6

KIRYU KARAKURI PUPPET THEATER

桐生からくり人形芝居館

7

KIRYU HISTORY AND CALTUER MUSEUM

桐生歴史文化資料館

桐生市本町 2- 6 -32 桐生
市有鄰館内
営業時間 10: 00〜16: 00
毎月第一・第三土曜
※上記のみ営業

桐生のまちがミュージアムに !

8

com+position / usine

桐生市本町 2-8-26
営業時間 10: 00〜16: 00
定休日 月・火曜
（休祝日
は開館）

桐生市本町 2-3-1
営業時間 11: 00〜18: 00
定休日 水曜

まちに溢れる「神業」を巡る「周遊型ミュージアム」!

神業スタンプラリー
桐生
2022/6/25（土）〜11/6（日）
日本の伝統技能=「神業」を見て、触って、体感しよう!

ありす

10 個〜
15 個〜

もう一回
すごいぞ

!

!

10 四辻の齋嘉

11

天然染色研究所

抽選 ×2 回

YOTSUJI SAIKA

WORKSHOP KAZAHANA / BAKERY CAFE RENGA

ベーカリーカフェ レンガ
絹遊塾 工房 風花（かざはな）

桐生市本町 1-3-9
営業時間 10: 00〜16: 00
※体験は事前予約制
定休日 なし

桐生市東久方町 2-1-45
営業時間 10: 00〜16: 00
定休日 水曜・木曜
※レンタルスペース・
イベント等により変動

果実や植物などの天然染料を使って染める日本古来の技術「草 木
染め」を体験してみよう ! 草木でどう色を出すかを熟知する染色
一筋・田島勝博さんが草木染めのやり方を優しく教えてくれます !

築百年の機屋の邸宅。家の中には明治時代の蔵も ! 現在は喫
茶コーナーとレンタルスペースとして活用 ! 駐車場では、毎
月第一土曜に買場紗綾市が開かれ、神業ブースも出店します !

手織り・草木染め・座繰り・糸紡ぎ・真 綿の羊さん作りなど絹で
遊んでいただく工房です ! こんな物を織りたい ! こんな 色を染
めたい ! こんな物を作ってみたい ! そんな気持ちを応援します !

12 桐生天満宮

13 織物参考館

14 桐生織物記念館

TEXTILE MUSEUM YUKARI

紫

桐生市東久方町 1-1-55
営業時間 10: 00〜17: 00
定休日 火曜（年末年始）

KIRYU TEXTILE HALL

桐生市東 4 -2-24
営業時間 10: 00〜16: 00
定休日 月曜

桐生市天神町 1-2-1
営業時間 9: 00〜16: 00
定休日 なし

ハズレ
なし！

抽選 ×1 回

!

9

SOMEIRO LABORATORY

KIRYU TENMANGU SHURINE

神業娘

集めたスタンプの数によって抽選回数 UP!

チャンス

全国でも珍しい帽子専門の工房。昭和初期築のレトロな木造建築の染
め屋さんをリノベーションした店内で帽子の製造 & 販売を行っていま
す ! 帽子の木型に合わせて作る昔ながらの製法を間近でご覧ください !

ゆか

スタンプを集めて神業グッズをゲット!
5 個〜

京から桐生に嫁ぎ、織物の技術を伝えたとの伝説が残る白瀧姫。
こちらでは明治時代に制作された白瀧姫の生人形を展示。
さらに桐
生で製造された時代ごとのパチンコ台など桐生の歴史文化を紹介。

はるか

名誉館長

ヒロミ

大掛かりな舞台を設営して、その中に人形を配置して動かす
全国でも珍しい舞台仕掛けの「桐生からくり人形芝居」! そ
の復元・復活により動く姿を間近にご覧いただけます !

桐生市永楽町 6-6
営業時間 10: 00〜17: 00
定休日 8/13〜16、
12/29〜1/3

抽選 ×3 回

20 個 コンプリート賞 !

1万円分の神業福袋が当たるチャンス!
※抽選会場（ギャラリー禅林 受付時間 10:00〜17:00）

1

GALLERY ZENRIN

ギャラリー禅林

2

KIRYU HOKOZA

桐生 鉾座（ほこざ）

桐生市本町 4 -73 -3
営業時間 10: 00〜17: 00
定休日 期間中無休

桐生市本町 4-328
営業時間 10: 00〜15: 00
定休日 不定休

※記載されている店舗情報は予告なく
変更になる場合があります。
※営業時間外のご来訪はご遠慮ください。
ミュージアムのメイン会場。
番組で作ったヒロミの日本刀を展示。
2 代目庄平により昭和初期に建てられ、
2 階の書院造りの部屋な
ど2代目がぜいの限りを尽くした姿がそのまま維持されています。

3

KIRYU TOURIST INFORMATION CENTER

SHIRUKURU KIRYU

シルクル桐生

桐生市観光情報センター

4

安政元年（1854 年）に完成した本町四丁目屋台や、明治 8 年
（1875 年）に完成した四丁目鉾、鉾上の素盞鳴尊（スサノオノミ
コト）の生人形を展示。四丁目鉾は迫力満点で一見の価値あり!

5

ATELIER KIYOMI

アトリエきよみ

桐生市本町 5-354
営業時間 9: 00〜18: 00
定休日なし（12/29〜
1/3 休館）

桐生市本町 5 - 57 マルキ
ンビル
営業時間 13: 30〜17: 30
定休日月〜水曜
※その他不定休

桐生の観光拠点 ! 観光案内所や桐生製品のセレクトショップ
として桐生の魅力を発信中 ! 目の前の駐車場ではイベント開
催も ! 桐生に来たらここで最新情報をチェックしよう。

桐生から生まれた伝統工芸 “横振り刺繍” ! 糸と感性で縫い込
む刺繍は糸の絵画とも言われています。その一線で活躍して
いる大澤 紀代美の作品を展示 ! 先ず、体験いただきたい。

YANOEN

関東五大天神の一つで、徳川家康とも所縁の深い桐生の総鎮
守。日光東照 宮の修復を手掛けた名工・関口文治郎による社
殿の彫刻装飾は必見 ! 毎月第一土曜は骨董市で賑わいます。

動く・触れる・生きている をコンセプトに手織体験、藍染体験な
どが気軽に出来る織物資料館（一部要予約）時代ごとの織機な
どの貴重な品も多数展示。現役の織物工場も見学できます。

国の登録有形文化財に指定されたレトロな建物も必見 ! 2 階
の展示室では桐生織の歴史を貴重な資料やパネルで解説。
1 階では桐生織の小物、ネクタイ、ス カーフなどを激安で販売 !

15

16

17 鳳仙寺（大野八右衛門の墓）

OKAWA MUSEUM OF ART
公益財団法人

大川美術館

桐生市本町 2- 6-30
営業時間 9: 30〜18: 30
定休日 月曜

亨保 2年（1717 年）に桐生新町で雑貨の小売を始めた近江日野
の商家矢野商店 ! 大正 5年に建てられた店舗は江戸風商家の構
えとなっておりお米やお茶各種食料品を取り扱っております。

KENNEN KINENKAN

絹撚記念館

桐生市小曾根町 3- 69
営業時間 10: 00〜17: 00
定休日 月曜
※月曜が祝日・振替休
日の場合、翌火曜定休
※展示替え休館日 6/20
〜7/22、
9/12〜10/7

KIRYUZAN HOSENJI TEMPLE

桐生市巴町 2-1832-13
営業時間 9: 00〜17: 00
定休日 月曜
※祝日の場合開館

桐生市梅田町 1-58
営業時間 9: 00〜17: 00
定休日 なし

桐生市を一望する水道山の中腹に佇む大川美術館のコレクショ
ンは、松本竣介、野 田英夫など日本近現代の洋画、
またピカソ、
ルオーからベン・シャーンなどの西洋絵画まで7500点を数えます!

桐生市指定重要文化財となっている建物は大正6年に建設された日
本絹撚株式会社の事務所棟で、群馬県内最古と言われる洋風石造
建造物 !館内では、
縄文時代からの桐生の歴史がわかる資料を展示。

戦国武将・由良成繁が天正 2 年
（1573年）に創建 。本堂や仁王
を配した山門、市内最古の梵鐘などは市の重要文化財に指定
されています。” 桐生を 作った男 ” 大野八右衛門の墓碑も。

18 創作工房 桐生織塾

19 上州菓匠 青柳

20 重要文化財 彦部家住宅

WORKSHOP KIRYU ORIJUKU

矢野園

KIRYU MODERNIZATION HERITAGE

桐生市近代化遺産

桐生市梅田町 1- 479-1
営業時間 10: 00〜16: 00
定休日 日曜〜水曜

自然豊かな山里の古民家で、手織が大好きな人たちが今日も
ものづくりを楽しんでいます。大正昭和の道具で織った 帯・
着尺、ストールバッグ地などを販売。手織り体験もできます !

JOUSHU KASHO AOYAGI

ノコギリ屋根店
桐生市東 7-3- 62
営業時間 9: 00〜18: 00
定休日 元日

近代文化遺産に認定されたノコギリ屋根の工場跡地を大正 9
年創業の老舗菓子店・青柳がリノベーション。外カリカリ中しっ
とりの名物かりんとう饅頭や徳川埋蔵金サブレサンドをぜひ !

HIKOBE MANOR

桐生市広沢町 6-877
営業時間 10: 00〜16: 00
定休日 月〜金曜

天武天皇長子・高市親王を始祖とする 1350 年の「歴史の家」
。
建物 5 棟・屋 敷全体が国重要文化財に指定され 、特に屋敷内
建物・館址は「中世武家屋敷の面影」を今に伝えています !

