旧町名への旅

天川町
天川
町・新町・高田町
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松

並
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おじいちゃん

今日は天川町︑新町︑高田町に行ってみ

両岸の集落を呼んだんだよ︒新町は天川

利根川を﹁天の川﹂になぞらえて︑その

村の中に城下町を造るときに新しい町割

ク なんて読むの？

合せて高田町と名づけられたんだよ︒

さってでき︑高台と矢田町の一文字を組

字高台と字矢田町︑新町の一部が合わ

ボ

ボ

町という町名だったんだよ︒高田町は旧
町名のなかでは新しい地名で︑昭和７年

おじいちゃん

天川町に八坂神社があり︑境内に昭和

年﹁天川地名愛惜之碑﹂が建てられ︑
﹁こ

の地は︑もと天川と称し前橋発祥の地と

の？

７世紀前半に築かれた天川二子山古墳が

である﹂と碑面にあるよ︒碑面のとおり

して︑千数百年をこえる古墳時代より古

天川の名前はかつてこの地を流れていた

ク とっても昔からの歴史ある町名だったん

にできたんだよ︒

ク 当時の様子や神社仏閣を見てみたいよ︒

小学校近辺から両毛線の沿線を挟んだ界
なり︑明治９年から昭和 年にかけて新

から天川町となったんだよ︒新町は江戸

橋赤十字病院周辺の界隈︑高田町は天川

東側が広瀬川までの界隈だね︒新町は前

天川町は西側が生涯学習センター近辺︑

ク このまちはどこになるのかなぁ︒

で︑後に３つに分かれたんだよ︒江戸期

おじいちゃん

この辺りは戦国時代から天川という地名

ク いつからそういう町名になったの？

と呼ぶんだよ︒

をした際にでき︑高田町は天川町のうち

ボ

おじいちゃん ﹁あまがわまち・しんまち・たかだまち﹂

よう︒

千日堂前に残る道標
かつてはここが丁字路であった

隈だね︒
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期に前橋城下の町人町として天川新町と
ボ

から明治 年までは天川村と呼ばれ︑明
治 年からは前橋町︑明治 年からは前
橋市の天川という大字名となり明治 年
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代文化の一中心をなした由緒深いところ

おじいちゃん

ボ

22

だね︒どうしてそういう町名になった
おじいちゃん

46

22

前橋赤十字病院

川

天川二子山古墳（国指定史跡）
この近辺には 150 基以上の古墳があった

44

昭和 46 年、八坂神社に建立された「天川地名愛惜之碑」
天川町の八坂神社

道力居士﹂という墓石があり︑前橋城主

撲取りである佐渡ヶ獄沢右衛門︑
﹁強山

天王寺というお寺の向側に江戸時代の相

て細長く２本の溝の跡がわかるよ︒また︑

古地図では高田町から古墳に辺りにかけ

あって︑古墳の北西に女溝の遺構があり︑

なったんだよ︒

後の区画整理によって現在の広い道と

も呼ばれたこの道は戦前の耕地整理と戦

て大事な道標だったんだね︒新町通りと

の往復に使われるなど往来する人にとっ

へ通じていたんだよ︒前橋城主の江戸へ

城市・福井市・前橋市︶の一つである孝

んだね︒お寺といえば日本三孝顕寺︵結

は喜んで屋敷を与え︑これが佐渡屋敷な

財をなし︑明治 年生糸改良のためこの

平氏がいたよ︒生糸商として横浜貿易で

このまちで忘れてならない人で江原芳

50

顕寺があって境内には蚕霊供養塔がある

で初めての新町信用組合をつくったんだ

まちに製糸会社天原社を創設︑また前橋

松並木まで三百近くの軽輩士族が並んで

いただけあって︑僅かな商店と農家の他

はほとんど住宅居住者﹂と記されている

よ︒昔の人たちは︑この辺りを高台と呼

んでいたんだよ︒このまちにも五つの古

墳が記録されているよ︒天川二子山古墳

より小型の不二山古墳︑円墳３基などが

あるよ︒古代には立派な豪族がこの付近

にいて︑高い文化を誇っていたようだね︒

そうだね︒では︑次回は中川町・片貝町・

存していきたいね︒

はすごいことだし︑これからも大切に保

物語る古墳や石碑が今でも残っているの

重要な地域だったんだね︒多くの歴史を

ク この３町は古代や江戸期の前橋にとって

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん ﹁前橋新風土記﹂には︑
﹁矢田から天川の

よ︒

ク 最後に当時の高田町の様子を見てみたい

赤十字病院があるね︒

よ︒それから︑大正２年に開院した前橋

ね︒
ク 次に当時の新町の様子を見てみたいよ︒
新町に﹁百番供養塔﹂があるよ︒国道
号線の朝日町東交差点を南下したところ
にある小さな十字路に千日堂があり︑
﹁右
江戸 左日光﹂と記されているよ︒昔こ
こが丁字路で天川町の本通りだったん
だ︒南に向かう道はかつて江戸道と呼ば
れ︑もう一本の東に向かう道は野中方面

孝顕寺境内にある「蚕霊供養塔」

ボ
おじいちゃん

ボ

12

天川原町に行ってみよう︒
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

旧町名への旅

中川町
中川
町・片貝
片貝町
町・天川原町

Nakagawa-machi & Katakai-machi & Amagawahara-machi

馬

場

片貝町

22

26

22

前橋赤十字病院
前橋税務署

中川町
松竹院

毛線

けやきウォーク前橋

第五中
天川小

前橋城の高浜曲輪から移された松竹院

R50

JR 両

前橋駅

生涯学習センター
前橋清陵高
前橋商高

県立聾学校
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おじいちゃん 今日は中川町︑片貝町︑天川原町に行って
みよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁なかがわまち・かたかいまち・あまがわは
らまち﹂と呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつからそういう町名になったの？
おじいちゃん 中川町と片貝町は江戸期から昭和 年まで
の町名で︑江戸期は前橋城下町人町の１町
で︑明治 年に前橋町︑明治 年に前橋市
の町名となった︒天川原町は近世では江戸
期から明治 年にかけて天川原村︑近代で
は明治 年から昭和 年まで天川原という
大字名︑特に明治 年に前橋町の大字名︑
明 治 年 に 前 橋 市 の 大 字 名 と な り︑ 続 い
て昭和 年年から現在にかけて天川原町と
なっている︒
ボ
ク 各まちとも歴史のある町名だったんだね︒
どうしてそういう町名になったの？
おじいちゃん 中川町はまちを横断する江戸道沿いのまち
で︑通路の中央に水路があったからそう呼
ばれたようだよ︒片貝町はまちの北側の馬

22

22
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中川小

川

永寿寺

天川原町

アピタ

場川沿いが低くなっている地形に由来し︑
これを片方だけ峽︵はざま︶を成している
ところからそう呼ばれたようだよ︒天川原
町は旧利根川を天の川になぞらえて天川村
と呼ぶようになったことから︑この付近の
原っぱが天川原と呼ばれたのではないかと
いうよ︒
ボ
ク 中川町や天川原町は名残がなくなってしまっ
たが︑片貝町は自然地形の名残があるので︑
よくわかるよ︒ところでこのまちはどこに
なるのかなぁ︒
おじいちゃん 中川町は先日訪れた百軒町や新町の西側︑
国道 号線を挟んで高田町の北側界隈だね︒
片貝町はそのまた西側で︑国道 号線を挟
んで以前訪れた芳町と田中町の間の界隈だ
ね︒天川原町は前橋けやきウォークや県立
清陵高校︑生涯学習センターのある広い区
域だね︒
ボ
ク 当時の中川町の様子や神社仏閣を見てみた
いよ︒
おじいちゃん ﹁中川小学校百年のあゆみ﹂に﹁当時の中川
町は道の中央に小川が流れ︑杉の木が並木
をなし︑人は川の両側を歩き︑物資運搬の
馬が水を飲み︑馬丁が顔や手を洗うという
のど情景がみられた︒こののどかな風景も
馬車が運行するようになってから川を片側
に移し︑川に併行して道がつくられたと伝
えられる﹂とあるよ︒その中川小学校は明
治７年に寺子屋を仮校舎として創立し︑そ
の後︑教育制度がわが国に導入さ時期でも
あったため︑校名の変更︑合併︑学校の移
転があったようだよ︒それから稲荷社があ
るよ︒１８５４年秋の頃︑ある老人がこの
地に来て︑
﹁当郷に鎮守無し︑これを基にし
て稲荷の祠を建てて鎮守とすべし﹂と︑お
金を置いていった︒その包紙に文治の記名
があったので︑通称文治稲荷といっている
よ︒

ボ
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ク 次に当時の片貝町の様子や神社仏閣を見て
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みたいよ︒
おじいちゃん 現在の国道 号線は昔︑伊勢崎街道と呼ば
れていて︑まちの真中を通り︑賑やかであっ
たというよ︒この道は前橋城への東入口と
して重要な役目をもった道で︑たいへん︑
くねくねと曲がった道だったようだよ︒そ
れというのも城下町の道の名残で︑城まで
見通せないように曲がりくねっていたんだ
ね︒戦後︑区画整理をする際は大変だった
ようだよ︒城といえば︑幕末に前橋城が再
築されたが︑この時︑本殿を造った大工の
棟梁の倉吉はこのまちの人と言われている
よ︒また中川小学校は先日訪れた中川町に
寺子屋として仮校舎があったが︑最初に建
てられた本校舎は片貝町 番地にあったよ
うだよ︒さらにこのまちに朝日薬師︑別名
芋ッ葉薬師があるよ︒天保の頃︑在の人が
赤城に柴刈りに行くとき︑馬に乗ってここ
を通ると朝日に照らされてピカッと光るこ
とから朝日薬師と言われるようになったり︑
４月と９月の８日が例祭で︑その日は決まっ
て雨が降ったもので︑参詣者は近所の畑に
ある芋ッ葉を傘がわりにして帰ったことか
ら芋ッ葉薬師と言われるようになったとい
うよ︒このまちの出身に市村良平という人
がいて文久年間に生糸商を開業し︑前橋で
も屈指の商人となり︑明治 年には市村社
という製糸工場を創立したというよ︒
ボ
ク 最後に当時の天川原町の様子を見てみたい
よ︒
おじいちゃん 文政４年の﹁上野国群馬郡天川原分間絵図﹂
には︑
﹁天川原村内︑片貝町・十八郷町・榎
町・萱屋町・紺屋町・鍛冶町・白銀町・本町﹂
とあり︑他の古文書にも︑この８ヵ町が天
川原村のうちに記されているんだよ︒この
ことから﹁前橋市史﹂は前橋の城下町を形
成する際︑天川原が何らかのかかわりをもっ
ていたと指摘している︒また︑現在本町に
ある八幡様は︑古くはこの村内に祠られて

いたと伝えられ︑移転後は八幡様の大鳥居
の注連縄は︑天川原から寄進される習わし
があるよ︒現在は八幡神社があり︑御祭神
が鬼子母神であることから安産子育ての守
り神として︑また︑産土神として信仰を集
めているよ︒他に松竹院があり︑高浜山松
竹院梅林寺と号し︑山号からもわかるとお
り前橋城の高浜曲輪にあったものを︑この
まちに移されたんだよ︒田中町に接してい
る永寿寺は松平大和守が姫路在城の時︑僧
日教を開祖とした日蓮宗の寺で︑慶応３年
川越からこのまちに移されたんだよ︒墓地
には五代目嵐寛十郎の墓があるよ︒このま
ちの中には前橋けやきウォークがあるが︑
以前は中島飛行機前橋工場が誘致され︑終
戦後連合軍に接収されキャンプとなり︑昭
和 年ダイハツ前橋製作所が誘致されたん
だよ︒
ボ
ク 今は変わってしまったけど︑昔はのどかな
風景があったり︑江戸期の前橋にとって重
要な地域だったんだね︒そして歴史のある
神社仏閣がひっそりと残されていて︑うれ
しく思うよ︒それにしても今まで旅してき
たまちの一部が何らかのかかわりをもって
いたことを考えると大切な地域なんだと思
うよ︒
おじいちゃん そうだね︒それでは今回で旧町名の旅は終
わりになったよ︒
ボ
ク 寂しい思いだけど︑おじいちゃん︑長い間
ありがとう︒今までボクたちの住むまえば
しのまちを訪れ︑町名の由来や歴史が理解
できたし︑楽しかったよ︒そして︑忘れつ
つある昔の町名を次世代に受け継いでいく
よ︒また機会があったら︑他のまちを旅し
てくれる？

35

ク 楽しみにしているよ︒

機会があったら旅をしよう︒

おじいちゃん 長い間付き合ってくれてありがとう︒また

ボ
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

朝日薬師。周囲の芋は見られなくなったものの
当時の面影を残す風情はそのまま
昭和４年当時の中川小学校正門
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