
 

 
                                                岐阜県政記者クラブ加盟社 各位 

令和４年８月２３日（火） 岐阜県発表資料 

所属 担当係 担当者 電話番号 

観光資源活用課 

関ケ原古戦場活用推進室 
活用推進係  横山・押谷 

内線 3073 

直通 058-272-8193 

FAX 058-278-2674 

岐阜関ケ原古戦場記念館 
企画課 

企画連携係 
小竹・若山 

直通 0584-47-6070 

F A X 0584-43-0420 

関ケ原町地域振興課  馬瀬口・富田 0584-43-1112 

 

 

「大関ケ原祭２０２２」～東西対決、舞台は岐阜関ケ原～ の開催について 
 

 県及び関ケ原町では、３年ぶりに、岐阜関ケ原古戦場記念館（以下、「記念館」という）がオープ

ン（令和２年１０月開館）以来初となる関ケ原古戦場の恒例イベントを下記のとおり開催します。 

 関ケ原ナイトや、県有施設で初めてとなる記念館でのプロジェクションマッピング、著名人による

トークイベントや東西人間将棋など、幅広い層に向け、関ケ原の魅力を詰め込んだ楽しみながら学べ

る「大関ケ原祭２０２２」を開催します。（詳細は、別添チラシをご参照ください） 

 

記 

 

 １ 関ケ原ナイト 

  ○関ケ原ナイト２０２２「関ケ原 夜想語」～高台院
こうだいいん

様
さま

日記
に っ き

異聞
い ぶ ん

～ 

  ［日 時］１０月８日（土）１８時３０分～１９時３０分（１７時３０分開場） 

  ［場 所］笹尾山駐車場特設ステージ 

  ［出演者］竹下
たけした

 景子
け い こ

氏（俳優）、関口
せきぐち

 まなと氏（俳優） 

城
じょう

 宏
ひろ

憲
のり

氏（声楽家）、角田
つ の だ

 和弘
かずひろ

氏（声楽家） 

［概 要］関ケ原の戦いを描く一夜限りの野外劇です。徳川家康、石田三成、高台院（豊臣秀吉

の正室。北政所・ねね）等が、それぞれの立場で挑んだ関ケ原への想いが交わります。

ステージの最後に花火が打ち上がります。 

  ［料 金］【全席有料】S席／2,000円（税込・お土産付き）、A席／1,000円（税込） 

         チケットピア及び記念館広域観光情報コーナーにて 8月 24日（水）から発売 

 

 ２ 岐阜関ケ原古戦場記念館「歴史絵巻プロジェクションマッピング」と「ナイトミュージアム」 

  ○歴史絵巻プロジェクションマッピング 

  ［日 時］１０月８日（土）１９時３０分～２０時３０分 

       １０月９日（日）・１０日（月・祝）１８時３０分～２０時３０分 

  ［場 所］記念館 前庭広場（不破郡関ケ原町関ケ原８９４－５５） 

  ［概 要］記念館の壁面を、関ケ原町が所蔵する「関ヶ原合戦図屏風」や、錦絵「太平記英勇伝」 

などをモチーフにした、関ケ原ならではのプロジェクションマッピングが華麗に彩り 

ます（約 6分間のコンテンツが、約 4分間の休憩をはさんで連続投影されます）。 

［料 金］観覧無料 

 

  ○岐阜関ケ原古戦場記念館ナイトミュージアム 

  ［日 時］１０月８日（土）・９日（日）・１０日（月・祝） 

  ［場 所］記念館（不破郡関ケ原町関ケ原８９４－５５） 

  ［概 要］夜の記念館をゆったりお楽しみいただくため、営業時間を特別に１７時から２０時 

３０分まで延長します。また、特集展示「関ケ原の戦いと史跡地 南宮山のその時そ 

の後そして今」の解説のほか、館内の見どころをご紹介するツアーを実施します。 

 



  ［料 金］要入館料・館内見どころ紹介ツアー無料（事前予約優先※） 

       ※ツアー参加希望者は、記念館公式ホームページにて、９月上旬に募集を開始します。 

  記念館公式サイト https://sekigahara.pref.gifu.lg.jp/ 

 

 ３ 武将イベント 

○関ケ原を学ぶ東西クイズ対決 

［日 時］１０月９日（日）１０時３０分～１２時００分 

  ［場 所］笹尾山駐車場特設ステージ 

  ［出演者］【西軍大将】猪俣
いのまた

大輝
ひろき

（元東大王）、【東軍大将】 林
はやし

輝
てる

幸
ゆき

（クイズプレーヤー） 

［概 要］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。 

［料 金］観覧無料 

［補 足］クイズ参加者（400名※） 

※クイズ参加希望者は、特設サイト(https://sekigahara2022.jp/)にて 8月 24日（水） 

から募集を開始。 

 

○関ケ原トーク  

＜将軍！徳川家康を語る＞ 

［日 時］１０月９日（日）１３時００分～１４時００分 

［場 所］笹尾山駐車場特設ステージ 

［出演者］松平
まつだいら

健
け ん

（俳優）、小和田
お わ だ

哲男
てつお

（岐阜関ケ原古戦場記念館館長）、 

竹下
たけした

景子
けいこ

（岐阜関ケ原古戦場記念館アンバサダー） 

［概 要］日本を代表する時代劇俳優、松平健さんが、記念館の小和田哲男館長とアンバサダー 

     の竹下景子さんとともに、徳川家康について語ります。 
   

＜ときめき！関ケ原講座＞ 

［日 時］１０月１０日（月・祝）１３時００分～１４時００分 

［場 所］笹尾山駐車場特設ステージ 

［出演者］山之内
やまのうち

すず（タレント・女優・ファッションモデル）、ゆかフェ（Tik Toker） 

小栗
おぐり

さくら（関ケ原観光大使・歴史タレント） 

［概 要］若者に人気のタレント山之内すずさんと、人気 Tik Toker ゆかフェが、関ケ原観光 

大使の小栗さくらさんと学ぶ、関ケ原入門講座です。   

［料 金］両日とも観覧無料（事前予約優先※） 

※特設サイト(https://sekigahara2022.jp/)にて、8月 24日（水）から観覧者の募集 

を開始します。  

 

 

  ○天下分け目の関ケ原 東西人間将棋 

［日 時］１０月１０日（月・祝）女流棋士対局１０時３０分～１２時００分 

                 棋士対局  １４時００分～１５時３０分 

  ［場 所］陣場野公園 

  ［出演者］女流棋士対局【西軍】室田
むろた

伊緒
い お

女流二段 【東軍】伊藤
いとう

沙恵
さ え

女流名人 

棋士対局  【西軍】糸谷
いとだに

哲郎
てつろう

八段   【東軍】中村
なかむら

太地
たいち

七段 

解 説 野
の

月
づき

浩
ひろ

貴
たか

八段、秒読み係 岩佐
いわさ

美帆子
み ほ こ

女流 2級   

［概 要］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。 

［料 金］観覧無料（事前予約優先※） 

※特設サイト(https://sekigahara2022.jp/)にて、8月 24日（水）から観覧者及び 

駒武者参加希望者（40名）の募集を開始します。 

 

https://sekigahara.pref.gifu.lg.jp/
http://battle-of-sekigahara.pref.gifu.lg.jp/
http://battle-of-sekigahara.pref.gifu.lg.jp/


 

○東西武将！墨絵ライブペイント 

［日 時］１０月１０日（月・祝）１５時００分～１６時００分 

  ［場 所］笹尾山駐車場特設ステージ 

  ［出演者］茂本
しげもと

ヒデキチ（墨絵アーティスト） 

［概 要］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」をテーマに戦国武将の姿をライブペイントで披露します。 

［料 金］観覧無料 

 

○東西武将隊 演武合戦 

［日 時］１０月９日（日）１４時３０分～１６時００分 

     １０月１０日（月・祝）１０時３０分～１２時００分 

  ［場 所］笹尾山駐車場特設ステージ 

  ［出演者］【東軍】名古屋おもてなし武将隊、PRINCESS SAMURAI of JAPANあいち戦国姫隊 

【西軍】熊本城おもてなし武将隊、安芸ひろしま武将隊 

［概 要］人気・実力とも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。 

［料 金］両日とも観覧無料 

 

○東西お国自慢＜交流ステージ、戦国観光物産展＞ 

［日 時］１０月９日（日）、１０日（月・祝）１０時００分～１６時００分 

  ［場 所］＜交流ステージ＞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 

       ＜戦国観光物産展＞笹尾山グラウンド 

  ［出演者］古戦場おもてなし武将隊 関ケ原組（関ケ原町）、京都・長岡京おもてなし武将隊つ 

つじ（長岡京市）、ミナモ（岐阜県）ほか多数 

［概 要］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。また、戦国観光物産展では、全国の

戦国・武将ゆかりの地より３０を超えるブースが出展します。 

［料 金］両日とも観覧無料 

 

○東西キッチンカー対決 

［日 時］１０月８日（土）１６時３０分～２０時００分 

１０月９日（日）、１０日（月・祝）１０時００分～１６時００分 

  ［場 所］笹尾山グラウンド 

  ［概 要］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 

［概要］１０月９日（日）、１０日（月・祝）１０時００分～１６時００分 

  ［場所］笹尾山グラウンド 

  ［概要］戦国時代に伝来し信長も好んだパン。東西の名店が多数参戦。名店による「関ケ原」を 

イメージした新作“関ケ原パン”も限定販売！ 

           

 ４ その他   

・新型コロナウイルス感染症の拡大により、内容を変更・中止※する場合があります。 

（※その場合、有料チケットの払い戻しを行います。） 

・イベントの詳細、最新情報等は特設サイト(https://sekigahara2022.jp/)をご確認ください。 

http://battle-of-sekigahara.pref.gifu.lg.jp/

