世日本の教育遺産群　―学ぶ心・礼節の本源―」  足利市教育委員会文化課・足利市観光振興課
❸「里沼（SATO-NUMA）　―『祈り』『実り』『守り』の沼が磨き上げた館林の沼辺文化―」 館林市日本遺産プロジェクト（文化振興課）

 【２】オリジナルバレエ「里沼物語」 
〇総合演出　　　　　清瀧　千晴氏［館林市出身バレエダンサー］

　　「祈りの沼」　館林バレエ・ジャズダンス教室　　　「実りの沼」　館林バレエアカデミー　　　「守りの沼」　館林N・S・B・S

 【３】パネルディスカッション「両毛３市の歴史文化を軸としたローカル・ディスタンス連携」 
〇コーディネーター　熊倉　浩靖氏　［館林市「日本遺産」推進協議会委員/高崎商科大学特任教授］
〇パネリスト　　　　 桐生市長 　荒木　恵司氏　　　 足利市長 　和泉　聡氏　　　 館林市長 　須藤　和臣氏

 【４】関連事業 
（1）日本遺産マルシェ  各日本遺産認定地の物産や日本遺産関連商品の販売
（2）日本遺産PRブース展示 各日本遺産認定地のPRブースを設置

館林市「日本遺産」推進協議会館林市「日本遺産」推進協議会

足利



【１】両毛３市の日本遺産認定ストーリー紹介

■認定年月日　2015(平成27)年４月24日
■認定形式　　シリアル型　群馬県(桐生市の他に甘楽町、中之条町、片品村)
■ストーリー概要
　古くから絹産業の盛んな上州では、女性が養蚕・製糸・織物で家計を支え、近代になると、製糸工女や
織手としてますます女性が活躍した。夫（男）たちは、おれの「かかあは天下一」と呼び、これが「かかあ天下」
として上州名物になると共に、現代では内に外に活躍する女性像の代名詞ともなっている。「かかあ」たちの
夢や情熱が詰まった養蚕の家々や織物の工場を訪ねることで、日本経済を、まさに天下を支えた日本の女
性たちの姿が見えてくる。
■主な構成文化財
白瀧神社(ぐんま絹遺産)、旧模範工場桐生撚糸合資会社事務所棟(市重文/ぐんま絹遺産)、桐生市桐生新
町伝統的建造物群保存地区(国重伝建/ぐんま絹遺産)、後藤織物(国登録/ぐんま絹遺産)、織物参考館
“紫”(国登録/ぐんま絹遺産)、桐生織物会館旧館(国登録/ぐんま絹遺産)

桐生市 かかあ天下　―ぐんまの絹物語―
＃02

群馬県桐生市
　古くから織物のまちとして発展してきた桐生市は、1921(大正10)年に全国84番目の市として誕生し、幾多の市域
の変遷をへて、2005(平成17)年６月13日には新里村、黒保根村と合併しました。
　桐生市は、群馬県の東南部に位置し、栃木県の足利市と接し、西は赤城山まで達しています。市街地には渡良瀬川
と桐生川が流れ、山々が屏風状に連なり、水と緑に恵まれた地に歴史と伝統が息づいています。
　桐生の織物の起こりは古く、奈良時代のはじめには絹織物を朝廷に献上し、江戸時代には「西の西陣、東の桐生」
とうたわれ、織物の一大産地となりました。
　織物産業の繁栄を今に伝える町並みがいたるところに残り、近代化遺産の宝庫となっています。特に、天満宮地区
と本町一、二丁目には、約400年前の土地の区画（敷地割）に江戸後期から昭和初期に建てられた主屋や土蔵、ノコギ
リ屋根の工場など、絹織物業に係わるさまざまな建造物が数多く残り、織物業で栄えた桐生の歴史を今に伝えること
から、国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されています。
　桐生は今でも織物の糸へんで生きるまちですが、近年は自動車関連部品の製造など機械金属産業が基幹産業となっ
ており、“感性”を育む人づくり、“つながり”を生かしたまちづくりをテーマに、「感性育み　未来織りなす　粋なま
ち桐生」を将来都市像として、住みよいまちづくりに努めています。
●人口：108,330人　＊2020(令和２)年12月末
●面積：274.45ｋ㎡
●市制施行：1921(大正10)年３月１日　【2021(令和３)年で100周年】

桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区

旧模範工場桐生撚糸合資会社事務所棟

白瀧神社
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■認定年月日　2015(平成27)年４月24日
■認定形式　　シリアル型　　足利市の他に水戸市(茨城県)・備前市(岡山県)・日田市(大分県)
■ストーリー概要
　我が国では、近代教育制度の導入前から、支配者層である武士のみならず、多くの庶民も読み書き・算
術ができ、礼儀正しさを身に付けるなど、高い教育水準を示した。これは、藩校や郷学、私塾など、様々
な階層を対象とした学校の普及による影響が大きく、明治維新以降のいち早い近代化の原動力となり、現
代においても、学問・教育に力を入れ、礼節を重んじる日本人の国民性として受け継がれている。
■主な構成文化財
足利学校跡[聖廟および附属建物を含む](国史跡)、漢籍『礼記正義』『尚書正義』『文選』『周易注疏』(国宝(書
跡))、釋奠(市民俗文化財)

足利市 近世日本の教育遺産群　―学ぶ心・礼節の本源―
＃01

栃木県足利市
　足利市は、足尾山地から連なる山々と関東平野が接するところに位置し、中央を西から東へ渡良瀬川が流れています。
中心部には、市のシンボルとも言える足利学校や、足利尊氏の六代前の先祖にあたる足利義兼（よしかね）が居館とし
た史跡足利氏宅跡［鑁阿寺（ばんなじ）］があるほか、源氏や足利氏にゆかりのある寺社等が数多く残っています。
　江戸時代以降は織物産業で栄え、近年はプラスチック製品や自動車部品、輸送機械器具の製造が盛んになりました。
「映像のまちあしかが」の推進にも力を入れ、CG（コンピュータグラフィックス）等の映像産業も根付き始めています。
　日本遺産「足利学校」を中心とした歴史資産や近代以降の古民家も活用しながら「歩いて楽しいまち」を目指す取り組
みも始めており、「足利らしさ」を視点にまちづくりを進めています。
●人口：143,092人　＊2021(令和３)年１月１日現在
●面積：177.76㎢
●市制施行：1921(大正10）年１月１日　【2021(令和３)年で100周年】

釋奠

漢籍『礼記正義』『尚書正義』『文選』『周易注疏』

足利学校跡
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■認定年月日　2019(令和元)年５月20日
■認定形式　　地域型(館林市単独)
■ストーリー概要
　関東の山々が一望できる館林では、今も多くの沼と出会うことができる。館林の沼は人里近くにあり、「里
山」と同様に人々の暮らしと深く結び付き、人が沼辺を活かすことで良好な環境が保たれ、文化が育まれて
きた「里沼（SATO－NUMA）」であった。館林の里沼は、沼ごとに特性が異なる。その歴史を紐解くと、里
沼の原風景と信仰が共存する茂林寺沼は「祈りの沼」、沼の恵みが暮らしを支えた多々良沼は「実りの沼」、館
林城とつつじの名勝地を守ってきた城沼は「守りの沼」と言い換えることができる。館林の里沼を辿れば、
それぞれの沼によって磨き上げられた館林の沼辺文化を味わい、体感することができる。
■主な構成文化財
茂林寺沼及び低地湿原(県天然記念物)、多々良沼、城沼、封内経界図誌(県重文)、躑躅ヶ岡(国名勝)、正
田醤油(株)旧店舗・主屋(国登録)、分福酒造店舗(国登録)、旧館林二業見番組合事務所(国登録)、東武鉄
道館林駅を含む全38個

館林市 里沼（SATO-NUMA）

守りの沼　城沼

実りの沼　多々良沼

祈りの沼　茂林寺沼及び低地湿原

群馬県館林市
　館林市は、「鶴舞う形」といわれる群馬県の東南部、ちょうど鶴の頭の部分にあたり、関東地方のほぼ中央に位置し
ています。北には渡良瀬川、隣接する邑楽郡明和町を隔てた南には利根川と、南北に大きな河川が流れ、城沼、多々
良沼、近藤沼や茂林寺沼といった多くの池沼が点在するなど、豊かな水資源と自然環境に恵まれ、多様な動植物の生
息地となっている館林。城沼と多々良沼で越冬した白鳥たちが北の大陸を目指し始め、桜の花とこいのぼりの競演で
春が幕を開けると、つつじ、花菖蒲、花ハスに彼岸花と、色鮮やかな花々が四季折々に館林を彩ります。浅草まで約
70キロメートルと県内で最も東京に近く、東北自動車道や東武鉄道により約１時間でアクセスできることから、都心
へ通勤するかたの通勤圏としてじゅうぶんな役割を果たし、日帰りでも楽しめる観光地としても多くのかたが訪れます。
　現在、館林市では日本遺産「里沼」認定を契機に、「沼辺」の「イノベーション」＝「ヌマベーション」をキーワードに、
郷土に誇りを持ち、地域の課題を共有できる、協働、共創、公民の連携によるまちづくりを進めています。
●人口：75,373人　＊2021(令和３)年１月１日現在
●面積：60.97ｋ㎡
●市制施行：1954(昭和29)年４月１日

＃70
―『祈り』『実り』『守り』の沼が
 磨き上げた館林の沼辺文化―
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【2】オリジナルバレエ「里沼物語」
～かつて人々が近づくことのなかった３つの大きな沼、「祈り」「実り」「守り」の沼。
　　そこへ人がやってくると精霊や水鳥たちが静かに目を覚まし、人々を豊かな世界へと導きます～
　本日の舞台では、「祈りの沼」を館林バレエ・ジャズダンス教室の川島依子先生が館林市出身の日本を代表するオカ
リナ奏者、宗次郎さんの曲で、「実りの沼」を館林バレエアカデミーの小林はつみ先生がグラズノフの「四季」の曲で、「守
りの沼」を館林N・S・B・Sの坂本直美先生が古典バレエの代名詞である「白鳥の湖」の音楽でそれぞれ演出いただき
ました。沼に導かれる男女に谷桃子バレエ団の蓮池ういと牧阿佐美バレエ団の清瀧千晴が出演します。
　里沼文化で育つバレリーナたちが力を合わせて表現する舞台を、どうぞお楽しみください。

総合演出

出演団体

清瀧　千晴さん
館林市出身バレエダンサーCHIHARU　KIYOTAKI

３歳より館林バレエスタジオにてバレエを始め、石井はるみに師事
AMスチューデンツ、橘バレエ学校にて三谷恭三、牧阿佐美、小嶋直也に師事
2003年 ボリショイバレエ学校へ留学
2004年 第37回埼玉全国舞踊コンクール成人の部第１位
2007年 第64回東京新聞主催全国舞踊コンクール・バレエ第１部第１位、
 文部科学大臣賞受賞
同年、牧阿佐美バレエ団に入団
2008年 文化庁新進芸術家海外研修員としてボリショイバレエ団で研修を積む。
2012年 スワン新人賞受賞
現在プリンシパルとして活躍

祈りの沼 実りの沼 守りの沼

川島依子バレエ・ジャズダンス教室

館林バレエ・ジャズダンス教室

小林はつみクラシックバレエアカデミー

館林バレエアカデミー

N.S.B.S 坂本直美バレエスタジオ

館林N・S・B・S

プロフィール
1983年12月館林市大谷町に教室開校。
バレエ、ジャズダンス、美容体操等を
幼児から一般まで幅広く指導を行う。
1993年館林市緑町に移転。現在は公
民館等で中高齢者に健康と体力向上に
ダンスを取り入れた活動も行う。毎年
館林市文化協会主催「春のつどい」館
林市洋舞踊連盟主管「バレエ・ダンス
フェスティバル」に出演。他、老人ホー
ムや施設等の納涼祭、クリスマス会等
にも参加。
 ❖バレエクラス指導　川島依子
 ❖ジャズクラス指導　小澤博美

プロフィール
1998年に館林市にて設立。これまで
に、東京バレエ団、谷桃子バレエ団、
井上バレエ団などプロダンサー、バレ
エ指導者を輩出している。2019年
FLAPバレエコンクールにて優秀指導
者賞を受賞。現在、館林市・邑楽町・
桐生市でも指導を行っている。
 ❖主宰　小林はつみ

蓮池うい(谷桃子バレエ団)
小林はつみクラシックバレエアカデ
ミー出身。２歳よりバレエを始める。
2009年・2010年 Boston Ballet 
Schoolへscholarshipで短期留学。
2014年第８回FLAP全国バレエコン
クール シニアの部第４位。2015年谷
桃子バレエ団入団。

プロフィール
2000年坂本直美バレエスタジオを館
林市に開設。2011年よりN.S.B.Sと
して館林市洋舞踊連盟加入。２年に一
度の自主発表会開催の他、館林市芸術
文化祭バレエダンスフェスティバルや
60周年記念日露文化事業等参加。主
に館林市にて舞台公演活動を行う。国
内外でのバレエコンクールで優秀な成
績を残す生徒や海外留学、プロダン
サー、指導者を育成する。３歳～大人
まで幅広い年齢とニーズに合わせたク
ラスを設け、バレエのレッスン指導に
取り組む。バレエ雑誌「クララ」にスタ
ジオ紹介掲載される。館林市市民講座
講師を務めた他、優秀指導者賞受賞経
験あり。
 ❖主宰及び講師　坂本直美
 ❖講師　鈴木礼奈

4



コーディネーター 熊倉　浩靖さん 館林市「日本遺産」推進協議会委員／高崎商科大学特任教授

HIROYASU　KUMAKURA　

【３】パネルディスカッション「両毛３市の歴史文化を軸としたローカル・ディスタンス連携」

❖日本遺産は2015(平成27)年に文化庁が創
設した制度で、地域の歴史的魅力や特色を
通じて、我が国の文化や伝統を語るストー
リーを、日本遺産として認定するものです。
認定最終年の2020(令和２)年までに日本
国内で104件が認定されています。
❖従来の文化財行政が、個々の歴史的遺産を
点として指定することで保存してきたのに
対して、この日本遺産は、点在する個々の
遺産をストーリーとしてつなぐことで、面
的活用・魅力発信することを目的としてい
ます。

❖北関東の東武伊勢崎線沿線である両毛地域には、日本遺
産認定地が３つあります(桐生市・足利市・館林市)。し
かし、館林市「日本遺産」推進協議会が2019(令和元)年
度に実施したマーケティング調査の結果では、３市とも
全国的な知名度はあるものの、日本遺産認定地であるこ
とはあまり知られていませんでした。(認知度：桐生市
7.7％、足利市15.5％、館林市10.2％)
❖また、鉄道や自動車で気軽にアクセスができる一方で来
訪者の滞在時間が短くなる傾向があり、地域経済への波
及効果を高める魅力的な商品造成(ツアー・体験プラグ
ラム等)が喫緊の課題となっています。
❖このパネルディスカッションでは「両毛３市の歴史文化
を軸としたローカル・ディスタンス連携」と題して、日本
遺産認定地である両毛３市〔桐生市・足利市・館林市〕の
連携による今後の事業展開を探ります。

日本遺産とは？
従来の文化財行政 日本遺産

日本遺産制度概念図(文化庁HPより)

転
換

1953年群馬県高崎市生まれ。京都大学理学部中退。群馬県立女子大学
教授を経て高崎商科大学特任教授。現在、群馬県文化審議会副会長、（公
財）大川美術館（桐生）・（公財）竹久夢二伊香保記念館（渋川）評議員等。

単著に『上野三碑(こうずけさんぴ)を読む　増補版』（雄山閣）『「日本」
誕生　東国から見る建国のかたち』（現代書館）『井上房一郎－人と功績』
（みやま文庫）、編著に『群馬県謎解き散歩』（KADOKAWA新人物文庫）、
共著に『共生と民際の歴史学－上田史学を継承する』（雄山閣）など。

両毛３市の観光入込客数〔2019(令和元)年度〕
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パネリスト 両毛３市長紹介

荒木　恵司さん
KEIJI　ARAKI

和泉　　聡さん
SATOSHI　IZUMI

須藤　和臣さん
KAZUOMI　SUTO

桐生市長

足利市長

館林市長

1958年桐生市生まれ。青山学院大学卒業。社団法人桐生青年会議
所副理事長、桐生市PTA連絡協議会副会長などを経て、2003年よ
り桐生市議会議員を3期務め、2011年議長に就任。2015年群馬県
議会議員に初当選し、県議会で日本遺産「かかあ天下－ぐんまの絹
物語－」関連質疑を意欲的に行う。2019年5月、桐生市長に就任。
2020年4月には日本遺産活用室を新設し、市内の日本遺産活用に力
を入れている。中学・高校・大学と野球部に所属し、市長就任まで
中学生の軟式野球クラブの監督をするほどの野球好き。

1963年足利市生まれ。早稲田大学卒業。朝日新聞に入社し、社会
部で事件担当、天声人語補佐などを経て、米ハーバード大学に社費
留学。その後、サンパウロ支局長、社会部筆頭次長、宇都宮総局長
を歴任し、2013年５月に足利市長に就任。日本遺産「近世日本の教
育遺産群―学ぶ心・礼節の本源―」の活動母体となる「教育遺産世界
遺産登録推進協議会」の副会長を務め、足利学校をはじめとする教
育遺産群の世界遺産登録を目指した活動の中核を担っている。毎朝
５km のランニングが日課。『論語』『孟子』などの中国古典を愛読し、
座右の銘は「至誠通天」。

1967年館林市生まれ。学習院大学卒業。地元国会議員の公設秘書、
農林水産大臣秘書官を経て、2007年群馬県議会議員に初当選し、
以後３期務める。この間、群馬県内の「上野三碑」の世界記憶遺産登
録推進に尽力する。2017年４月、館林市長に就任。館林市「日本遺
産」推進協議会会長。自宅は多々良沼の近くにあり、沼辺の「彫刻の
小径」や「夕陽の小径」が散歩コースとなっている。館林市にある沼
辺文化にいち早く気づき、日本遺産「里沼」認定を機に、市民協働・
共創による新しいまちづくりを推進している。
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編集：館林市「日本遺産」推進協議会事務局歴史文化部会(館林市教育委員会文化振興課日本遺産プロジェクト)
発行：館林市「日本遺産」推進協議会
〠 374-8501　群馬県館林市城町１番１号 ☎ 0276-47-5102館林市政策企画部企画課　
nihonisan@city.tatebayashi.gunma.jp SATO-NUMA.JP(日本遺産「里沼」公式WEBサイト)
　＠ta_satonuma2019(日本遺産「里沼」公式Twitter) ※本プログラム記載内容の無断転載等は禁じます

両毛３市連携共同宣言両毛３市連携共同宣言

本シンポジウムの内容は、館林市公式動画チャンネル[YouTube]にてご視聴いただけます。

　＠

令和２年度文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業)
令和２年度館林市日本遺産シンポジウム

「つなごう日本遺産　両毛３市の魅力発信」プログラム
令和３(2021)年２月21日

❖ 本シンポジウム「パネルディスカッション」後に、両毛３市長(荒木恵司桐生市長、和泉聡足利市長、
須藤和臣館林市長)により署名を行い、文化庁「日本遺産」を活かした連携事業を推進します。


