
場
所

主 

催  

岐
阜
県
・
関
ケ
原
町

歴史絵巻
プロジェクション
マッピング

8~10日

東西
人間将棋10日

期
間10月8日土 9日 日 10日月・祝

令和4年 岐阜県不破郡関ケ原町
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詳しくは中面・裏面をご覧あれ！

シャトルバス東首塚シャトルバス東首塚シャトルバス東首塚シャトルバス東首塚

大関ケ原祭2022事務局（日本イベント企画㈱内）
TEL 0584-71-6132
（平日10：00～17：00 ／ イベント当日8：00～21：00）

お問い合わせ先
特設サイト  https://sekigahara2022.jp

参加申込み、イベントの詳細は
公式ホームページをご覧あれ!

桃配山

臨時駐車場
桃配運動公園
9・10日のみ

P

シャトルバス
桃配運動公園駅前観光交流館駅前観光交流館

関ヶ原駅前

関ケ原西町

至 関ヶ原IC（車で5分）

21

365

東首塚東首塚

P

P第3駐車場第3駐車場
8日・9日のみ

JR関ヶ原駅

第1駐車場第1駐車場 P 第2駐車場第2駐車場

ふれあいセンターふれあいセンター

関ケ原町役場関ケ原町役場陣場野公園

笹尾山グラウンド

笹尾山駐車場特設ステージ

岐阜関ケ原古戦場記念館

丸山

陣場野

小池北

21

決戦地決戦地

笹尾山交流館笹尾山交流館

笹尾山

シャトルバス／次の2系統運行します。

交通規制区間
8日／8:00～21:30   9日・10日／8:00～16:30

一般駐車場  8～10日

JR東海道本線関ヶ原駅下車
陣場野会場まで徒歩10分
笹尾山会場まで徒歩20分

桃配運動公園～笹尾山グラウンド桃配運動公園～笹尾山グラウンド桃配運動公園～笹尾山グラウンド桃配運動公園～笹尾山グラウンド

ACCESS

東首塚～記念館～笹尾山グラウンド東首塚～記念館～笹尾山グラウンド東首塚～記念館～笹尾山グラウンド東首塚～記念館～笹尾山グラウンド
8日／15:30～21:00　9日・10日／9:00～17:00
※8日の19:00以降は記念館には止まりません。

9日・10日／9:00～17:00　

10月9日日 10日月・祝

将棋文化
振興自治体
日 時 ／ 10月9日（日） 13:00～18:00
会 場 ／ 関ケ原ふれあいセンター 大ホール
主 催 ／ 公益社団法人日本将棋連盟・岐阜県

詳細は
こちら

感染防止対策にご協力ください。

シャトルバス
笹尾山グラウンド

シャトルバス記念館

野外朗読音楽絵巻8日
関ケ原ナイト2022岐阜関ケ原古戦場記念館別館

※8日も16:30 - 20:00で営業します。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、イベ
ント内容を変更したり、中止する場合がございます。

雨天決行
関ケ原ナイト・プロジェクションマッピング

については小雨決行、雨天中止

城宏憲竹下景子

2つのラリーゲームに参加して
商品や“　　　　　　”をゲット!

P

混雑が予想されますので、公共交通
機関をご利用ください。

事前申込制

戦国時代に伝来して信長も好んだパ
ン。東西の名店が多数参戦。「関ケ
原」をイメージした新作パンも発売。

腹が減っては戦ができぬ。バラエ
ティ豊かな東西のB級グルメがそろ
い踏み!

パンマルシェin 関ケ原東西キッチンカー対決
【時間】 10:00 - 16:00【時間】 10:00 - 16:00
笹尾山グラウンド

関ケ原体験コーナー
【時間】 10:00 - 16:00

笹尾山グラウンド

笹尾山グラウンド 無料■  ミナレク東西レク合戦
笹尾山交流館 有料■  刀づくり（主催：関ケ原観光協会）

区間：岐阜関ケ原古戦場記念館～笹尾山グラウンド 有料■  戦国人力車

イベント期間中、別館ショップ
とカフェ（軽食）は、20:30まで
延長営業（カフェL.O.20:00）
関連商品＆特別メニューを
ご用意！

9日 関ケ原
トーク

10日 関ケ原トーク

松平健

小和田哲男

山之内すず



求む！
クイズプレイヤー
定員400名

【時間】 （女流棋士対局）10:30 - 12:00  （棋士対局）14:00 - 15:30
陣場野公園 事前予約優先

笹尾山グラウンドステージ 岐阜関ケ原古戦場記念館 前庭広場

茂本ヒデキチ

日本を代表する時代劇俳優、松平健氏が、
岐阜関ケ原古戦場記念館の小和田哲男館長と
竹下景子アンバサダーとともに、徳川家康を
はじめとする武将たちについて語ります。

大将を務める東西一流のクイズタレントとともに、一般参
加者400人が東軍・西軍に分かれてクイズに挑戦。

笹尾山駐車場特設ステージ

巨大な将棋盤を舞台に、当代一流の棋士・
女流棋士が東西の大将となり、全国から参
集した駒武者を率いて戦う、盤上の「関ケ原
合戦」です。

笹尾山駐車場特設ステージ

笹尾山駐車場特設ステージ

笹尾山グラウンド

10月9日日 10日月・祝

10月8日土9日日10日月・祝10月8日土

10月9日日

10月10日 月・祝

※参加希望の方は、
　公式ホームページを
　ご覧ください。

※参加希望の方は、
　公式ホームページを
　ご覧ください。

その他、「PRINCESS SAMURAI of JAPAN あいち戦国姫隊」
「安芸ひろしま武将隊」も出演!

● 出演 （両日）古戦場おもてなし武将隊 関ケ原組　京都・長岡京おもてなし武将隊つつじ　ほか
 （ 9日）奥州・仙台おもてなし集団 伊達武将隊　岐阜城盛り上げ隊　ほか
 （10日）浜松徳川武将隊　グレート家康公「葵」武将隊　ほか

伊藤沙恵 女流名人

©2009 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat©2009 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat

名古屋おもてなし武将隊®
©熊本城おもてなし武将隊©熊本城おもてなし武将隊

熊本城おもてなし武将隊

やまがた愛の武将隊（10日）

求む！
駒武者
定員40名

※雨天時：関ケ原ふれあいセンター

竹下景子

林輝幸
（クイズプレイヤー）

小栗さくら

野外朗読音楽絵巻
「関ケ原 夜想語」～高台院様日記異聞～

有料・要チケット購入

歴史絵巻
プロジェクションマッピング

岐阜関ケ原古戦場記念館 前庭広場

夜の関ケ原古戦場を舞台に、竹下景子さんの
朗読のもと、オペラ詠唱などとともに関ケ原
の戦いを描く、一夜限りのページェントです。

関ケ原の戦いを絢爛たる映像で描きだします。

関口まなと
（俳優）

角田和弘
（声楽家）

竹下景子
（俳優）

城宏憲
（声楽家）

【東軍大将】

室田伊緒 女流二段

【西軍大将】

VS

中村太地 七段
（第65期 王座）

【東軍大将】

糸谷哲郎 八段
（第27期 竜王）

【西軍大将】

VS

※完成作品は記念館等で展示します。

■  交流ステージ

■  戦国観光物産展

出演武将隊・出演時間は
ホームページをチェック!

岐阜関ケ原
古戦場記念館
ホームページ

全国の人気武将隊やご当地キャラクターが参戦し、ステージでパフォーマンスを披露するほか、各地のお国自慢合戦を繰り広げます。

全国の戦国・武将ゆかりの地などが大集合。30を越えるブースが出展します。

関ケ原ナイト2022

撮影 篠山紀信撮影 篠山紀信

東西武将 ! 墨絵ライブペイント

関ケ原トーク
「ときめき！関ケ原講座」

天下分け目の関ケ原 東西人間将棋

東西武将隊 演武合戦

人気・実力ともに最高峰の武将隊が関ケ原に参集し、演武合戦を繰り広げる
戦国エンターテインメントです。

圧倒的な迫力と躍動感あふれる筆致で世界を魅了する墨絵アーティスト 茂本ヒデキチ氏が、
「関ケ原の戦い」をテーマにライブペイントを披露します。

笹尾山駐車場特設ステージ

タレントの山之内すずさんが、歴史タレントで関ケ原観光大使の小栗
さくらさん、人気TikTokerのゆかフェさんと学ぶ、関ケ原入門講座です。
心ときめくスポットや武将エピソードを紹介します。

【時間】 13:00 - 14:00

関ケ原トーク「将軍！徳川家康を語る」
笹尾山駐車場特設ステージ

事前予約優先※

観覧者事前募集! ※当日参加も可能ですが、
満席の場合もありますので予めご了承ください。

【時間】 13:00 - 14:00

関ケ原を学ぶ 
東西クイズ対決

【時間】 10:30 - 12:00

笹尾山駐車場特設ステージ

【時間】 18:30 - 19:30
【時間】 （8日） 19:30 - 20:30
 （9日・10日） 18:30 - 20:30

【時間】 期間中は、20:30まで開館
 （入館は20:00まで）

【時間】 15:00 - 16:00

山之内すず

【時間】（9日） 14:30 - 16:00 （10日）10:30 - 12:00

東西お国自慢
【時間】10:00 - 16:00

※解説者は野月浩貴 八段、
　秒読みは岩佐美帆子 女流2級が務めます。

※聞き手は歴史タレントの小栗さくらが務めます。 松平健 小和田哲男

※参加希望の方は、
　公式ホームページを
　ご覧ください。

 クイズ参加・
観覧予約は
こちらから

【東軍大将】

猪俣大輝
（元東大王）

【西軍大将】

チ
ケ
ッ
ト
販
売

岐阜関ケ原古戦場記念館広域観光情報コーナー（受付時間 9：30～17：00）  
岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原894-55　TEL 0584-41-0915

Pコード
514268※詳細、チケット購入方法、各種お問い合わせは公式ホームページ

　をご覧ください。

チケットぴあ  https://t.pia.jp/　予約  TEL 0570-02-9111

［ 料金 ］　S席／2,000円（税込／土産付き）　A席／1,000円 （税込）

※岐阜関ケ原古戦場記念館は入館料が必要です。

岐阜関ケ原古戦場記念館
ナイトミュージアム

夜の記念館だからこそ楽しめる、
館内見どころツアーを実施！

  駒武者参加・
観覧予約は
こちらから

事前予約優先


