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イベント名イベント名イベント名イベント名    マジック・ミリオンズ・カーニバル（競馬）マジック・ミリオンズ・カーニバル（競馬）マジック・ミリオンズ・カーニバル（競馬）マジック・ミリオンズ・カーニバル（競馬）    

イベント名（英語） Magic Millions Carnival 

イベント日時 2013 年 1 月 9日～17 日 

開催場所 ゴールドコースト ターフ・クラブ 

概要 

 

毎年 1 月に実施される国内外のサラブレッドが競うクイーンズランド一大きな競馬ウィー

ク。紳士・淑女が着飾ってレースやその他イベントを楽しむカーニバル。 

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

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    RACVRACVRACVRACV オーストラリアン・レディース・マスターズ（ゴルフ）オーストラリアン・レディース・マスターズ（ゴルフ）オーストラリアン・レディース・マスターズ（ゴルフ）オーストラリアン・レディース・マスターズ（ゴルフ）    

イベント名（英語） RACV Australian Ladies Masters 

イベント日時 2013 年 1 月 31 日～2月 3日 

開催場所 ゴールドコースト RACV ロイヤルパインズ・ゴルフコース 

概要 

 

真夏のゴールドコーストで繰り広げられる女子ゴルフの世界的イベント。ヨーロッパ女子ツ

アー開幕戦、オーストラリア女子ツアー最終戦。日本からも有名プロ選手が毎年参加し、試

合の舞台となる RACV ロイヤルパインズ・リゾートのゴルフコースで熱戦が繰り広げられま

す。日本選手の活躍を応援し、その後は同コースで思い切りクラブを振るのも楽しい体験で

す。 

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

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    クィックシルバー＆ロキシー・プロ（サーフィン）クィックシルバー＆ロキシー・プロ（サーフィン）クィックシルバー＆ロキシー・プロ（サーフィン）クィックシルバー＆ロキシー・プロ（サーフィン）    

イベント名（英語） Quicksilver and Roxy Pro 

イベント日時 2013 年 3 月 2日～13 日 

開催場所 ゴールドコースト スナッパー・ロックス 

概要 

 

世界で活躍するサーファーを生み出す、スナッパーロックで開催されるクイックシルバー・

プロとロキシー・プロ。毎年 5万人以上の観客を集める盛大なサーフィンイベント。 

リンク先 URL http://quiksilverlive.com/progoldcoast/2013/ 

 

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・サーフ・ライフ・セービング選手権（ライフセーバー）オーストラリアン・サーフ・ライフ・セービング選手権（ライフセーバー）オーストラリアン・サーフ・ライフ・セービング選手権（ライフセーバー）オーストラリアン・サーフ・ライフ・セービング選手権（ライフセーバー）    

イベント名（英語） Australian Surf Life Saving Championship 

イベント日時 2013 年 3 月 18 日～24 日 

開催場所 ゴールドコースト キラ 

概要 

 

オーストラリア国内の選りすぐりのライフセーバーが一年に一度ゴールドコーストに集結

し、オーストラリア No.1 を決めるライフセーバーの大会 

リンク先 URL http://sls.com.au/aussies 
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イベント名イベント名イベント名イベント名    ジャパン・フレンズ・デー（文化）ジャパン・フレンズ・デー（文化）ジャパン・フレンズ・デー（文化）ジャパン・フレンズ・デー（文化）    

イベント名（英語） Japan & Friends Day 

イベント日時 2013 年 3 月 21 日～24 日 

開催場所 ゴールドコースト 

概要 

 

ゴールドコースト及びオーストラリア在住の日本人コミュニティーにより、日本の舞踊や太

鼓、祭りなど様々な日本文化をオーストラリア人に紹介するカルチャー・イベント。 

リンク先 URL http://www.jsgc.org.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    ゴールドコースト映画祭ゴールドコースト映画祭ゴールドコースト映画祭ゴールドコースト映画祭    

イベント名（英語） Gold Coast Film Festival/2013 QPOW  

イベント日時 2013 年 4 月 18 日～28 日 

開催場所 パシフィック・フェアー、ブロードビーチ 

概要 

 

最新映画のプレミアイベント、コスプレ、アニメ、ストリート・パレード、著名な映画監督

や声優、タレントのトークやサイン会含むクイーンズランド最大のポップ・カルチャー・イ

ベント。 

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

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    クーリー・ロックス・オンクーリー・ロックス・オンクーリー・ロックス・オンクーリー・ロックス・オン    ((((クラッシック・ロック・フェスティバルクラッシック・ロック・フェスティバルクラッシック・ロック・フェスティバルクラッシック・ロック・フェスティバル))))    

イベント名（英語） Cooly ROCKS On 

イベント日時 2013 年 5 月 31 日～6月 10 日 

開催場所 ゴールドコースト ツィード 

概要 

 

ロックンロール・ロカビリー・サーフミュージックなど 50～60 年代のお祭り。60 以上のバ

ンドによる生演奏、1300 台以上のホットロッド、カスタムメイド、クラッシック・カーの

パレードなどオーストラリア最大級のフェスティバル。 

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

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    アイアンマン・ケアンズアイアンマン・ケアンズアイアンマン・ケアンズアイアンマン・ケアンズ    

イベント名（英語） Ironman Cairns 

イベント日時 2013 年 6 月 9日 

開催場所 ケアンズ 

概要 

 

2011 年にケアンズ初のトライアスロン大会としてスタート、2012 年にはアイアンマン大会

の仲間入りをし、日本からも多くのアスリート達が参加しました。アクセスの良さ、時差が

ほとんど無いなど、海外のアイアンマンレースの中でも日本人には特に参加しやすい大会で

す。世界でも珍しい２つの世界自然遺産に囲まれた素晴らしい環境の中で、日頃の練習の成

果を存分に発揮することができます。 

リンク先 URL http://www.queensland.jp/iss/japan/experiences/runningsport/triathlon/ironman-cairns/en/ironman-cairns_home.cfm 
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イベント名イベント名イベント名イベント名    ゴールドコーストマラソンゴールドコーストマラソンゴールドコーストマラソンゴールドコーストマラソン    

イベント名（英語） Gold Coast Airport Marathon 

イベント日時 2013 年 7 月 6日～7日 

開催場所 ゴールドコースト 

概要 

 

毎年 7 月の第 1 週目の土曜日、日曜日に開催されるゴールドコーストマラソン。2013 年に

は 35 回目を迎えるこの大会には、日本からも毎年多くの方にご参加いただいています。梅

雨となるこの時季、南半球にあるゴールドコーストはさわやかな春のような気候。また日本

との時差もわずか 1時間のため、体調を整えやすく、フルマラソン、ハーフマラソン、5 キ

ロラン＆ウォークなどの種目からレベルに合った種目をお選びいただくことができます。 

リンク先 URL http://gcm.jp/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    グレートバリアリーフ・マスターズゲームグレートバリアリーフ・マスターズゲームグレートバリアリーフ・マスターズゲームグレートバリアリーフ・マスターズゲーム    

イベント名（英語） Great Barrier Reef Mastes Games  

イベント日時 2013 年 8 月 8日～11 日 

開催場所 ケアンズ 

概要 

 

今年からケアンズで開催されるマスターズゲーム。全 17 種目、さまざまな国から、幅広い年

齢層のチームが集まり競い合う大会で、ぜひ日頃の練習の成果を発揮してください！ 

リンク先 URL http://www.gbrmg.com.au 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    フェスティバル・ケアンズフェスティバル・ケアンズフェスティバル・ケアンズフェスティバル・ケアンズ    

イベント名（英語） Festival Cairns 

イベント日時 2013 年 8 月 24 日～9月 1日 

開催場所 ケアンズ 

概要 

 

ケアンズのさまざまなイベントが集まるお祭りシーズン。期間中はエスプラネード、ラグー

ンを中心に、パレードや花火大会も行われます。 

リンク先 URL http://www.cairns.qld.gov.au/festival 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    スウエル・スカルプチャー・フェスティバル（アート）スウエル・スカルプチャー・フェスティバル（アート）スウエル・スカルプチャー・フェスティバル（アート）スウエル・スカルプチャー・フェスティバル（アート）    

イベント名（英語） Swell Sculpture Festival 

イベント日時 2013 年 9 月 14 日～23 日 

開催場所 ゴールドコースト カランビン 

概要 

 

10 日間に渡りオーストラリア人アーティスト創作した彫刻や造形をカランビン・ビーチに

展示。芸術と自然の調和と様々なイベントを楽しむアート・フェスティバル。 

リンク先 URL http://www.swellsculpture.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    アーマーオール・ゴールドコーストアーマーオール・ゴールドコーストアーマーオール・ゴールドコーストアーマーオール・ゴールドコースト 600600600600（カーレース）（カーレース）（カーレース）（カーレース）    

イベント名（英語） Armor All Gold Coast 600 

イベント日時 2013 年 10 月 25 日～27 日 

開催場所 ゴールドコースト 

概要 

 

V8 スーパーカーが公道を走るカーレース。2013 年から日産車も参加し、益々注目度が高ま

るカーレース・イベント。華やかでグラマラスなセレブの世界とオーストラリア・トップレ

ベルの自動車レースと音楽プログラムのユニークな組み合わせが楽しめるエンターテイメ

ントです。 

リンク先 URL http://surfersparadise.v8supercars.com.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    グレートバリアリーフ・マラソン・フェスティバルグレートバリアリーフ・マラソン・フェスティバルグレートバリアリーフ・マラソン・フェスティバルグレートバリアリーフ・マラソン・フェスティバル    

イベント名（英語） Great Barrier Reef Marathon Festival 

イベント日時 2013 年 11 月 3 日 

開催場所 ケアンズ 

概要 

 

ケアンズの北にあるポートダグラスで毎年行われているマラソン大会。今年は、74km ウル

トラマラソン、フルマラソン、ハーフマラソン、10km ラン、5km ランが行われます。 

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

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    クリスマス・ニューイヤーズ・イブ・パーティクリスマス・ニューイヤーズ・イブ・パーティクリスマス・ニューイヤーズ・イブ・パーティクリスマス・ニューイヤーズ・イブ・パーティ    

イベント名（英語） Xmas & New Years Party 

イベント日時 2013 年 12 月 

開催場所 Gold Coast 

概要 

 

夏のクリスマス・大晦日イベント。サーファーズ・パラダイスの周辺では 12 月からクリスマ

スキャロル・イベントが行われ、大晦日はビーチのあちこちで花火が打ち上げられ新年を祝

うイベントを開催。サーファーズ・パラダイス、フォーショアで、5、4、3、2、1…ハッピー・

ニューイヤー！  

リンク先 URL http://www.goldcoast.qld.gov.au/community/christmas-new-years-eve-events-6851.html 

 

情報提供：クイーンズランド州政府観光局 http://www.queensland.jp/ 


