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▲昭和43年当時の市街地

▲昭和45年 第3回
廉売市会場が吉田観音から
西日吉町へ
この年は２日目の午後から雨に
見舞われたにもかかわらず大盛況

▲昭和48年 第6回
日本刀鍛練実演（春日神社）

▲昭和43年　第1回刃物まつり
瀬戸市の"セトモノ祭”、一宮市の“七夕祭り"、岐阜市の”信長
祭り”のように全国に向けて関市をPRし、発展させようと開催
された。
刀祖慰霊祭、日本刀鍛錬実演、刃物大廉売市、刃物展示会、
刀剣展などが催された

▲昭和43年 第1回
廉売市会場の文化会館
(現在の旭ヶ丘小学校)

昭和44年 第2回
廉売市会場の吉田観音▼

▲昭和48年 第6回
本町通歩行者天国

▲昭和47年 第5回　廉売市会場
昭和46年 第4回から吉田観音参道に戻る

 第1回 第2回 第10回 第15回 第21回 第23回 第24回 第29回

昭和

45年

刃物まつり
～50年の移ろい～
　１０月７・８日、刃物まつりがいよいよ開催されます。
昭和43年に産声を上げ、半世紀もの長きにわたり続いてきた刃物まつり
が、今回で記念すべき第50回目を迎えます。
　この50年、時代に合わせて 刃物まつり も大きく変化し、関市が世界
に誇るイベントへと成長しました。
関市民が一体となって育ててきた 刃物まつり の移ろいを確認し、この
先の未来へ繋げていきましょう。

昭和

50年

昭和

43年

昭 和
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▲昭和62年 第20回
第20回を記念してタイムカプセルが埋設された。
タイムカプセルには、廉売市に出展した55店舗から当時の目玉
商品を出してもらい、式典のあいさつテープなどとともに埋設。
30年経過した今年の9月に掘り起こされた

昭和55年　第13回刃物まつり▼
この年は市制30周年

▲昭和50年 第8回
廉売市、音楽隊などが片倉町へ。
廉売市が片倉町で開催されたのはこの
年のみ

▲昭和61年 第19回
本町通りにて

▲昭和58年
第16回刃物まつり本町

▲昭和61年 第19回
千年町通

▲昭和55年 第13回
廉 売市会 場の本 町通
り この年、廉売市のテ
ントを新調し統一デザ
インでイメージチェン
ジを図る。会場も本町
７丁目まで延長

 第29回 第30回 第31回 第32回 第33回 第34回 第35回 第38回 第38回

※廉売市が本町通りで開催されるのは昭
和52年の第10回から。
また、刃物まつりに合わせて開催されて
きた元重慰霊祭が、11月8日のふいご祭
りに行われることとなる

※昭和62年 第20回の記念の年には、
廉売市の初日の終了時刻を1時間延長
して19時まで開催された

※昭和62年 ガーバーサ
カイ㈱ が 建 設を進めて
きた、国内初といわれる
「ナイフ博物館」が完成

※昭和59年 第17回 関市産業振興センターが日本刀鍛錬塾の
あったゆかりの地に竣工。これまで刃物会館で開かれてきた刀
剣展は産業振興センターに移される

刃物まつり ～ 50年の移ろい～

昭和

55年

昭和

60年
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▲平成8年 第29回 廉売市会場の本町通り

▲平成10年 第31回 

▲平成12年 第33回
鉛筆けずりの様子

▲平成13年 第34回 

▲平成14年 第35回 

・南春日の産業振興センターで刃物以外の企業製品を集めた産業展が新たに開催

・スタンプラリーを実施し、ポケットナイフや包丁などが当たるスピードくじを導入
・刃物会館では、刃物技術デザイン展に加え、新製品の卸売コーナーなどが取り
   入れられた

・｢刃物競り市｣や｢日本刀鍛錬体験コーナー｣が登場　　　　　　　  

平成2年 第23回 

平成3年 第24回 

平成4年 第25回 

平成5年 第26回 ・“伝統と進歩の融合”をテーマに｢刃物シンポジウム関93｣と｢関アウトドアズ・ナイフショー93｣
　が新たに開催される　　　　　  

平成9年 第30回 ・刃物まつり30回を記念して｢刃物シンポジウム関97｣を文化会館で開催。メインテーマは“21世紀に
　向けた刃物文化の創造”
・日ノ出町の保健センター前で食べ物横丁が開設

平成10年 第31回 ・刃物の便利さや安全な使用方法をPRする鉛筆けずり体験が開始

平成11年 第32回 ・岐阜県で開催される、第14回国民文化祭 ぎふ99の｢刃物産業文化　
　フェア｣の中心行事として刃物まつりが開催される

平成8年 第29回 ・この年、１１月８日が｢刃物の日｣として登録される　　　　　　  

・この年、｢フェザーミュージアム・カミソリ文化伝承館｣が完成平成12年 第33回 

・記念の10回目を迎えた関アウトドアズ・ナイフショー2002
　で記念ナイフを限定販売

平成14年 第35回 

・関市産業振興センターが全面改修され、｢関鍛冶伝承館｣としてオープン

・第3回全国刃物サミット関大会が開催される。テーマは｢刃物と暮らし｣

 第39回 第40回 第41回 第42回 第43回 第44回 第45回 第46回

平成
元年

平成
５年

平成
10年

平成
15年

平 成
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 第50回

こんなこと
も

ありました
！

←←←

▲平成28年 第49回
ダンボールでできたオリジナルの甲冑
を身にまとった“子ども武将隊”
 

平成26年 第47回
第１回刃物検定
「はもけん」の表彰▲

▲平成27年 第48回
本町会場の“はもけん”ブース 

▲平成27年 第48回
会場にも甲冑隊が登場！ 

▲平成24年 第45回 

▲平成22年 第43回 
　　　伝統の居合い

・｢関の円空さん｣Tシャツが登場するなど、“刃物の正しい
　使い方をPR”

平成20年 第41回 

・関の刃物大使　空ちゃん（くうちゃん）が誕生平成25年 第46回 

・刃物まつり前夜祭が開催される
・この年、第1回刃物検定｢はもけん｣が開催される

平成26年 第47回 

・甲冑試着体験が行われる
・刃物まつり盛り上げ隊を結成して刃物まつりを全国にPR
・幻キャラ｢さてつ｣が登場

平成27年 第48回 

・本町２丁目ステージで『KUMOAGEHA』甲冑パフォーマン
　スが披露される

平成28年 第49回 

 第46回 第47回 第48回 第49回 第50回  第46回

昭和 43 年 第 1 回　文化会館前広場

昭和 44 年 第２回　吉田観音

昭和 45 年 第３回　西日吉町

昭和 46 年 第４回～第７回　吉田観音

昭和 50 年 第８回　片倉町

昭和 51 年 第９回　稲口橋下流の左岸

昭和 52 年第 10 回～第 50 回　本町通り

廉売市会場の変遷

 平成26年 平成27年

▲刃物会館駐車場で開催される
近年の包丁研ぎの様子
 

刃物まつり ～ 50年の移ろい～

平成
20年

平成
25年

平成
30年
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刃物まつりに関するお問い合わせ  照会先  観光交流課  23-9084

第７２代横綱・稀勢の里“土俵入りの太刀”
　関市の刀匠である第２５代藤原兼房（加藤賀津雄）さん
と第２６代藤原兼房（加藤正文実）さんの共同制作により
誕生し、第７２代横綱・稀勢の里が土俵入りした際に使われ
た太刀。土俵入りのパネル展示と共に公開。
・展示期間：9月30日～10月9日

刀祖・元重の遺徳を偲び、「刃物のまち関市」を内外に広く宣伝し、刃物産業の発展につなげようと、昭和
43年に第１回を開催し、今回で記念すべき50回目。充実した内容で皆さまのお越しをお待ちしています。

日時：１０月７日(土)・８日（日）午前１０時～午後５時　　場所：関市本町通り一円

イタリア・ミラノでも称賛、
“Honsekito（ホンセキトウ）”
　関市の刀匠である第２６代
藤原兼房（加藤正文実）さん
と高名なスイスのデザイナー

兼建築家のパトリック・レイモン氏の率いるアトリエ・オイ
社が合作した太刀である“Honsekito”（ホンセキトウ）。国
際見本市ミラノ・サローネで試作品として展示され、好評を
博しました。
・展示期間：9月30日～10月30日（予定）

刃物まつり５０年史「思い出写真＆ポスター展」（両日／関商工会議所）
　恒例の刃物大廉売市や古式日本刀鍛錬一般公開など、刃物まつりが５０回の節目を迎えるまでの歳月の移り
変わりを記録した懐かしい写真を展示。あわせて、過去に制作された刃物
まつりのポスターも一堂に集めます。
　さらに、昭和６２（1987）年の第２０回刃物まつり開催を記念して、関鍛
冶伝承館の刃物塚に埋められたタイムカプセルの中身も展示。何が展示さ
れるかは…、当日のお楽しみ。
・開館時間：両日午前１０時～午後5時（観覧無料）
・展示期間：10月2日～8日

　９月１日に“日本初”となる関市公認「包丁大使」に任命した料理芸人『いけや賢二さん（吉
本興業所属）』によるパフォーマンスを10月7日に開催予定。切れ味抜群の関市の包丁を使っ
て「刃物のまち関市」をPRします。
・ステージパフォーマンス：10月７日

幻の名刀“蛍丸（ほたるまる）”の影打ち
　鎌倉時代の1297（永仁５）年、名工とうたわれ
た山城国の来

らいくにとし

国俊の作とされる刃渡り101.35セン
チメートルの大太刀“蛍丸”。所在不明のまま国の重
要文化財に指定されている幻の宝刀です。このた
び、関市の刀匠である福留房幸（福留裕晃）さんが
「蛍丸伝説プロジェクト」としてクラウドファンディ
ングを活用し、現存する資料を頼りに蛍丸の復元
に挑戦しました。
・展示期間：9月30日～10月30日（予定）

第50回岐阜県関市刃物まつり

～関市の現代刀匠が作った“特別な刀”は一見の価値あり～（両日／関鍛冶伝承館）

第50回だけの『刃物まつり記念事業』気になるみどころは！？

～先人たちから受け継ぐ刃物まつり５０年の歴史を振り返る～

～関市公認「包丁大使」いけや賢二さん（吉本興業所属）ステージイベント～
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催
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そ
の
他

イベント名 会　　場

1 刃物大廉売市（41店舗） 本町通り（約１ｋｍ）

2 関アウトドアズナイフショー アピセ関

3 はもけん（刃物検定） 本町通り

4 古式日本刀鍛錬　実演
関鍛冶伝承館

※入館・観覧料は無料です

5 刀剣研磨外装技術　実演

6 関鍛冶伝承館　企画展鑑賞ガイド/日本刀なんでも相談コーナー

7 現代新作刀剣展

8 包丁研ぎコーナー
刃物会館

9 リンゴの皮むき大会

10 市民ふれあいブース 本町通り（本町 1 丁目）、千年町通り

11 ステージイベント ステージ（本町2丁目交差点）

12 刃物まつり奉告祭 春日神社

13 お楽しみ抽選会 本町通り（本町2丁目交差点）

業者名 主な取扱商品

1 三悦刃物㈲ 包丁、美粧用刃物
2 奥田刃物㈱ 包丁、台所用品、園芸、美粧用刃物、事務用品
3 ㈱美濃関刃物製作所 包丁、台所用品、園芸、農耕具、美粧用刃物、事務用品
4 貝印㈱ 包丁、台所用品、美粧用刃物、事務用品
5 包丁のフジタケ 包丁
6 ミソノ刃物㈱ 包丁
7 ニッケン刃物㈱ 台所用品、園芸、美粧用刃物、事務用品
8 ㈲大澤刀剣 包丁、模造刀
9 ㈱ヤクセル 包丁、台所用品

10 ナイフウェブモア ナイフ
11 義春刃物㈱ 台所用品、事務用品
12 ㈱北正 包丁、台所用品、園芸、美粧用刃物、事務用品
13 豊栄 包丁、台所用品、ナイフ、園芸、農耕具、美粧用刃物、事務用品
14 ㈱小坂刃物製作所 台所用品、美粧用刃物
15 福田ナイフ製作所 包丁、模造刀、ナイフ
16 フェザー安全剃刀㈱ 美粧用
17 ㈱マサヒロ 包丁
18 ㈲志津刃物製作所 包丁、台所用品
19 ㈲林クラフト 台所用品、ナイフ
20 兼進刃物製作所 包丁、台所用品、園芸、農耕具、美粧用刃物、事務用品
21 (資)高井刃物 包丁、台所用品、ナイフ、園芸、美粧用刃物、事務用品
22 ㈱藤原兼房 包丁
23 ㈱井之口刃物製作所 包丁、園芸
24 ㈱サンクラフト 包丁、台所用品
25 ㈲森繁 包丁、台所用品、ナイフ、園芸、美粧用刃物、事務用品
26 三秀関の刃物直売センター 包丁、台所用品、園芸、美粧用刃物
27 ㈲兼杉刃物 包丁、台所用品、ナイフ、園芸、美粧用刃物、事務用品
28 ニッケンかみそり㈱ 美粧用刃物
29 長谷川刃物㈱ 台所用品、園芸、事務用品
30 ㈱木村刃物製作所 包丁、台所用品、園芸、農耕具、事務用品
31 ㈱佐口刃物製作所 包丁、模造刀、台所用品、園芸、事務用品
32 ㈱裕金刃物産業 包丁、園芸、農耕具
33 玉田物産 包丁、台所用品、園芸、美粧用刃物
34 K.Tカトラー 包丁、台所用品
35 ガーバーサカイ㈱ 包丁、台所用品、ナイフ
36 ㈲美研工業 包丁、台所用品、農耕具
37 福田刃物製作所 ナイフ
38 丸章工業㈱ 包丁、ナイフ、事務用品
39 ㈱佐竹産業 包丁、台所用品、園芸
40 ㈱孫六刃物製作所 包丁
41 やおき工業㈱ 包丁、台所用品、園芸、事務用品

1 国指定重要文化財 能面・能装束一般公開 春日神社社務所

2 県指定重要文化財「浦嶋山車」一般公開 千年町1丁目

3 “刃物を正しく使おう運動”鉛筆削り体験 本町通り

4 昔の遊びで遊ぼまぇ 伝承友遊 本町通り

5 ふれあい献血（献血推進キャンペーン） 本町通り

6 戸山流居合道美濃羽会
フェザー駐車場（南側）

7 戸山流孫六剣友会

8 戸山流居合道会関支部 関市保健センター駐車場

9 わくわくミュージアム広場 フェザーミュージアム敷地内

10 食べ物横丁 保健センター駐車場

11 盆栽銘品展 関市文化会館１Ｆホワイエ

12 謡曲大会 関市文化会館大ホール

13 剣道大会 関市総合体育館

14 大嶋雲八杯弓道大会 関市民弓道場

15 ご当地＆関うまいもの祭 関市役所市民広場・芝生広場

16 なんでも市 関商工会議所「本町ひろば」

1 本物志向せき日本刀展 本町通り（店舗：山麓）

2 孫六座紙芝居 濃州関所茶屋

3 どっちがかたい？あずきバー特別販売

関鍛冶伝承館4 甲冑試着体験

5 第50回 刃物まつり記念事業「日本刀アイス」

路線 休止バス停 路線 休止バス停
岐阜関線 本町5丁目〜平賀町 買い物循環線 安桜山公園前〜平賀町
高速名古屋線 安桜山公園前、吉田町、仲町 関上之保線 西木戸〜平賀町

7日・8日の両日、本町通りを運行する路線バスは本郷通りへ、終日迂回運転となりますのでご注意ください。

刃物まつりに関するお問い合わせ  照会先  観光交流課  23-9084

当日は、次のとおり車両通行止めになります。
日時　10月7日(土 )午前 8時
　　　　　～8日 (日 )午後10時
区間　▷本町通り(本町1丁目交差点～本町8丁目交差点)
　▷山ノ手通り(わかくさトンネル～安桜山トンネル )　▷
わかくさトンネル南進 (片側通行止 )　
※詳しくは左記の会場案内図をご覧ください。
臨時駐車場をご利用ください
　刃物まつりの期間中は、次の臨時駐車場をご利用くだ
さい。▷市役所、中濃公設地方卸売市場、テクノハイ
ランドグラウンド、片倉グラウンド(晴天時のみ )など
※本町通り付近は、駐車場待ちや路上駐車の車両が多
く、交通渋滞の原因となっています。自動車の方は臨時
駐車場をご利用ください。
無料シャトルバスが便利です
　市役所・テクノハイランドグラウンドと、本町通り
の大廉売市会場を結ぶ無料シャトルバスを運行します。
ご利用ください。

刃物まつり期間中は
交通規制にご協力ください

刃物まつり刃物まつり
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