
1 

 

 

 

 

 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    シドニー・フェスティバルシドニー・フェスティバルシドニー・フェスティバルシドニー・フェスティバル    

イベント名（英語） Sydney Festival 

イベント日時 2013 年 1 月 5 日～28 日 

開催場所 シドニー 

概要 

 

毎年1月、シドニー・フェスティバルでは、オーストラリア国内はもとより海外からもアーチストが500

人以上参加する規模で、ダンス、演劇、音楽、視覚芸術、クロス･メディア、フォーラムなど 80 ほど

のイベントが 3 週間にわたって繰り広げられます。また、毎年、市内全域のさまざまな劇場が会場

に充てられ、フェスティバルに参加する主な会場としては、シドニー・シアター、キャリッジワーク

ス、シティ･リサイタル･ホール、シドニー･オペラハウスなどがあります。 

  

 シドニー･フェスティバルには、劇場イベントばかりでなく、ロング･ランを続けるドメイン･フェスティバ

ルなど質の高い無料野外イベントがいくつも開かれ、特にサマー･サウンズやシンフォニー･コンサ

ートは毎年 10 万人の市民がドメインを埋める一大イベントになっています。また、オープニング･イ

ベントとして行われる「Festival First Night」では、市内の通りや町並みがそのままフリー･ステージ

に変身します。2009 年 1 月の「Festival First Night」では、30 万人がフェスティバルの開幕に集まり

ました。 

リンク先 URL http://www.sydneyfestival.org.au/2013/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    パークス・エルビス・フェスティバルパークス・エルビス・フェスティバルパークス・エルビス・フェスティバルパークス・エルビス・フェスティバル    

イベント名（英語） Parkes Elvis Festival 

イベント日時 2013 年 1 月 9日～13 日 

開催場所 パークス 

概要 

 

毎年 1月の 2週目にニュー・サウス・ウェールズ州中心部パークスで開催されるエルビス・

フェスティバルは、世界中からエルビス・プレスリーファンが詰めかけます。エルビス・パ

レードなど 150 ものイベントが催されます。期間中は、シドニーからの特別電車

（CountiryLink Elvis Express)も運行されます。 

リンク先 URL http://www.parkeselvisfestival.com.au/ 
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イベント名イベント名イベント名イベント名    マルディ・グラマルディ・グラマルディ・グラマルディ・グラ    

イベント名（英語） Sydney Mardi Gras Festival and Parade 

イベント日時 2013 年 2 月 10 日～3月 3日 

開催場所 シドニー 

概要 

 

ゲイ・フレンドリーとして有名な街シドニーで開催される、LGBT イベント。ゲイやレズビ

アンばかりでなく一般の方も大いに楽しめるイベントです。昨年はオーストラリア出身の歌

手カイリー・ミノーグも登場。期間中はさまざまなイベントが開催されますが、ハイライト

は、3月 2 日に開催されるパレード。思い思いのコスチュームのパレードは見ているだけで

元気がもらえます。 

リンク先 URL http://www.mardigras.org.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    オーストラリアン・オープン・サーフィンオーストラリアン・オープン・サーフィンオーストラリアン・オープン・サーフィンオーストラリアン・オープン・サーフィン    

イベント名（英語） Australian Open of Surfing - Manly Beach 

イベント日時 2013 年 2 月 16 日～24 日 

開催場所 マンリービーチ 

概要 

 

サーフィンで有名なシドニー近郊のマンリービーチで開催されるサーフィンイベント。サー

フィンばかりでなく、スポーツ、音楽、ファッション、スケートボードなども一緒に楽しめ

るイベントです。期間中には、プロやジュニアのサーフィントーナメントも開催されます。 

リンク先 URL 

 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    ロイヤル・イースターショーロイヤル・イースターショーロイヤル・イースターショーロイヤル・イースターショー    

イベント名（英語） Sydney Royal Easter Show 

イベント日時 2013 年 3 月 21 日～4月 3日 

開催場所 シドニー ショーグラウンド 

概要 

 

シドニー・ロイヤル・イースターショーは、オーストラリア最大の収穫祭です。ここにくれ

ばオーストラリアの文化、歴史、農業が体験できます。蜂蜜、牛、馬などさまざまな分野で

の競技会やロデオなどのエンターテイメント、ワインや食べ物の屋台などでは農業国オース

トラリアを実感できます。 

リンク先 URL http://www.eastershow.com.au/index.aspx 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    オペラ・オン・シドニーハーバーオペラ・オン・シドニーハーバーオペラ・オン・シドニーハーバーオペラ・オン・シドニーハーバー    ----    カルメンカルメンカルメンカルメン    

イベント名（英語） Opera on Sydney Harbour - Carmen 

イベント日時 2013 年 3 月 22 日～4月 12 日 

開催場所 国立植物園（Royal Botanic Garden) 

概要 

 

シドニー湾上に特設舞台を設けて行われるオペラ。昨年はラ・トラビアータを上演し、その

豪華さと斬新さで話題になりました。2013 年は日本でもおなじみの「カルメン」を上演。

夏が終わって秋に向かう心地よい屋外で楽しむオペラは格別なものです。 

リンク先 URL http://www.operaonsydneyharbour.com.au/ 
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イベント名イベント名イベント名イベント名    ブルース・フェスティバルブルース・フェスティバルブルース・フェスティバルブルース・フェスティバル    インインインイン    バイロンベイバイロンベイバイロンベイバイロンベイ    

イベント名（英語） Bluesfest Byron Bay 

イベント日時 2013 年 3 月 28 日～4月 1日 

開催場所 バイロン・ベイ 

概要 

 

シドニーの避暑地として有名なバイロン・ベイ。ここで毎年開催されるブルースの祭典。2013

年は、ポール・サイモン、サンタナ、ロバート・プラント、ベン・ハーパーなどが演奏予定。 

リンク先 URL http://www.bluesfest.com.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    ビビッド・シドニービビッド・シドニービビッド・シドニービビッド・シドニー    

イベント名（英語） Vivid Sydney 

イベント日時 2013 年 5 月 24 日～6月 10 日 

開催場所 シドニーオペラハウス、サーキュラーキー、ロックス 

概要 

 

シドニーの街が日暮れと共にさまざまな色合いに染まる光、音楽そしてアイディアをテーマ

としたイベント。オペラハウスが７色に染まり、街中の建物がユニークな色合いにプロジェ

クターで染められます。この期間に合わせてさまざまなコンサートや世界中のクリエーター

の講演も開催されます。 

リンク先 URL http://www.vividsydney.com/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア    ガーデンショーガーデンショーガーデンショーガーデンショー    

イベント名（英語） Australian Garden Show Sydney 

イベント日時 2013 年 9 月 5日～8日 

開催場所 シドニー（センテニアル・パーク） 

概要 

 

春を迎えたシドニーで開催されるガーデンショーです。ガーデンのディスプレイを始めと

し、ワークショップやトークショー、夜 10 時まで開催しており、夜にはライトアップされ

たガーデンを楽しむことが出来ます。 

リンク先 URL http://www.australiangardenshowsydney.com.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    シドニー・マラソンシドニー・マラソンシドニー・マラソンシドニー・マラソン 2013201320132013    

イベント名（英語） Blackmore's Sydney Running Festival 

イベント日時 2013 年 9 月 22 日 

開催場所 シドニー  

概要 

 

シドニーオリンピックを記念して 2001 年から始まったマラソン大会。4 キロ～フルマラソ

ンと 4つのカテゴリーに分かれており、家族からシリアス・ランナーまで楽しめる大会。す

べての種目はシドニー湾にかかるハーバーブリッジを渡ります。ハーフとフルマラソンのゴ

ールは、世界遺産のオペラハウスです。春のシドニーを楽しく走れるイベントです。 

リンク先 URL http://www.sydneymarathon.jp/ 
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イベント名イベント名イベント名イベント名    サクラ祭りサクラ祭りサクラ祭りサクラ祭り    

イベント名（英語） Sakura Matsuri Cherry Blossom Festival 

イベント日時 9 月 

開催場所 カウラ（Cowra) 

概要 

 

第二次世界大戦中に日本人捕虜の収容場所があったカウラ。敵同士だったにも関わらず、そ

の後捕虜の日本人墓地を作り、日本人との良好な関係を築いてきました。Japanese Garden

と呼ばれる日本庭園を造り日本の文化を理解し受け入れてくれているカウラの町では、桜が

見ごろになる 9 月に桜祭りを開催しています。茶道、日本舞踊、生け花、和太鼓など日本の

文化を披露し桜を楽しんでいます。 

リンク先 URL http://www.cowragarden.com.au/home.php 

 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    ルーラ・ガーデンフェスティバルルーラ・ガーデンフェスティバルルーラ・ガーデンフェスティバルルーラ・ガーデンフェスティバル    

イベント名（英語） Leura Garden Festival 

イベント日時 2013 年 10 月 5 日～13 日 

開催場所 ルーラ（ブルーマウンテンズ） 

概要 

 

ブルーマウンテンズにある小さな町ルーラで毎年開催されるガーデンフェスティバルは、11

の個人宅が自慢の庭を公開するフェスティバルです。地元医療機関へのチャリティとして

1965 年から始まったフェスティバルは、すっかり観光客にも人気となりました。標高の高

いブルーマウンテンズならではの植物から、オーストラリア固有のワイルドフラワーなど

様々な花が楽しめるイベントです。 

リンク先 URL http://www.leuragardensfestival.com/index.html 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    クレイブ・シドニークレイブ・シドニークレイブ・シドニークレイブ・シドニー    

イベント名（英語） Crave Sydney International Food Festival 

イベント日時 10 月 

開催場所 シドニー 

概要 

 

意外とグルメな街シドニー。この 1か月はいろいろな「食」のイベントが楽しめます。世界

の有名シェフを招いての講演会、シドニーの中心に位置するハイドパークで行われる「ナイ

ト・ヌードルマーケット」、生産者直送の「マーケット」、2012 年にはボンダイビーチで朝

食を楽しむイベントも開催。2013 年も楽しいイベントが企画される予定です。 

リンク先 URL http://www.cravesydney.com/index.php 
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イベント名イベント名イベント名イベント名    スカルプチャー・バイ・ザ・シースカルプチャー・バイ・ザ・シースカルプチャー・バイ・ザ・シースカルプチャー・バイ・ザ・シー    

イベント名（英語） Sculpture by the Sea 

イベント日時 10 月 24 日～11 月 10 日 

開催場所 ボンダイビーチ 

概要 

 

ボンダイビーチからタマラマ・ビーチまでは地元っ子ばかりでなく、観光客も十分に楽しめ

る海岸線沿いのウォーキング・トレイル。その 2 キロの道沿いに現代アートの彫刻が 100 点

以上展示されます。展示される彫刻は購入可能。ウォーキングと一緒に海岸からの風景、そ

して彫刻を楽しんでお気に入りの 1 点を探してみましょう。 

リンク先 URL http://www.sculpturebythesea.com/exhibitions/bondi.aspx 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    エミレーツ・オーストラリアン・オープン・ゴルフ・チャンピオンシップエミレーツ・オーストラリアン・オープン・ゴルフ・チャンピオンシップエミレーツ・オーストラリアン・オープン・ゴルフ・チャンピオンシップエミレーツ・オーストラリアン・オープン・ゴルフ・チャンピオンシップ    

イベント名（英語） Emirates Australian Open Golf Championship 

イベント日時 11 月 28 日～12 月 1 日 

開催場所 ロイヤル・シドニー・ゴルフクラブ 

概要 

 

オーストラリアで最も歴史のあるゴルフ場の一つ、ロイヤル・シドニー・ゴルフクラブで開

催されるチャンピオンシップです。 

リンク先 URL http://www.golf.org.au/default.aspx?s=mao_home_new 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    シドニーの大晦日シドニーの大晦日シドニーの大晦日シドニーの大晦日    

イベント名（英語） Sydney New Year's Eve 

イベント日時 2013 年 12 月 31 日 

開催場所 シドニー各所 

概要 

 

夏に大晦日を迎えるオーストラリア。シドニーの大晦日は花火がとても有名。ファミリーで

も楽しめるように、まず午後 9時に打ち上げられます。その後新年になるのと同時に花火が

打ち上げられ、毎年恒例のハーバーブリッジの仕掛け花火を楽しみに沢山の人が訪れます。

真冬の日本とは一味違った大晦日が楽しめます。 

リンク先 URL http://www.sydneynewyearseve.com/ 

 

情報提供：ニュー・サウス・ウェールズ州政府観光局 http://jp.sydney.com/ 


