お祭り
アソーレス諸島
Angra do Heroísmo
サン・ジョアン祭
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.sanjoaninas.pt
問い合わせ先: Angra do Heroísmo - Terceira
6月に行われるサン・ジョアン祭は、アソーレス諸島で最大の有名な祭で
、地域の伝統と習慣に参加し、喜びを分かち合うためにテルセイラ島を
訪れる多くの旅行者のために訪問証が発行されています。 16世紀にさか
のぼるサン・ジョアン祭は、アソーレス諸島の文化において常に重要な
役割を果たしてきました。この祭はオープニングの行進と女王の行進か
ら始まり、文化、レクリエーション、民族およびスポーツに関する活動
とともに数日間続きます。
この祭のハイライトの1つはサン・ジョアン闘牛祭（Feira Taurina das Sa
njoaninas）であり、イベリア半島では同様のイベントの中で最も重要な
ものの1つとなっています。ここでは闘牛、牛の綱引きおよび町中での牛
追いなどが行われます。

Ilha de São Miguel
聖なるキリストの祭
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.visitazores.com, http://www.santo-cristo.com
問い合わせ先: Ponta Delgada - São Miguel
アソーレス諸島のサン・ミゲル島ではセニョール・サント・クリスト・
ドス・ミラグレス祭（Festas do Senhor Santo Cristo）が開かれます。
ポンタ・デルガーダ（Ponta Delgada）のエスペランサ修道院（Convento
da Esperança）の肖像が、たくさんのファンファーレとたいまつに囲ま
れて、復活祭後の5番目の日曜日に行進を行います。

ポルトと北部地方
Braga
聖週間祭（Festas da Semana Santa）
開始日 2019-04-13 終了日 2019-04-21
ウェブサイト： http://www.semanasantabraga.com
問い合わせ先: Braga
ポルトと北部地方（Porto e
Norte）の古代の町ブラガ（Braga）で聖週間祭を体験しましょう。
町は当時に関連するモチーフで飾られ、また道路わきの祭壇であるパソ
スは花と光で満たされて、教会の豪華さが完成されます。

Porto
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サン・ジョアン祭（Festas de São João）
開始日 2019-06-01 終了日 2019-06-30
ウェブサイト： http://www.portolazer.pt
問い合わせ先: Porto
ポルトの最も崇拝されている聖者であるサン・ジョアン祭（6月23日の夜
に開催）を祝いましょう。
異教徒に起源を持ち、夏至のお祝いとともに行われるサン・ジョアン祭
は、ダンス、食事、花火で特徴付けられています。

ポルトガル中部地方
Monsanto
十字架の祭典または城の祭典
日付は後日連絡予定
問い合わせ先: Monsanto
毎年5月、モンサント（Monsanto）では、城の祭典（Festa do
Castelo）としても知られる十字架の祭典（Festa das Cruzes）を祝い、
包囲攻撃に対する地域住民の英雄的な抵抗を思い起こします。
言い伝えによれば、紀元前2世紀に住民が城に避難し、7年間ローマ人の
包囲攻撃に抵抗しました。飢えで降伏することはないことを敵に納得さ
せるため、食事の残り物を与えていたと彼らが主張する若い雌牛を山の
斜面に投げることにしました。この戦略は攻撃者を欺き、包囲攻撃を終
わらせました。
村の住民は、このエピソードを5月3日「聖なる十字架（Santa Cruz）の
日」または次の日曜日に思い起こします。非常に色彩豊かな祭典の中、
住民は城に登り、タンバリンの音に合わせて歌い踊り、壁の一番高いと
ころにたどり着くと、若い雌牛を象徴する花で飾られた土器を投げ落と
します。

Óbidos
オビドス (Óbidos) での聖週間
開始日 2019-04-14 終了日 2019-04-21
ウェブサイト： http://www.semanasantaobidos.pt
問い合わせ先: Óbidos
イエス・キリストの受難と死を偲ぶオビドスの聖週間（Semana Santa
de Óbidos）は、西部地区で指折りの素晴らしい宗教的表現とみなされて
おり、献身と文化を共有する多くの人々がこの町を訪れる理由となって
います。
祭事は何世紀も前から続くオルデン・テルセイラの行進（Procissão da
Ordem Terceira）で幕を開けます。四旬節（レント） の初めに行われ、
花でふんだんに飾られた多くの輿が町を練り歩きます。枝の主日
(Domingo de Ramos) には、セニョール・ドス・パソス（道の主）の行進
が町中の至るところで行われます。オビドスの城壁の外側と内側をくま
なく歩き、最終的には、イエスが十字架に架けられた丘を象徴するカル
バリの隣にあるミゼリコルディア教会 (Igreja da Misericórdia)
に到着します。
祭事のハイライトは聖金曜日に行われる主の埋葬の行進 （Procissão do
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Enterro do Senhor）です。この行進では明かりは灯されず、通り道の要
所要所に置かれた松明だけを頼りに歩きます。一連の行事は聖日曜日
(Domingo de Páscoa)
に終了します。最後を締めくくるのは聖体祭儀の行進（Procissão
Eucarística） で、さまざまな教区とその村落の代表が参加します。

Tomar
タブレイロスの祭（Festa dos Tabuleiros）
開始日 2019-06-29 終了日 2019-07-08
ウェブサイト： http://www.tabuleiros.org
問い合わせ先: Tomar
タブレイロスの祭は4年ごとに行われます。今すぐ2019年7月にトマール
（Tomar）を訪れる計画を立てて、この独特のイベントを体験しましょう
。
タブレイロ（盆）の祝福、町の通りの装飾、窓のキルト飾り、そして何
百もの若い女性たちが頭にタブレイロを載せて運ぶ行進に対して花が投
げられる様子は忘れられない光景です。

マデイラ諸島
Funchal
マデイラのカーニヴァル

マデイラ・フラワー・フェスティバル

開始日 2019-02-26 終了日 2019-03-10

開始日 2019-05-02 終了日 2019-05-19

ウェブサイト： https://www.madeiraallyear.com/en/events/carnival/,
http://www.visitmadeira.pt/en-gb/what-to-do/events/search/carnival
問い合わせ先: Funchal

ウェブサイト： http://www.madeiraallyear.com/en/events/flower-festival/,
http://www.visitmadeira.pt
問い合わせ先: Funchal

カーニヴァルは、公的には四旬節の前の金曜日から告解の火曜日までと
されている。この間は島中が熱烈な陽気で包まれる。

マデイラ（Madeira）の春は、毎年イースターの後に開催されるフラワー
フェスティバル（Festa da
Flor）を頂点に戴き、女王のように讃えられる。

マデイラ（Madeira）のカーニヴァルは、この地方で最もにぎやかなお祭
りの1つです。 金曜日、フンシャル（Funchal）の町はブラスバンドの音
楽とともに朝を迎えます。そしてカーニヴァルのパレードが、陽気な気
分を繁華街まで運んで行きます。市役所広場（Praça do Município）では
5日間にわたり、夜もコンサートやさまざまなショーが続きます。
土曜の夜には、大きな山車の行列が町の通りに登場します。行列は昔な
がらの道筋を通って町を練り歩いた後、市役所広場に集まります。広場
は音楽や歓声であふれ、めくるめく雰囲気の中、歌やダンスが繰り広げ
られます。
カーニヴァルそのものの当日（告解の火曜日）に、フンシャルの祭りは
一気に最高潮に達します。午後、世界中から集まったエンターテイナー
が群衆の目の前をパレードで進み、たちまちあたりに笑いを引き起こし
ます−今度はカリカチュアの行列です。
この期間中、フンシャルの街路は電飾で飾られ、お祭りの音楽があたり
を包みます。いっしょにこのお祭り気分に浸ろうではありませんか。

春の訪れと、亜熱帯気候のマデイラではことさら強く感じられる花咲く
季節の訪れを祝い、フンシャル（Funchal）では一大スペクタクルが開催
されます−フラワーフェスティバルです。
お祭りは土曜日に始まります。晴れ着で着飾った大勢の子供たちが市役
所広場（Praça do Município）に集まり、みんなで「希望の壁」（Muro
da Esperança）という名の花の壁を作り上げます。
翌日、島原産の無数の花々で飾られた山車が、何台も町の通りを練り歩
き、あたりの空気をそこはかとない花の香りで満たします。これが、花
のパレード（grande cortejo da Flor）です。それと同時に、マデイラのア
ーティストたちが目も彩な花のカーペットを制作して町のいたるところ
に巧みに配し、店のショーウィンドーのデコレーションを競うコンペが
開催されます。
この地で春の訪れをぜひ体験してください。

リスボンとその周辺地方
Lisboa
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リスボンの祭り
開始日 2019-06-01 終了日 2019-06-30
ウェブサイト： http://www.festasdelisboa.com, http://www.visitlisboa.com
問い合わせ先: Lisboa
空気に夏の香りがただよえば、リスボンはお祭り気分で町のすみずみま
でわきたち、町の通りは人々でにぎわいます。
「リスボンの真のパトロンとして市で高い評価を受け崇拝されるサント
・アントニオは、6月12日の夜に、リベルダーデ大通りを練り歩く有名な
パレードによってハイライトを迎える祝祭の雰囲気を盛り上げます。13
日午後には、縁結びで名高いこの聖人をたたえる行列がカテドラル（Sé
）周辺の通りを進み、祭りに宗教的な色彩をそえます。
夜は、ことにリスボンらしさが色濃い地区、例えばカステロ（Castelo）
からモウラリーア（Mouraria）にかけて、グラサ（Graça）、アルファマ
（Alfama）、さらにアジュダ（Ajuda）、バイロ・アルト（Bairro Alto）
などに屋台が出、歌謡曲のリズムにのせた歌とダンスでにぎわいます。
街路をいろどる花飾りとカラーボール、あたりを満たす炭火焼のイワシ
のにおいとマンジェリコ（バジル）の香り。マンジェリコには、紙のカ
ーネーションと聖アントニオをうたった四行詩が添えられています。
6月はとりわけこうした祭りの多い月ですが、夏を通じてひきつづき、フ
ァドやジャズ、その他さまざまなジャンルの音楽ショー、町を行く路面
電車でのファド、映画祭、演劇祭、スポーツ競技や展覧会など、個性豊
かな祭りが次々に行われます。

その他
アルガルヴェ
Faro
フェスティバルF [Festival F]
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.festivalf.pt
問い合わせ先: Faro
9月の初めに2日間だけ開催される、ファロ [Faro] の歴史地区を活気づけ
る最後の大きな夏祭りを見逃すわけにはいきません。
フェスティバルFは数世紀に渡り、フェニキア人、ローマ人、西ゴート族
およびムーア人たちが皆通過した、ファロの歴史的地域、いわゆる「ヴ
ィラ・アデントロ」 [vila adentro]（村の中）で開催されます。今でもと
ても特別な魅力を保ち、巨大な建築、宗教、自然、そして文化の遺産を
誇っています。
ポルトガル音楽や、町中のステージで行われるショーと共に、この文化
的、そして芸術的なイベントは映画やコメディ、ミュージカル、政治的
集会、また美術や文学から大道芸、屋台の食べ物まで、幅広い側面を祝
福します。
フェスティバルFには子ども達のために用意された特別プログラムがあり
、チケットの方針も家族向けに練られています。そう、常に家族が念頭
に置かれているお祭りなのです。
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アレンテージョ
Mértola
イスラムの祭
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.festivalislamicodemertola.com
問い合わせ先: Mértola
メルトラ（Mértola）では、奇数年の5月に町の通りを色とりどりに飾るイ
スラムの祭でアラブ時代の過去を思い出します。 この祭の間、メルトラ
は8世紀から13世紀の時代に戻ります。この時代、メルトラはターイファ
（Taifa）王国の首都であり、イベリア半島と北アフリカ間航路の重要な
商業港でした。 アラブのダンサーと演奏家が芸を披露し、活気のある市
場では工芸職人が工芸品を制作して販売し、シェフはミント・ティーが
添えられたクスクスなどの料理をイスラムの伝統的な調理法から作りま
す。アラブ文化の知識を伸ばしたい人は、誰でもアラビア書道のアトリ
エに参加したり、このテーマを専門に扱った展示とセミナーを見学した
りすることもできます。

ポルトと北部地方
Porto
セラルヴェス美術館芸術祭
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.serralves.pt
問い合わせ先: Fundação Serralves - Porto
港を訪れ、現代アート表現の最大祭りの一つに参加を！ここには年齢関
係なく、家族全員で楽しめるワークショップがいくつもあります。
セラルヴェス芸術祭(Serralves em festa)は50時間連続で行われ、音楽、
オペラ、ダンス、パフォーマンス、演劇、新サーカス、読書、映画、動
画、写真、ワークショップ、ガイド付き展覧会、展示会といった、非常
に広い幅の何百人ものアーティストを紹介します。
しかし祭りはセラルヴェス現代美術館に限定されません。壁を越えて港
のダウンタウンの通りでストリートシアター、音楽、そして活気で、み
んなを驚かせることでしょう。お見逃しなく！

Santa Maria da Feira
中世への旅
開始日 2019-07-31 終了日 2019-08-11
ウェブサイト： http://www.viagemmedieval.com
問い合わせ先: Santa Maria da Feira
毎年8月にサンタ・マリア・ダ・フェイラは再び中世の町になり、重い鎧
を身につけた騎士が町にあふれ、長い剣を巧みに扱い、槍試合のトーナ
メントに参加します。
歴史地区は12日間、商人、職人、鍛冶屋、パン屋、ロバ追い、リキュー
ル売りがいる大きな中世の祭に変わります。 城の中では、訪問者は当時
の日常生活シーンを観察し、屋外では有名な祭に参加して過去の名物料
理を楽しむことができます。町の通りでは、曲芸師、ミュージシャン、
大道芸人、火を食べる奇術師が技を披露して、訪問者を過去の時代へと
いざないます。
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ポルトガル中部地方
Águeda
アジタゲダ
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： https://www.agitagueda.com/
問い合わせ先: Águeda
毎年7月になると、ポルトガルの中心地がアジタゲダ祭りによって色とり
どりの色彩と活気に包まれます。
このお祭りは川に面した町の中央で開催される、世界的に有名なお祭り
です。3000本以上もの傘が四つのメインストリートを覆う独創的なアン
ブレラ・スカイ・プロジェクトは視覚的なインパクトが大。
その他にもパフォーマンス、コンサートなどの素晴らしいイベントが多
数行われ、お祭りをいっそう盛り上げています。

Coimbra
リボン焼き祭
開始日 2019-05-06 終了日 2019-05-10
ウェブサイト： http://www.centerofportugal.com/
問い合わせ先: Coimbra
卒業を祝うコインブラ（Coimbra）の祭り、「ケイマ・ダス・フィタス」
（Queima das
Fitas）リボン焼き祭り。学部のシンボルカラーをつけて楽しもう。
毎年5月はじめに行われるこの学生の記念行事は、観光の目玉の1つとし
て、パレード、ダンス、セレナーデを見物する多くの観光客を集めてい
ます。祭りは、学年度をしめくくり、最終試験の準備をする月のはじめ
に開催されます。 学生たちが旧カテドラル（Sé Velha）の正面をうめつ
くし、伝統的なセレナーデに耳を傾けるとき、歓喜の波が町を包みます
。この歌がかの有名な「コインブラの歌」（Canção de Coimbra）で、記
念行事ケイマ・ダス・フィタス（リボン焼き祭り）のスタートを告げる
ものです。
1週間のあいだ、町では数多くのイベントが開催されます。なかでも有名
なのが、アカデミック・サロン（Sarau
Académico）、ダンスパーティ（Baile de
Gala）、フィゲイラ・ダ・フォス（Figueira da
Foz）での闘牛（Garraiada）、ティ・ダンス（Chá
Dançante）などです。
でも、なんといっても一番の見どころは、フェイラ広場（Largo da Feira
）の行事です。ここでは、「グレロ」（grelo）という、学部ごとのシン
ボルカラーのリボンがついた学生バッジが、大学初年度の儀式（Praxe）
で使われたおまるの中で焼かれます。
リボンを焼くことは、卒業生の新たな人生の始まりを象徴しているので
す。 祭りはにぎやかでカラフルなショーで幕を閉じます。学生たちは車
に乗り込み、手を振りながら、下町のバイシャ（Baixa）まで、はしゃい
で無礼講を繰り広げます。

Fátima
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開始日 2019-05-12 終了日 2019-05-13
ウェブサイト： http://www.santuario-fatima.pt, http://www.fatima.pt/pt
問い合わせ先: Fátima
ファティマ（Fátima）は聖母マリアの出現により、マリア崇拝において
世界で最も重要な中心地の1つになりました。
信者最大の集会は5月13日と10月13日に行われますが、5月12日の夜に行
われるキャンドル行進と式典を締めくくる5月13日の「アデウス（Adeus
）（別れの）」行進は特別なものです。

Óbidos
中世市場
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.mercadomedievalobidos.pt
問い合わせ先: Óbidos
7月には、オビドスの中世市場に行って過去を体験しましょう。
町の高い壁に囲まれたオビドスは、完全に中世の衣装をまとった何百人
ものエキストラと俳優にとって理想的なシナリオとなります。彼らは、
貴族、乞食、ラバ追い、大道芸人、演奏家、道化師、ダンサーを演じて
町の通りに命を吹き込みます。
エンターテインメント・イベントが行われる主な場所は城の隣にあり、
地上および馬上での槍試合トーナメント、中世のディナー、市場が開か
れる場所となります。ここでは中世の衣装から伝統的な自家製治療薬ま
であらゆるものが売られています。

マデイラ諸島
Ilha da Madeira
アトランティック・フェスティバル
開始日 2019-06-08 終了日 2019-06-29
ウェブサイト： http://www.visitmadeira.pt
問い合わせ先: Ilha da Madeira
6月、活気と伝統が1つになって、マデイラ（Madeira）を魅力的で楽しい
場所に変える。訪れた人々を印象的なコンサートやショーが迎える。
大西洋フェスティバル（Festival do Atlântico）は、6月を通して開催され
る文化・エンターテイメントイベントです。このイベントは以下の3つか
ら構成されています。マデイラ音楽祭（Festival de Música da
Madeira）、国際花火競技会（Concurso Internacional de
Pirotecnia）、各種のストリートパフォーマンスです。
毎週土曜の夜には、コンサートが開催されます。これに花火が加わり、
華やかな花火が音楽と一体となってハーモニーをかもし出し、喜びと色
彩に満ちた瞬間を演出します。
6月一杯こうした一連の行事が続き、マデイラの首都は魅力的な楽しさあ
ふれる場所に変わります。島を訪れる人々を、さまざまなコンサートや
ショーの楽しみが待っています。それがことさら印象深いのは、その芸
術的、音楽的なレベルの高さもさることながら、そこにかもし出される
魔法のような雰囲気のせいでもあるのでしょう。
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Ilha de Porto Santo
コロンブス・フェスティバル
開始日 2019-09-12 終了日 2019-09-14
ウェブサイト： http://www.visitmadeira.pt
問い合わせ先: Vila Baleira - Porto Santo
9月、大航海時代を思わせる雰囲気の中、ポルト・サント島（Porto Santo
）では音楽や演劇に関連した一連のパフォーマンスが繰り広げられる。
9月、ヴィラ・バレイラ（Vila Baleira）ではコロンブス（Cristóvão Colo
mbo）を記念する1週間が設定されています。コロンブスはこの島に立ち
寄り、その生涯の数年をこの地で送りました。
コロンブスがマデイラ（Madeira）と関わるようになったのは1478年のこ
とです。当時フンシャルの住民は、サトウキビ貿易に力を注いでいまし
た。コロンブスはポルト・サント島の領主の娘と結婚した後、この諸島
で暮らしました。彼の息子ディオゴ（Diogo）もここで生まれています。
このお祭りは、アメリカ大陸への航路や、大航海時代の英雄的な物語を
通して、コロンブスの時代のマデイラ諸島を人々の脳裏によみがえらせ
ます。
音楽、さまざまな展覧会、路上のエンターテイメント、伝統的なパレー
ドにより、コロンブスが町の波止場に仲間とともに降り立った当時の、
中世の雰囲気が再現されます。こうした一連の行事は、この1週間を本当
の意味で「歴史的」なものにしています。

スポーツ
ラリー・デ・ポルトガル
開始日 2019-05-30 終了日 2019-06-02
ウェブサイト： http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal,
https://twitter.com/rallydeportugal,
https://www.instagram.com/rallyportugal/
田舎道でスピードを出しながらポルトガルのラリー選手権で奪い合う世
界最高のライダーのノウハウを目撃せよ。
ポルトガルのラリーは、世界ラリー選手権FIA（国際自動車連盟）の第四
段階であり、一番活気のあるレースの一つになることが期待されていま
す。

アソーレス諸島
Ilha de São Miguel
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アソーレスSATAラリー
開始日 2019-03-21 終了日 2019-03-23
ウェブサイト： http://www.azoresrallye.com/
問い合わせ先: Ilha de São Miguel
2月末、アソーレスSATAラリーがサン・ミゲル島の美しい道路を舞台に
開催されます。
このアソーレス・ラリーは50年以上の歴史があり、ナショナル・チャン
ピオンシップの開催地としては最も重要なものとなっています。ここで
のランキングは、FIA（国際自動車連盟）主催のヨーロッパ・ラリー・カ
ップにも反映されます。
レースはポンタ・デルガーダ（Ponta
Delgada）のポルタス・ダ・シダーデ（Portas da Cidade）をスタート地
点として、サン・ミゲル島の風景美を代表するラゴア・ダス・セテ・シ
ダーデス（七つの町の湖）（Lagoa das Sete Cidades）をはじめ、まるで
観光ルートさながらにサン・ミゲル島の名所をめぐって開催されます。

アルガルヴェ
ツアー・オブ・アルガルヴェ（自転車競技・ロードレース）
開始日 2019-02-20 終了日 2019-02-24
ウェブサイト： http://voltaaoalgarve.com
問い合わせ先: Algarve
2月に開催された自転車レース、ヴォルタ・アン・アルガルヴェ [Algarve]
(ツアー・オブ・ザ・アルガルヴェ) には世界のトップサイクリング選手た
ちが集い、Eurosportを通じててヨーロッパ中にライブ中継されました。
2017年に国際自転車競技連合によりクラスHCに認定されたヴォルタ・ア
ン・アルガルヴェでは、世界中のツアーチームにより競争が行われ、多
くの国際的な有名サイクリング選手、特に優れたタイムトライアリスト
、スプリンターが顔を揃えます。
同ツアーのコースは、地域のロードウェイ全体に広がる5つのステージか
らなり、総距離は700キロに及びます。アルガルヴェはこのレースを通じ
て、自らを「サイクリングアクティビティの世界的な旅行先」と呼ぶに
相応しい最高の自然環境と景観、サイクリングルート、豊富なホテル、
文化、歴史に料理と、地域ならではの多様な魅力をアピールしています
。

Vilamoura
ポルトガル・マスターズ
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.visitalgarve.pt, http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com
問い合わせ先: Dom Pedro Victoria Golf Course - Vilamoura
9月、世界のトップ・ゴルファーがヴィラモウラ(Vilamoura)に一堂に会し
、ポルトガル・マスターズで腕を競います。
競技は2017年9月21日から24日まで、ヴィットリア・ゴルフ・クラブ(Vic
toria Clube de Golfe)で行われます。
このコースは、伝説の名ゴルファー、アーノルド・パーマーの設計によ
るもので、巧みに配されたバンカーと池や滝がかわるがわる現れ、プレ
ーヤーには試練の連続です。
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ポルトと北部地方
Peso da Régua
アルト・ドウロ・ワイン地区ハーフマラソン
開始日 2019-05-26 終了日 2019-05-26
ウェブサイト： http://meiamaratonadouro.pt/
５月はドウロに来て、世界で最も美しいレースの一つに参加しよう！
このハーフマラソンの距離は21キロメートルで、アルママール(Armamar)
自治体のBarragem de Bagaústeから出発し、目的地はPeso da
Réguaのドウロ通り(Avenida do Douro)です。コースはドウロ川に沿って
いるので美しい景色が楽しめます。このスポーツイベントには様々な国
からの参加者数千人が参加し、全国的にも国際的にも高く評価されてい
ます。
更に、ユネスコの世界遺産に登録されたこの世界最古のワイン生産地域
では、ハーフマラソンに加え、コンサート、展示会、ワインの試飲など
のイベントが行われ、忘れられない滞在になることでしょう。

ポルトガル中部地方
PT281 + ウルトラマラソン ベイラ・バイシャ [Ultramarathon
Beira Baixa]
開始日 2019-07-25 終了日 2019-07-28

ウェブサイト： http://www.pt281.com/
問い合わせ先: Beira interior
7月の終わりに、ポルトガル中部 [Centro de Portugal]
に位置するベイラ・インテリオール [Beira
Interior]を横断する三泊四日の日程で開催される、281 km を超える長距離
レースに世界中のアスリートが参加し戦いを繰り広げます。
PT281 + ウルトラマラソンは、アスリートが肉体的に厳しいレースに挑
戦することで己の限界に挑み、答えを見出すメジャーな大会となってい
ます。時間にして最大66時間、GPS によるガイドに従って林道や田舎道
、競技用トラック、散歩道、アスファルトの上を走ります。
この大会は、ペナマコール[Penamacor] が出発地点、
カステロ・ブランコ [Castelo Branco]
がゴール地点となっています。イダーニャ・ア・ノーヴァ [Idanha-aNova]、ヴィラ・ヴェーリャ・デ・ロダン [Vila Velha de
Rodão]、プロエンサ・ア・ノーヴァ [Proença-a-Nova]、オレイロス
[Oleiros] といった都市を通過します。本大会に参加することで地元の慣
習や伝統を知る機会となり、また、歴史的集落であるシストの村 [Aldeias
Históricas e do Xisto] 、テージョ国際自然公園 [Parque Natural do Tejo
Internacional] やジオパルケ・ナチュルテジョ [Geoparque Naturtejo]
をはじめとする、地域の自然および歴史的遺産を知る機会でもあります
。

Belmonte
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Semana Europeia de Cicloturismo 2019
開始日 2019-06-29 終了日 2019-07-06
ウェブサイト： http://sect2019.fpciclismo.pt
問い合わせ先: Belmonte

Peniche
モチェ主催リップ・カール・プロ・ポルトガル (Rip Curl Pro
Portugal)
開始日 2019-10-16 終了日 2019-10-28

ウェブサイト： http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
問い合わせ先: Supertubos (Peniche); Carcavelos e Guincho (Cascais)
10月は世界で最も重要なプロサーフィン大会があるポルトガルにいらし
てください！
世界最高のサーファーが参加するASPワールドツアーの試合、リップ・
カール・プロ・ポルトガルは、サーフィン大会に最適な環境を提供する
この時期に毎年ペニシェ(Peniche)とカスカイス(Cascais)で行われます。
選ばれたビーチはサーファーの間でよく知られたカルカベロス(Carcavelo
s)、ギンショ(Guincho)、そして特に有名なスーペルチューボス(Supertub
os)です。後者はその大きな管状の波で有名です。

リスボンとその周辺地方
Lisboa
リスボン・ハーフ・マラソン

リスボン国際障害飛越大会

開始日 2019-03-17 終了日 2019-03-17

開始日 2019-05-30 終了日 2019-06-02

ウェブサイト： http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa
問い合わせ先: Lisboa

ウェブサイト： http://www.sociedadehipica.pt, http://csiolisboa.com

リスボン・ハーフ・マラソン（Meia Maratona de Lisboa）は3月に行われ
、ランナーはコースとなっている4月25日橋（Ponte 25 de
Abril）から町の美しい全景を眺めることができます。
このレースでは、テージョ川（Rio Tejo）の反対側の土手にある高いブー
スのスタート地点からベレンのジェロニモス修道院（Mosteiro dos Jeróni
mos）前のゴール地点まで21,097メートルの距離を走ります。この大会は
、国際マラソンロードレース協会（AIMS）の公式スケジュールの一部と
なっており、競技参加者には世界のトップ・アスリートが何人か含まれ
る予定です。

問い合わせ先: Hipódromo do Campo Grande - Lisboa
5月、リスボンでは、世界でトップ10の乗馬イベントの1つであるリスボ
ン公式国際障害飛越大会（CSIO）が開催されます。
CSIOは、イベリア杯の世界トーナメントである「サムスン・ナショナル
・カップ・シリーズ」の一部です。 現在サムスン・ナショナル・カップ
・シリーズの一部となっているネーションズ・カップは、CSIOの最も重
要なチーム・イベントです。

ハーフ・マラソンのプログラムの一環としてミニ・マラソンがメイン・
イベントとして同時にスタートしますが、これは距離が7,200メートルで
、希望するすべての人が参加でき、実際の競技というよりは基本的に社
交イベントとして開かれるものです。 リスボンを訪れるときには、この
スポーツの祭典に参加しましょう。昨年は、世界記録となる36,000人も
の人々が参加しました。また、車と鉄道専用の4月25日橋を徒歩で渡ると
いうこのすばらしい機会を利用して、ポルトガルの首都全体を見渡すこ
とのできるすばらしい眺めを楽しんでください。
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展覧会
リスボンとその周辺地方
Lisboa
ARCO Lisboa
開始日 2019-05-16 終了日 2019-05-19
ウェブサイト： http://www.ifema.es/arcolisboa̲01/
問い合わせ先: Cordoaria Nacional - Lisboa
名声ある現代アートフェアARCOが年5月にリスボンで開催されます。
ARCO Lisbonには、組織委員会が選定した40の国際的画廊が参加し、こ
こだけでまたはそのプログラムの一環として画家を紹介し、ポルトガル
のクリエイティブシーンで率直で建設的な対話をする予定です。この国
際的拡大プロジェクトは、その過去、現在、そして未来が特にダイナミ
ックで興味深いものになる、ポルトガルの現在のアートシーンの注目度
を高めてくれるはずです。

市場
リスボンとその周辺地方
Estoril
FIARTIL‐エストリル国際手工芸品フェア
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.visitcascais.com
問い合わせ先: Estoril
夏の暑い夜を利用してエストリル国際手工芸品フェア（Feira
Internacional de Artesanato do Estoril）に参加しましょう。
このイベントは40年以上定期的に開催されており、エストリル・カジノ
（Casino do Estoril）の隣の屋外会場で行われます。このイベントは、国
内外の手工芸品を手に入れたいと考えているすべての人および工芸職人
の作品を理解する人にとってすばらしい場所であり、工芸職人は作品の
制作方法を見せる直接の機会を提供します。
さまざまなレストランでは最高のポルトガル料理が提供され、ポピュラ
ー音楽、ファドまたは民俗芸能の公演が一緒に行われます。

料理とワイン
ポルトガル中部地方
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Óbidos
チョコレート・フェスティバル
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
問い合わせ先: Óbidos
3／4月、甘いものがお好きな方はオビドスの国際チョコレート・フェス
ティバルに参加する機会を見逃すわけにはいきません。
数日の間、中世の町の狭い通りはケーキとお菓子の本物のショーケース
に変わり、誰でも試食と購入ができます。
若い訪問者には「子供のチョコレート・ハウス」がレクリエーション活
動と教育活動を行い、いくつかのレシピを作成できる台所が提供されま
す。 大人は、チョコレートが常に基礎的な材料となる調理クラスに参加
することができ、また「チョコレート・オブ・ザ・イヤー」や「チョコ
レート・レシピの国際大会」といったプロの菓子職人が参加する大会を
見学して、本物の芸術作品である数々のチョコレート彫刻に驚嘆するこ
ともできます。

マデイラ諸島
Ilha da Madeira
マデイラ(Madeira)ワインフェスティバル
開始日 2019-08-25 終了日 2019-09-08
ウェブサイト： http://www.visitmadeira.pt
問い合わせ先: Funchal, Estreito de Câmara de Lobos
9月はマデイラ島の最も象徴的産物の一つ、ワインを讃えるフェスティバ
ルが見逃せません。
マデイラワインの収穫を祝うこのお祭りは、マデイラを訪ねる良いきっ
かけといえるでしょう。フンシャル(Funchal)から島内の他の都市にかけ
て繰り広げられる、光、音、音楽を盛り込んだライブエンターテインメ
ントが祭りの見所の一つです。
フンシャルから12kmのカマラ・デ・ロボス(Câmara de Lobos)地区では
、ブドウ摘みに参加したり、グレープピッカーの行列に参列するなど地
元の伝統的収穫イベントにもご参加いただけます。

リスボンとその周辺地方
Lisboa
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リスボンで魚料理
開始日 2019-04-04 終了日 2019-04-14
ウェブサイト： http://www.peixemlisboa.com
問い合わせ先: Pavilhão Carlos Lopes - Lisboa
４月に行われるイベント、「リスボンで魚料理」にて、ポルトガルのシ
ェフと海外のシェフの革新的な創作料理を堪能できます。
11日間、魚と魚介類をベースにした美食のプレゼンテーションを味わい
に地域の高級レストランに出かけ、美味しいワインととも楽しいときを
過ごせます。
また、同時進行で大人向けと子供向けの料理教室が開催され、リスボン
特産品のグルメ市場も開催されます。更に「最高のカスタードタルト」
と「ベスト・トレード」のコンクールもあります。
美食好きなら是非ご参加を！

映画
ポルトと北部地方
Porto
ファンタスポルト‐ポルト国際映画祭
開始日 2019-02-19 終了日 2019-03-03
ウェブサイト： http://www.fantasporto.com
問い合わせ先: Rivoli Teatro Municipal - Porto
2月と3月のファンタスポルト・ファンタジー、ポルト国際ファンタジー
映画祭に向けて準備しましょう。
世界で最高の映画祭の1つと考えられているファンタスポルト期間中、町
にはイマジナリー、ファンタスティック、サイエンス・フィクションの
各映画が押し寄せます。

マデイラ諸島
Funchal
Madeira Film Festival（マデイラ映画祭）
開始日 2019-04-08 終了日 2019-04-14
ウェブサイト： http://www.madeirafilmfestival.com
問い合わせ先: Teatro Municipal Baltazar Dias - Funchal
天然資源保全の意識を高めてくれる、マデイラ映画祭に是非足を運んで
みてください。
この映画祭ではマデイラ島(Madeira)で開催され、自然をテーマにした個
人の映画、短編映画、ドキュメンタリー映画を観ることができます。マ
デイラ島には真の「生き遺物」である、地球で最大の照葉樹林が存在し
、世界自然遺産としてユネスコに登録されました。
米国市場のいくつかの有名な映画祭とのパートナーシップと英国との強
いコネクションに保証された、革新的で排他的な性質を持つ国際的なイ
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ベントです。“Laurissilva”（照葉樹林）賞は、国際的に認められた審査員
によって選ばれた最高の映画に与えられます。

リスボンとその周辺地方
Lisboa
インディー・リスボア（Indie
Lisboa）‐リスボン国際インディペンデント映画祭
開始日 2019-05-02 終了日 2019-05-12

ウェブサイト： http://www.indielisboa.com
問い合わせ先: Lisboa
月、リスボンの国際インディペンデント映画祭であるインディー・リス
ボア（Indie Lisboa）で新しい映画を発見しましょう。
この映画祭は、世界の映画における新しい芸術家とトレンドを発見する
最高の場所です。

音楽
アソーレス諸島
Angra do Heroísmo
アングラ・ジャズ
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.angrajazz.com
問い合わせ先: Angra do Heroísmo - Terceira
10月のアングラ・ド・エロイズモ国際ジャズ・フェスティバル（Festival
Internacional de Jazz de Angra do Heroísmo）は、ポルトガルの主要なジ
ャズ・フェスティバルの1つとしての地位を確立してきました。 アングラ
・ジャズは、北米およびヨーロッパの有名なジャズ・ミュージシャンの
参加に頼っており、近年少なくとも1つはポルトガルのグループそして1
つは地元のグループを含まなくてはならないという条件が設けられまし
た。このフェスティバルは、アソーレス諸島（Ilhas dos Açores）におけ
るジャズへの関心に革新を起こし、それを発展させることを目的として
います。

アルガルヴェ
Loulé
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フェスティバル・メッド
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.festivalmed.pt
問い合わせ先: Loulé
夏の初めにロウレーに行けば、地中海の国々の音楽と味覚を楽しめます
。 メッド・フェスティバルが開催される5日間、ロウレーの歴史地区の中
心をめぐる通りは明るさと興奮であふれます。
それというのも、モロッコや、スペイン、イタリア、ギリシャ、そして
ポルトガルといった南ヨーロッパの国々から、おおぜいのワールド・ミ
ュージック界の有名なミュージシャンがこのロウレーの町に集まるから
です。「音楽ともっといろいろ（music and much more）」のスローガン
をかかげるメッド・フェスティバルでは、音楽以外のアート・イベント
も行われます。例えば、手工芸品の展覧会、ダンス・パフォーマンス、
ストリート・シアターなどです。 地中海沿岸地域のさまざまな国の文化
を紹介するこのイベントの仕上げとなるべく、会場となるロウレーの歴
史地区では、多くのレストランで参加国それぞれの伝統料理を味わうこ
とができます。
細い小道が曲がりくねっているロウレーの町には、今もムーア人による
支配の時代を思わせる雰囲気がただよっています。フェスティバル期間
中の5日間は、多くの共通点も見られる多様な文化の、正真正銘のカルチ
ャーミックスとなるでしょう。

アレンテージョ
Barrancos
Festival Terras sem Sombra
開始日 2019-01-26 終了日 2019-07-07
ウェブサイト： https://terrassemsombra.pt/
問い合わせ先: Vila de Frades, Serpa, Monsaraz, Valência de Alcântara
Olivença, Beja, Elvas, Cuba, Ferreira do Alentejo, São Martinho das
Amoreiras (Odemira), Barrancos, Santiago do Cacém,Sines
地域の伝統と歴史的ルーツを訪れる際は、バイショ・アレンテージョの
もっとも素晴らしいモニュメントで、最高の宗教音楽を鑑賞してくださ
い。
ポルトガル最大の宗教音楽フェスティバルである「フェスティバル・テ
ラス・セム・ソンブラ」（「陰影のない土地」）は、国際的に認められ
た作曲家、演奏者、アーティストの才能を示すだけでなく、バイショ・
アレンテージョ地方の重要な遺産を構成するいくつかの教会を発見する
機会でもあります。
フェスティバルでは、その中心的なテーマとしての音楽だけでなく、テ
ーマ別の会議、ガイド付きツアー、アートや文化に照準を定めたアクテ
ィビティ、自然保全や生物多様性の保護など、並行活動用のスペースも
特徴としています。

Sines
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ワールド・ミュージック祭
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.fmm.com.pt
問い合わせ先: Porto Covo e Sines
毎年7月の最後の週末に、ワールド・ミュージックの分野でポルトガル最
大のイベントであるワールド・ミュージック祭（Festival Músicas do
Mundo）が開催されます。
この祭の開催地の1つはシネス城（Castelo de Sines）であり、世界のさ
まざまな文化的表現の多彩さと豊かさを示す環境と空間となっています
。この祭は国の最も庶民的な文化イベントの1つであると考えられていま
す。

Zambujeira do Mar
南西地域祭
開始日 2019-08-07 終了日 2019-08-10
ウェブサイト： http://sudoeste.meo.pt
問い合わせ先: Herdade da Casa Branca - Zambujeira do Mar
南西地域祭（Festival Sudoeste）はポルトガルで最大の夏の祭です。この
祭は、美しいビーチと穏やかな気温で有名なアレンテージョ（Alentejo）
沿岸地方の漁業の町であるザンブジェイラ・ド・マール（Zambujeira do
Mar）で8月に行われます。
さまざまな種類のバンドによる演奏が4日間行われます。このショーでは
、朝早い時間から電子音楽が流れます。

ポルトと北部地方
Matosinhos
EDPビーチパーティー[EDP Beach Party]
日付は後日連絡予定
問い合わせ先: Praia do Aterro Norte - Matosinhos
6月、マトジーニョス[Matosinhos]のアテロ・ノルテ・ビーチ[Praia do
Aterro Norte]ではヨーロッパ最大のビーチパーティーと呼ばれるイベント
に再び地球最高のDJたちをお迎えします。お見逃しなく!
パーティーは29日の午後4時に始まり、午前4時まで続きます。翌日も同
じスケジュールとなっており、ラジオ・ノバエラ[Radio Nova Era]のリス
ナーにはおなじみの最高の電子音楽を合計24時間お楽しみいただけます
。
過去10回に渡り、アヴィーチー[Avicii]、スウェディッシュ・ハウス・マ
フィア[Swedish House
Mafia]、ティエスト[Tiesto]、デヴィッド・ゲッタ[David
Guetta]、ディミトリ・ヴェガス&ライク・マイク[Dimitri Vegas & Like
Mike]、マーティン・ギャリックス[Martin Garrix]などといった錚々たる面
々がEDPビーチパーティー最大の舞台でパフォーマンスしてきました。

Paredes de Coura
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パレーデス・デ・コウラ・フェスティバル
開始日 2019-08-14 終了日 2019-08-17
ウェブサイト： http://www.paredesdecoura.com
問い合わせ先: Praia do Tabuão - Paredes de Coura
8月には、4日間のパレーデス・デ・コウラ・フェスティバルを見逃さな
いように。
主にオルタナティブ・ロックを演奏するバンドが、ポルトおよび北部地
域のパレーデス・デ・コウラの町の近くにある、タブアン（Tabuão）の
川岸の自然の円形競技場でパフォーマンスを行います。

Porto
オプティマス・プリマヴェーラ・サウンド(NOS Primavera
Sound)
開始日 2019-06-06 終了日 2019-06-08

ウェブサイト： http://www.nosprimaverasound.com
問い合わせ先: Parque da Cidade - Porto
5/6月は、ポルトに国内、海外の有名アーティストが集う、オプティマス
・プリマヴェーラ・サウンド(NOS Primavera Sound)が見逃せません。
2001年以来スペイン、バルセロナで開催されている野外フェスティバル
、サン・ミゲル(São Miguel) プリマヴェラ・サウンドのポルトガルバージ
ョンとして位置づけされているNOS Primavera Sound。このイベントで
は様々なジャンルや新しいバンドだけでなく、キャリア長くリスペクト
を集めているアーティストにも力を入れています。
プログラムは各ステージにより異なり、たとえば、NOSメインステージ
では、エレクトロ／テクノ系やDJダンスミュージック、コンサートが催
され、他には、イギリス、アメリカ、オーストラリア各国でイベントを
開催しているイギリスのプロモーター、All Tomorrowʼs Parties
(ATP)によるステージなどがあります。
このフェスティバルは、大西洋海岸に面し、収容可能人数約3万人という
大規模な都市公園、パルケ・ダ・シダーデ(Parque da Cidade)にて行われ
ます。フェスティバル初日と最終日は、ポルト市内でパフォーマンスが
行われ、音楽で人々の心を一つに、“プリマヴェーラ・サウンド(Primaver
a Sound)”のスピリットを市内に吹き込みます。

Vila Nova de Gaia
マーレス・ビバス・フェスティバル(MEO Marés Vivas)
開始日 2019-07-19 終了日 2019-07-21
ウェブサイト： http://maresvivas.meo.pt
問い合わせ先: Vila Nova de Gaia
“都会的でアーバン、ジャンルを越えた幅広い音楽を網羅、見逃せない必
須イベント”という表現がぴったりくるマーレス・ビバス・フェスティバ
ル(Festival Marés Vivas)がヴィラ・ノヴァ・デ・ガイア(Vila Nova de Gai
a)のドウロ川河口のユニークなロケーション、カヴェデロ(Cabedelo)で開
催されます。もうチケットは購入されましたか？
上のキャッチフレーズ通り、ガイア市とポルト市、都会近郊で開催され
るため、公共交通機関で簡単にアクセスでき、幅広いジャンルの有名な
アーティストが集まるこのフェスティバルは、必須イベントとして、ポ
ルトガル各地だけでなく、スペインや他のヨーロッパの国々の人々を魅
了しています。
見所が音楽だけでなく、海岸沿いの美しい景色の中で行われるこのマー
レス・ビバス・フェスティバルは、自然環境保護にも積極的で、2010年
には100％リサイクル認証制度100Rの認証を取得しています。
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ポルトガル中部地方
Figueira da Foz
RFM SOMNII
開始日 2019-07-05 終了日 2019-07-07
ウェブサイト： http://www.rfm.sapo.pt
問い合わせ先: Praia do Relógio - Figueira da Foz
7月にはフィゲイラ・ダ・フォズに来てRFM SOMNIIに参加しましょう。
これは見逃せないイベントで、かつてない最高のサンセットパーティー
を約束します。
RFM SOMNIIでは3日間にわたり、フィゲイラ・ダ・フォズのPraia do Re
lógioビーチに、世界で最高のDJのサウンドをお届けします。太陽とビー
チ、そして 素晴らしい自然のセッティングの中での数々の電子音楽は、
このフェスティバルでの欠かせない要素で、これは年々増加する聴衆を
魅了するユニークな体験となっています。今年のイベントでは、約80,00
0人の聴衆が予想されています。

Idanha-a-Nova
Boomフェスティバル 2020
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.boomfestival.org
問い合わせ先: Herdade do Torrão - Idanha-a-Nova
7 月はイダーニャ・ア・ノヴァ（Idanha-a-Nova）の水辺で、アートと自
由と自然をたたえるBoomフェスティバル（Boom
Festival）に参加しよう。 ２年おき、８月の満月の間に開催されるこのフ
ェスティバルは、独立系アート・カルチャーをテーマとしたユニークな
イベント。パフォーマンス、音楽、マルチメディア、絵画、バイオコン
ストラクション、演劇、映画、講演会、ワークショップ、インスタレー
ションなど、さまざまなアートが集合します。フェスティバルの運営で
は環境面も意識され、ゴミと水の処理に関し、サステナビリティ（持続
可能）の領域でさまざまな計画が推し進められています。 フェスティバ
ル開催地となる風光明媚な場所からは、歴史ある村モンサント（Monsant
o）のすばらしい眺望が。周囲に広がるジェオルパルケ・ナトゥルテージ
ョ自然公園（Geoparque Naturtejo）は、自然、歴史、文化的遺産に恵ま
れ、その地質学的な豊かさから、ユネスコによって登録されています。

Tomar
フェスティバル・ボン・ソン [Festival Bons Sons]
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.bonssons.com
問い合わせ先: Cem Soldos (Tomar)
8月中旬、トマール [Tomar] に近いセム・ソルドス [Cem Soldos] 村でボ
ン・ソン・フェスティバルが開かれ、ベスト・ポルトガル・ミュージッ
クにスポットライトを当て、オールジャンル、全世代を受入れる祭典と
なっています。
ボン・ソン [Bons Sons] はただの音楽祭にとどまらない、ユニークな体験
ができる祭典となっています。これは実際に村自体が会場であるためで
す。8つのステージが村の通りや広場、教会、そのほかの地域施設に完璧
に融合しており、それぞれのステージは異なるプログラム編成となって
います。
このイベントと村の環境の融合はこれだけではありません。村人たち自
らもフェスティバルの上演に関わっていて、参加者の受け入れやサポー
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トを行っています。このホストとビジターとの間の特別な交流があるた
め、他の音楽イベントにはない体験ができるのです。

マデイラ諸島
Funchal
NOS サマー オープニング [NOS Summer Opening]
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.nossummeropening.com/
問い合わせ先: Funchal
NOS サマー
オープニングは7月に開催される音楽祭です。大西洋とフンシャル
[Funchal] をバックドロップに掲げ、ユニークな自然環境の中で実施され
る真の祭典であり、太陽とポジティブなエネルギーのへのトリビュート
です。
この都市部での祭典は、サンタ・カタリナ公園 [Parque de Santa
Catarina] の円形競技場で開催されます。2日間の間、ヒップ・ホップ、レ
ゲエ、ファンク、ソウルといった音楽のリズムに合わせた心地いい振動
が聞こえてきます。昨年ではモーチーバ [Morcheeba] のスカイ [Skye]
とロス [Ross]、ブラカ・ソム・システマ [Buraka Som Sistema]、Richie
Campbell [Richie Campbell]、ナチフッツ [Natiruts]、Dengaz
[Dengaz]、Gabriel o Pensador [Gabriel o Pensador]、 ジャザノバ
[Jazzanova]、 Da Chick [Da Chick]、 Orelha Negra [Orelha Negra] をは
じめとする、幅広いジャンルのアーティストたちが数多く参加していま
す。
この祭典と世界最高の島を存分に楽しむには、2日パスを利用しましょう
。このパスにはパラグライディング、サーフィン、マウンテンバイク・
ダウンヒル、ジープやカタマランに乗ってのホエール ウオッチングなど
のアクティビティを追加できる4セットパックがあります。

リスボンとその周辺地方
Cascais
EDP Cool Jazz（クール・ジャズ・フェス）
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： https://www.edpcooljazz.com/
問い合わせ先: Hipódromo Manuel Possolo - Cascais
夏の夜に美しい庭園と質の高い音楽。完璧な組み合わせだと思いません
か？
多品種と高品質がモットーのクール・ジャズ・フェスティバルでは、今
の時代をリードする偉大な歌手と器楽奏者がリスボン近辺のとても美し
い場所で演奏してくれます。
ショーの前や後でも、王族や貴族が休暇先として選んだこの地域を是非
観光してみてください。観光名所はたくさんあります。美しい宮殿や博
物館、賑やかなビーチと静かなビーチ、美味しいレストランとたくさん
の楽しい時間を過ごし、帰るのが惜しくなるでしょう。
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Costa de Caparica
ソル・ダ・カパリカ[Sol da Caparica]
日付は後日連絡予定
ウェブサイト： http://www.osoldacaparica-festival.pt/
問い合わせ先: Parque Urbano - Costa da Caparica
8月、コスタ・ダ・カパリカ[Costa da Caparica]でのサーフィンとビーチ
の融合による最高のポルトガル音楽をお届けするソル・ダ・カパリカも
お見逃しなく。
このフェスティバルはアルマダ[Almada]にあるコスタ・ダ・カパリカのア
ーバン・ガーデン(アーバン・ガーデン)[Parque Urbano]で開催されます
。4日間にわたる一連のパーティーで、ポルトガル語が公用語の地域であ
るポルトガル、アフリカ、ブラジルなどの音楽界の有名人に出会うでし
ょう。ヒップホップ[hip hop]からロック[rock]およびファド[fado]、サンバ
[samba]からキゾンバ[kizomba]まで毎日11時間以上さまざまな音楽をお楽
しみいただけます。
さらにソル・ダ・カパリカはダンス、芸術表現、グラフィティ、アニメ
映画のようなアートや新たな価値にも居場所を作ります。スケートボー
ド、スタンドアップ・パドル、サーフィン、ウィンドサーフィン、ボデ
ィボードなど、アクティブなフェスティバル参加者ほど、アドレナリン
があふれるたくさんのオプションもあります。

Lisboa
Rock in Rio

スーパー・ボック・スーパー・ロック (SuperBock SuperRock)

日付は後日連絡予定

開始日 2019-07-18 終了日 2019-07-20

ウェブサイト： http://rockinriolisboa.sapo.pt

ウェブサイト： http://www.superbocksuperrock.pt

問い合わせ先: Parque da Bela Vista - Lisboa

問い合わせ先: Meco, Sesimbra

“Rock in Rio―リスボン”が、2020年最大のフェスティバルとして帰ってき
ます。ベラ・ヴィスタ公園(Parque da Bela Vista)を会場に、リスボンで
は今回で5回目を迎える世界最大のミュージック＆エンターテイメント・
フェスティバルが開催されます。

スーパーボック・スーパーロックはロックの精神にのっとって不満を表
明！2019年の回は素晴らしいイベントになることをお約束します。

感動あふれる4日間、ベラ・ヴィスタ公園はロックの街に。期間中、各特
設ステージで12時間以上におよび、ありとあらゆるジャンルと世代の音
楽がくりひろげられます。“パルコ・ムンド” (Palco Mundo)には海外ミュ
ージックシーンの大スターが登場、“テンダ・エレットロニカ” (Tenda
Electrónica)では国内外の有名DJやVJがプレイ、“ホット・ステージ” (Hot
Stage)にはベテラン勢と人気上昇中の新世代アーティストが次々に登場し
ます。

ポルトガルでの大きなお祭りとしてまったく新しいスタイルで、現代、
都市、都会を2019年のコンセプトとして、スーパーボック・スーパーロ
ックはこれまでと同じように国際的なポルトガルのアーティストを迎え
ます。

コンサート以外にも、緑あふれるスペースとさまざまなレジャーを楽し
みながら過ごす一日は、家族行楽としてもおすすめです。体力に自信の
ある方は、本物の雪のコースがある “エスパソ・ラジカル” (Espaço
Radical)でスノーボードが、またお子様は“エスパソ・キッズ” (Espaço
Kids)で子供向けレジャーが存分に楽しめます。

ベレン・ミュージック・デイズ
開始日 2019-04-25 終了日 2019-04-28
ウェブサイト： http://www.ccb.pt
問い合わせ先: Centro Cultural de Belém - Lisboa
4月に、ベレン文化センターにて、“ミュージック・デイズ”のイベントが
開催されます。
3日間にわたり、ベレン文化センターのあらゆるスペースに音楽が溢れ、
世界に認められたアーティストによる新しい形のコンサートが多岐にわ

2013 ポルトガル観光局 無断転載・転用禁止
info@visitportugal.com

21/22

たって行われます。プログラムはクラシック音楽が中心ですが、ジャズ
など新たなジャンルの音楽も楽しめます。
コンサートの合間には、ポルトガルのモダン建築の象徴であるベレン文
化センターの中庭に出て、素晴らしいテージョ川の眺めを楽しみ、リラ
ックスしてください。

Oeiras
NOS Alive!（オエイラス・アライヴ！）
開始日 2019-07-11 終了日 2019-07-13
ウェブサイト： http://www.nosalive.com
問い合わせ先: Passeio Marítimo de Algés
7月はオエイラス・アライヴ！音楽とアートが融合した一大イベントで、
今一番旬のバンドのステージを生で体験。
テージョ川を望むパッセイオ・マリティモ・デ・アルジェス(Passeio
Marítimo de Algés)を会場に、オエイラス・アライヴ！今回も前回に劣ら
ぬ大盛況が予想されます。 国内外の音楽界の大スターが参加し、3日間に
わたり各特設ステージでショーをくりひろげるこのオエイラス・アライ
ヴ！は、都市芸術のために設けられたスペースで若手造形作家らがリサ
イクル素材で作品制作を行うなど、そのユニークな個性で2007年にはベ
ストフェスティバルのひとつとしてすっかりおなじみの存在になってい
ます。

2013 ポルトガル観光局 無断転載・転用禁止
info@visitportugal.com
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