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将棋文化振興自治体

場所 関ケ原ふれあいセンター大ホール 
岐阜県不破郡関ケ原大字関ケ原894-29

定員 360名（先着制）

◆会場 関ケ原ふれあいセンター

◆対局 11：00～11：50
 （受付 10：30）
◆定員 30名【抽選制】
◆対象 小学生・中学生
 高校生

こども将棋
指導対局

参加予定棋士

同時開催イベント

9
日
日

10
日
月・祝

入場無料・事前申込制
※申込みについては裏面をご覧ください。

● 棋士による記念講演
● 自治体取組み発表
● 棋士によるトークショー
● 記念席上対局

◆時間 12：15～13：30
◆会場 関ケ原
 ふれあいセンター
 小ホール
◆定員 50名
◆スペシャルゲスト SKE48 鎌田菜月

一般社団法人
日本eスポーツ連合公認タイトル
「リアルタイムバトル将棋」

公開対局

イベントの詳細は
コチラ

日本将棋連盟・常務理事日本将棋連盟・常務理事日本将棋連盟・常務理事日本将棋連盟・常務理事日本将棋連盟・常務理事日本将棋連盟・常務理事日本将棋連盟・会長日本将棋連盟・会長

岩佐美帆子 女流2級岩佐美帆子 女流2級山口仁子梨 女流2級山口仁子梨 女流2級山口稀良莉 女流1級山口稀良莉 女流1級中澤沙耶 女流二段中澤沙耶 女流二段高田明浩 四段高田明浩 四段髙野秀行 六段髙野秀行 六段

◆対局 10：00～10：50
 （受付 9：30）
◆定員 40名【抽選制】
◆対象 どなたでも参加可能

多面指し
ぐるぐる将棋

あこがれの棋士と対局！

来場者には参加記念特典も！

10
日
月・祝

9
日
日

・

東西対決、舞台は岐阜関ケ原

● 関ケ原トーク
　松平健（9日）・山之内すず（10日）
● パンマルシェin関ケ原（9、10日）
● 東西人間将棋（10日）（会場：陣場野公園）ほか

佐藤康光 九段 井上慶太 九段 森下卓 九段 鈴木大介 九段 福崎文吾 九段 長沼洋 八段 糸谷哲郎 八段 中村太地 七段

詳細はコチラ

◆メイン会場：笹尾山グラウンド・駐車場

主 催 ／ （公社）日本将棋連盟・岐阜県  　共 催 ／ 関ケ原町  　後 援 ／ 参加自治体
お問い合わせ ／ 全国将棋サミット事務局（日本イベント企画内）0584-71-6134



将棋サミット2022プログラム

ACCESS
●  名神高速道路関ヶ原IC
 から車で5分
●  JR東海道本線関ヶ原駅下車
 ふれあいセンターまで徒歩7分
●  駐車場は　  の場所をご利用
 ください

関ケ原ふれあいセンター将棋サミットインフォメーション、
笹尾山グラウンドインフォメーションテント

12：30～ 受付・開場

13：00～

17：10～

第1部

第2部

◆開会（あいさつ）

◆閉会（あいさつ）

◆出席自治体紹介＆ＰＲタイム

◆出席自治体による取組発表

◆特別企画 記念席上対局
糸谷哲郎 八段 ＶＳ 高田明浩 四段

第3部 ◆棋士によるトークショー

◆髙野秀行六段による記念講演

出　　 演／福崎文吾 九段
 糸谷哲郎 八段
 中村太地 七段
特別ゲスト／白鳥士郎氏

解　説／中村太地 七段
聞き手／中澤沙耶 女流二段

9日    日 月・祝10日

10日 参加無料月・祝

「リアルタイムバトル将棋」
公開対局
将棋の基本ルールである先手後手という手番をなくした、極限
スピードの頭脳戦！
ぎふ清流文化プラザ会場とオンラインで対決！
●日本将棋連盟棋士対決　●プロe棋士対決　●吉本芸人対決 等

※観覧自由

WEBまたはハガキで申込みください。結果はハガキにて通知します。

ハガキにイベント名、住所（郵便番号も）、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、およびその他参加者氏名を記入の上、

下記の宛先まで郵送ください。（締切日必着）

全国将棋サミット2022事務局
〒503-0006　岐阜県大垣市加賀野4-1-19

日本イベント企画（株）

●将棋サミット2022（1申込み4名まで） 申込締切 9月30日（金）

●多面指しぐるぐる将棋（1申込み1名まで） 申込締切 9月23日（金・祝）

●こども将棋 指導対局（1申込み1名まで） 申込締切 9月23日（金・祝）

●はじめての将棋教室（1申込み1組まで） 申込締切 9月23日（金・祝）

先着制

抽選制

抽選制

抽選制

感染防止対策にご協力ください。
安心して参加いただくため、皆様のご協力をお願いします。

●  発熱や風邪症状のある方は、参加をお控え
　  ください。
●  マスク着用の厳守
●  手指消毒及び検温の実施
●  ソーシャルディスタンスの確保
●  出演者への声援、入り待ち、出待ちの禁止
●  「岐阜県感染警戒QRシステム」、「COCOA」
　  の利用

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により
イベント内容を変更したり、中止となる場合があります。

駐車場が不足しています。
たいへん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。

（「りゅうおうのおしごと！」原作者）

参
加
者
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集

事前申込みが必要となるプログラムは以下の通りです。

天下分け目の関ケ原古戦場を
めぐるラリー企画

スタート／ゴール

9:00 ～ 16:00

受付時間

ハガキの場合 WEBの場合

将棋初心者のお子様のための将棋教室。プロ棋士が基本的
なルールから解説します。

プロ棋士に学ぶ！
はじめての将棋教室

杉本昌隆 八段

場 所 ぎふ木遊館 木工室（岐阜市）

14：00～15：30時 間

小学生とその保護者6組（12名）
【抽選制】定 員

講 師 杉本昌隆 八段／中澤沙耶 女流二段

会 場 関ケ原ふれあいセンター 小ホール

※手話通訳、車椅子席希望の方は、その旨記載ください。
申込みは
コチラから

達成者全員にぎふ旅コイン500ptプレゼント！

古戦場をめぐる
スマホスタンプラリー

全問正解者には景品をプレゼント！

古戦場×詰将棋ラリー

白鳥士郎

会場 関ケ原ふれあいセンター

メイン会場 笹尾山グラウンド・笹尾山駐車場

陣場野公園陣場野公園

岐阜関ケ原
古戦場記念館
岐阜関ケ原
古戦場記念館

※写真はイメージです

駐車場への経路


