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ノーザンテリトリーイベント情報

イベント名

トップエンド・マッドレース

イベント名（英語）

Top End Mud Racing

イベント日時

2013 年 1 月 26 日、2 月 23 日、3 月 23 日

開催場所

ダーウィン郊外

概要

毎年 10 月～3 月の雨季の時期に月に 1 度開催され、合計 6 回に分けて争われるカーレース。

ヒドゥン・バレー・モーター・スポーツ・コンプレックス

毎年 40 台ほどの車が参加し、700ｍコースのタイムを競い合います。その名の通り、泥の中
を走り抜けるこのレースは、音もスピードも迫力満点。雨季のシーズンを楽しむ風物詩とし
て家族連れで賑わいます。開始は午後 6 時から。
リンク先 URL

http://www.travelnt.com/darwin-and-surrounds/events/top-end-mud-racing.aspx

イベント名

ダーウィン空襲 記念追悼式典

イベント名（英語）

Anniversary of the Bombing of Darwin

イベント日時

2013 年 2 月 19 日

開催場所

ダーウィン市内

概要

1942 年 2 月 19 日、オーストラリア北部ダーウィン市への爆撃は、日本がオーストラリア本

バイセンテニアル公園

土に対して行った最初にして最大規模の攻撃で、街は 243 人の死者を含む大きな被害を受け
ました。今年はその空爆から 7１周年の年にあたります。ダーウィン市内のバイセンテニア
ル公園では、午前 9 時半より式典が開催され、空襲が始まった同時刻 9 時 58 分には空襲警
報のサイレンが鳴り響き、犠牲者へ哀悼の意を表します。
リンク先 URL

http://www.travelnt.com/darwin-and-surrounds/events/anniversary-of-the-bombing-of-darwin.aspx

イベント名

ミンディル・ビーチ・サンセット・マーケット

イベント名（英語）

Mindil Beach Sunset Market

イベント日時

2013 年 4 月 25 日～10 月 31 日
（木曜：17：00～22：00

日曜：16：00～21：00）

開催場所

ダーウィン市内

ミンディルビーチ

概要

乾季のシーズンのみ開催されるダーウィン名物ミンディルビーチ・サンセットマーケット。
ダーウィン市内からは徒歩 20 分、主要ホテルからはシャトルバスも運行しています。手作
りアクセサリーやアボリジニアートなど、毎回 200 以上の出展があり、ミンディルビーチに
沈みゆく夕日を背景に、ライブ演奏を聴きながら、世界各国の料理を楽しめます。

リンク先 URL

http://www.mindil.com.au/
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日豪観光交流年 2013

ノーザンテリトリーのイベント

イベント名

ビーニー・フェスティバル

イベント名（英語）

Beanie Festival

イベント日時

2013 年 6 月 21 日～24 日

開催場所

アリス・スプリングス市内 アラルエン・カルチュアル・プレシンクト

概要

毎年 6 月に開催される、とてもユニークなビーニー（ニット帽）のイベントです。アリス・
スプリングスやその周辺の遠隔地に住む作り手たちは、それぞれの地域の特徴を作品に出そ
うと様々な工夫を凝らします。色鮮やかな種類の糸で編まれ、オリジナリティー溢れる装飾
品で飾り付けられた作品は毎年 5,000 点以上も集まります。購入可能なものもあり、ぜひお
気に入りの 1 点を見つけてみてはいかがでしょうか。

リンク先 URL

http://www.beaniefest.org/

イベント名

ビア・カン・レガッタ

イベント名（英語）

Beer Can Regatta

イベント日時

2013 年 7 月 7 日

開催場所

ダーウィン市内

概要

ビールやソフトドリンクの缶で作ったボートによるユニークなレース。その始まりは、かつ

ミンディルビーチ

ての大型台風での壊滅的な打撃を負ったダーウィンの街の再建後、大量のゴミをどうすれば
よいかと悩んだ末に考え出されたもの。今日ではボートは 12ｍもの長さになり、小麦粉の
爆弾や水のピストルなどの趣向を凝らした“武器”を掲載。地元ではバトル・オブ・ミンデ
ィル（Battle of Mindil）と呼ばれて親しまれています。
リンク先 URL

http://www.beercanregatta.org.au/

イベント名

キャメル・カップ

イベント名（英語）

Camel Cup

イベント日時

2013 年 7 月 13 日

開催場所

アリス・スプリングス市内 ブラザーズキート・パーク

概要

アリス・スプリングスで開かれるレースで、ラクダ乗りたちが気難しいラクダを駆り立て、
砂ぼこりの舞うアウトバックで競い合います。なかには、花婿の格好をしたラクダ乗りがや
ってきて、途中で白いベールをかぶった花嫁を探し、見つかった女性を乗せてゴールまで競
争するレースも。また、会場内で最もおしゃれな人は誰かを競い合うミスター＆ミセス・キ
ャメルカップなど、飛び入り参加が可能なものもあります。

リンク先 URL

http://www.camelcup.com.au/
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日豪観光交流年 2013

ノーザンテリトリーのイベント

イベント名

オーストラリア・アウトバック・マラソン

イベント名（英語）

Australia Outback Marathon

イベント日時

2013 年 7 月 27 日

開催場所

エアーズロックリゾート周辺

概要

世界複合遺産、ウルルとカタジュタの美しく壮大な景色を望みながら走るレースで、コース
はフル、ハーフ、11 キロ、6 キロの 4 コース。アウトバック特有の赤い大地を走り抜けるレ
ースで、コースは普段、観光を制限しているエリアを開放します。

リンク先 URL

http://australianoutbackmarathon.com/

イベント名

ダーウィン・フェスティバル

イベント名（英語）

Darwin Festival

イベント日時

2013 年 8 月 8 日～25 日

開催場所

ダーウィン市内

概要

毎年 8 月、国内・海外からのアーティストが集まり、野外コンサート、アート、ダンス、演

各地

劇、コメディ、映画、ワークショップなど、ダーウィン市内各地で多くのイベントが繰り広
げられます。ダーウィンはオーストラリアの中でも最もアジアに近く、先住民族アボリジニ
を含む 50 を超える人々が共に暮らしている為、このフェスティバルの期間中は、いつも以
上にカラフルで活気のある雰囲気に包まれます。
リンク先 URL

http://www.darwinfestival.org.au/

イベント名

ヘンリー・オン・トッド・レガッタ

イベント名（英語）

Henrey On Todd Regatta

イベント日時

2013 年 8 月 17 日

開催場所

アリス・スプリングス市内 トッド・リバー

概要

水の干上がったトッド・リバーで繰り広げられるユニークなボートレース。砂だらけのトッ
ド・リバーは、どたばた喜劇風のボートの漕ぎ手たちが競争するコースに変身。海賊たちが
軍船の上からカヌーに向かってニセの弾を撃ち込んだり、ライフセーバーたちが溺れたマネ
をした人を砂の中から引っ張り出したり、底のないヨットやホワイト・ウォーター・カヤッ
ク、5 人乗りのブーギーボート、砂をすべるスキーなどもあります。

リンク先 URL

http://www.henleyontodd.com.au/

3

日豪観光交流年 2013

ノーザンテリトリーのイベント

イベント名

アリス・デザート・フェスティバル

イベント名（英語）

Alice Desert Festival

イベント日時

2013 年 9 月 11 日～15 日

開催場所

アリス・スプリングス市内 各地

概要

アボリジニアートの中心地として知られるアリス・スプリングスでは、毎年 9 月から 10 月
にかけて、国内外からアーティストが集まり、アボリジニの音楽やアート、ダンスパフォー
マンスが繰り広げられます。また、同時期に開催される「デザート・モブ・フェスティバル」
では、中央オーストラリアのアートを手頃な価格で購入することができ、世界中からの訪問
客で賑わいます。

リンク先 URL

http://alicedesertfestival.com.au/

イベント名

トップエンド・マッドレース

イベント名（英語）

Top End Mud Racing

イベント日時

2013 年 10 月 26 日,11 月 23 日、12 月 14 日、2014 年 1 月 24 日～25 日、2 月 22 日、3 月 22
日

開催場所

ダーウィン郊外

ヒドゥン・バレー・モーター・スポーツ・コンプレックス

概要

毎年 10 月～3 月の雨季の時期に月に 1 度開催され、合計 6 回に分けて争われるカーレース。
毎年 40 台ほどの車が参加し、700ｍコースのタイムを競い合います。その名の通り、泥の中
を走り抜けるこのレースは、音もスピードも迫力満点。雨季のシーズンを楽しむ風物詩とし
て家族連れで賑わいます。開始は午後 6 時から。

リンク先 URL

http://www.temra.com.au/

イベント名

ファースト・フル・オブ・フィルムズ・フェスティバル
ファースト・フル・オブ・フィルムズ・フェスティバル

イベント名（英語）

First Full Of Films Festival

イベント日時

2013 年 11 月 1 日～2 日

開催場所

ダーウィン市内

概要

今年で 14 回目を迎える短編自主映画コンペティションが、ダーウィン市内デックチェアー

デックチェアーシネマ

シネマにて開催されます。今年は 72 作品のエントリーの内、64 作品がノミネート。2 日間
に渡って入賞作品が上映されます。デッキチェアに寝ころび、野外のスクリーンで見る映画
はオーストラリアらしく開放感満点。
リンク先 URL

http://www.fistfulloffilms.com.au/

情報提供：ノーザンテリトリー政府観光局 http://ja.travelnt.com/
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