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「関ケ原 武将シリーズ第四弾～島津義弘～」の開催 

～ 同時開催：「鹿児島県との友好の証プロジェクト ケヤキ贈呈式」 

「花いけバトル関ケ原の合戦２０１７」 

「関ケ原合戦祭り２０１７」 ～ 

 

県と関ケ原町は、１０月１４日（土）～１５日（日）にかけて、関ケ原武将シリーズ第四弾と

して、西軍の武将「島津義弘」をテーマとしたイベントと「関ケ原合戦祭り２０１７」を開催し

ます。 

また、県と清流の国ぎふ花き戦略会議は、日本文化の伝統を受け継ぐ華道家が競演する「花い

けバトル関ケ原の合戦２０１７」を、県と鹿児島県との友好の証プロジェクト実行委員会は、  

薩摩藩主島津家の居城「鶴丸城御楼門」復元のための主要部材として利用される岐阜県産ケヤキ

の贈呈式を開催します。 

 

記 

１ オープニング 

〔日 時〕 １０月１４日（土）１０：００～１０：２５ 

〔場 所〕 陣場野公園（不破郡関ケ原町陣場野 徳川家康最後陣地）特設ステージ 

〔内 容〕 ○開会宣言（関ケ原町長） 

○主催者あいさつ（岐阜県知事） 

○戦国花いけ演武（岐阜県代表×鹿児島県代表） 

 

２ 鹿児島県との友好の証プロジェクト ケヤキ贈呈式 

〔日 時〕 １０月１４日（土）１０：２５～１０：４５ 

〔場 所〕 陣場野公園（不破郡関ケ原町陣場野 徳川家康最後陣地）特設ステージ 

〔内 容〕 ○岐阜県・鹿児島県友好の記録映像の上映 

○実行委員会会長あいさつ（岐阜県知事） 

○ケヤキの除幕 

○目録の贈呈 

○鹿児島県知事あいさつ 
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３ 「関ケ原武将シリーズ第四弾～島津義弘～」関連 

(1) 島津義弘歴史トーク（関ケ原町との連携） 

〔日 時〕 １０月１４日(土) １１：００～１２：００ 

〔場 所〕 関ケ原ふれあいセンター大ホール（関ケ原町大字関ケ原 894-29） 

〔内 容〕 映画「関ヶ原」で島津義弘役を演じた麿 赤兒（まろ あかじ）氏と、島津家別邸

跡の仙巌園（せんがんえん）学芸員岩川拓夫氏を招き、島津義弘の人物像や映画撮

影エピソード等を語ります。 

〔定 員〕 ４８０人（当日先着順） 

(2) 島津義弘ゆかりの史跡ウォーキング  ※雨天中止 

〔日 時〕 １０月１４日(土)・１５日(日) ８：１５～１３：００ 

〔場 所〕 関ケ原古戦場一帯（薩摩池、島津義弘陣跡、烏頭坂等） 

〔内 容〕 島津義弘ゆかりの史跡等を巡るガイドウォーキング 

〔定 員〕 ２００人／２日間（事前募集・先着順：２５人／組、８組） 

(3) 島津義弘ゆかりの地連携企画 

〔日 時〕 １０月１４日(土)・１５日(日) １０：００～１６：００ 

〔場 所〕 関ケ原町役場東側駐車場、関ケ原ふれあいセンター小ホール 

〔内 容〕 ①鹿児島県の観光ＰＲブースの出展 

②関ケ原戦跡踏破隊、宝暦治水、薩摩義士等関連ブースの出展 

③島津義弘関連資料の展示（関ケ原町との連携） 

④島津関連グッズの販売（関ケ原町との連携） 

 

 

４ 東西対決関連 

(1) 「天下分け目の関ケ原」東西人間将棋 

〔日 時〕 １０月１５日(日)  １０：００～１５：１５ 

〔場 所〕 笹尾山特設ステージ（関ケ原町関ケ原 1167-1） 

（雨天：関ケ原町民体育館 (関ケ原町大字関ケ原 2682-2)） 

〔内 容〕 ①人間将棋：将棋のプロ棋士が巨大な将棋盤で、戦国時代の兵士や腰元に扮した

人間駒を動かして対局 

東軍 佐藤天彦(さとう あまひこ) 名人（九段） 

西軍 山崎隆之(やまさき たかゆき) 八段 

②記念対局：人間将棋の開催を記念した対局 

③百面指し：プロ棋士７人と県民１００人が同時に対局 

佐藤名人、山崎八段 

野月浩貴(のづき ひろたか) 八段 

佐藤慎一(さとう しんいち) 五段 

藤森哲也(ふじもり てつや) 五段 

室谷由紀(むろや ゆき) 女流二段 

長谷川優貴(はせがわ ゆうき) 女流二段 



 

(2) 花いけバトル関ケ原の合戦２０１７ ※清流の国ぎふ花き戦略会議との共催 

〔日 時〕 １０月１４日（土) １１：１０～１２：５０ 

〔場 所〕 陣場野公園（不破郡関ケ原町陣場野 徳川家康最後陣跡）特設ステージ 

〔内 容〕 全国の華道家が東西に分かれ、即興で生け花の戦いを実施（チームで作る大作の

花みこし対決、先鋒・次鋒・中堅・副将・大将が競う団体バトル） 

※清流の国ぎふ花き戦略会議（会長 加藤孝義、平成２６年３月２６日設立） 

・構  成：岐阜大学、岐阜花き流通センター農業協同組合、岐阜県園芸特産振興会、全国

農業協同組合連合会岐阜県本部、岐阜生花市場協同組合、花キューピット岐阜

支部、岐阜園芸商組合、岐阜県花商組合、岐阜県グリーンサービス協同組合、（公

社）日本フラワーデザイナー協会岐阜県支部、（一社）日本ハンギングバスケッ

ト協会岐阜県支部、寄せ植え華道協会、（特非）岐阜県園芸福祉協会、岐阜県華

道連盟、岐阜県、岐阜県教育委員会、 

・主な事業：商品企画コンテスト、花のある暮らし展示会、花きの効果効用展示会、アジア

における市場動向調査、花文化と併せた県産花きＰＲ、小中学校への花育活動 

(3) 東西グルメ味の共演 

〔日 時〕 １０月１４日(土)・１５日(日) １０：００～１６：００ 

〔場 所〕 関ケ原町役場周辺（１４日） 

      笹尾山特設ステージ周辺（雨天：関ケ原町民体育館駐車場）（１５日） 

〔内 容〕  日本東西で異なる食の食べ比べ 

関ケ原土産など県内名産品・特産品の販売 

 

５ 世界三大古戦場との連携 

(1) ワーテルロー古戦場協定締結記念 企画展 

〔日 時〕 １０月１４日(土)～２２日(日) ９：００～１７：００ 

〔場 所〕 関ケ原町歴史民俗資料館（関ケ原町大字関ケ原 894-28） 

〔内 容〕 ワーテルロー古戦場との姉妹協定締結に基づく特別展（入館料が必要。） 

 

６ アニメとの連携 

(1) 「りゅうおうのおしごと！」トークショー 

〔日 時〕 １０月１５日(日)  １２：１５～１３：００ 

〔場 所〕 陣場野公園（不破郡関ケ原町陣場野 徳川家康最後陣跡）特設ステージ 

〔内 容〕 テレビアニメ化が決定している将棋ライトノベル「りゅうおうのおしごと！」の

作者である岐阜県出身の白鳥士郎（しらとり しろう）氏と、将棋棋士の野月浩貴八

段、テレビアニメへの出演が決定している声優の内田雄馬（うちだ ゆうま）氏、日

高里菜（ひだか りな）氏、小倉唯（おぐら ゆい）氏によるトークショー 

 

７ 関ケ原町との連携 

(1) 関ケ原合戦祭り２０１７ 

〔日 時〕 １０月１４日(土)・１５日(日)  

〔場 所〕 関ケ原町ふれあいセンター、関ケ原町役場周辺、笹尾山 

〔内 容〕 ①関ケ原合戦絵巻 2017（布陣パフォーマンス、全軍武者行列、合戦絵巻） 

      ②子ども歴史絵巻（子どもによる武者行列、剣舞、関ケ原合戦紹介） 

      ③鉄砲隊演武（※薩摩日置鉄砲隊も参加予定） 

      ④関ケ原戦国ライブ 

⑤戦国グッズマーケット 

      ⑥戦国楽市 

      ⑦その他  ・関ケ原音頭踊り     ・東西交流フリーマーケット 

・警察、消防コーナー   ・FC岐阜コーナー 



 

 

８ 他市町、県図書館との連携 

(1) 御嵩町との連携 

〔日 時〕 １０月１４日(土) ・１５日(日)  

〔場 所〕 講演会：願興寺（可児郡御嵩町御嵩１３７７−１） 

〔内 容〕 ①東軍 福島正則隊の武将「可児才蔵」をテーマにした講演会（１４日） 

②可児才蔵が生まれたとされる願興寺から関ケ原古戦場までの電車の旅（１５日） 

(2) 大垣市との連携 

〔日 時〕 １０月２１日(土)  

〔場 所〕 烏頭坂、琳光寺、瑠璃光寺、白拍子谷(しらべしだに) （以上、大垣市） 

島津義弘陣跡、薩摩池、徳川家康最後陣地、関ケ原町歴史民俗資料館（以上、関

ケ原町） 

〔内 容〕 歴史作家の桐野作人氏の解説を聞きながら、「島津の退き口」と島津豊久最後の戦

いを体感するウォーキング・バスツアー 

(3) 岐阜県図書館との連携 

〔日 時〕 １０月１４日(土) ・１５日(日)  

〔場 所〕 ①関ケ原ふれあいセンター（以上、関ケ原町） 

②大垣城、大垣市郷土館、圓通寺(えんつうじ)、大垣宿本陣跡（以上、大垣市） 

〔内 容〕 ①県内の小学生高学年を対象とした「関ケ原合戦・子ども学会」で調査・研究し

た成果の展示発表 

②県図書館所蔵の古地図を利用し、「関ケ原合戦～勝敗を左右した大垣城の戦い」

をテーマとしたウォーキング（１５日のみ） 

 


