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シドニー事務
所

クレアシドニー事務所における
ワールドマスターズゲームズ 2021関西のPRの取り組み

ワールドマスターズゲームズとは
ワールドマスターズゲームズ（WMG）は、スイ

スに本部を置く国際マスターズゲームズ協会（The 
International Masters Games Association）が主宰
する生涯スポーツの国際総合競技大会で、概ね 30 歳以
上という年齢要件さえ満たせば誰でも出場することがで
きます。

WMG は、原則としてオリンピックの翌年に４年ご
とに開催され、2010 年以降は５年ごとに冬季大会も
開かれています。1985 年のトロントでの初開催から

2017 年のオークランド大会で 9 回目を迎え、記念す
べき第 10 回大会は関西地域において開催される予定と
なっています。これは、WMG 史上初のアジア開催と
なります。

この WMG2021 関西の開催時期については、当初予
定していた 2021 年 5 月から延期し、2022 年中に開
催することが決定されました。延期後の具体的な開催日
程については、決定次第、WMG2021 関西の公式 HP

（https://wmg2021.jp/）で公表されますので、最新
情報をご確認ください。

なお、大会名称については、現行の「ワールドマス
ターズゲームズ 2021 関西」から変更ありません。

また、直近の 2017 年オークランド大会の運営と
その成果については、当協会が発刊している CLAIR 
REPORT 第 457 号（http://www.clair.or.jp/j/forum/
pub/docs/457.pdf）において詳しく説明していますの
で、ぜひご覧ください。

WMG は、オセアニア地域では過去に４回も開催さ
れていて、オーストラリアおよびニュージーランドでは
関心の高いスポーツ競技大会となっています。
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オークランド大会の会場で WMG2021 関西を PR する大会
マスコットのスフラ。スフラは、大会創設時に提唱された

「スポーツ・フォー・ライフ（人生を豊かにするスポーツ）」
の理念の頭文字を取って命名された。

WMG のあゆみ
開催年 開催地（国） 参加者数
第１回

（1985 年）
トロント

（カナダ） 8,305 人

第２回
（1989 年）

ヘアニング、
オールボー、オーフス

（デンマーク）
5,437 人

第３回
（1994 年）

ブリスベン
（オーストラリア） 23,659 人

第４回
（1998 年）

ポートランド
（米国） 11,000 人

第５回
（2002 年）

メルボルン
（オーストラリア） 24,886 人

第６回
（2005 年）

エドモントン
（カナダ） 21,600 人

第７回
（2009 年）

シドニー
（オーストラリア） 28,676 人

第８回
（2013 年）

トリノ
（イタリア） 19,000 人

第９回
（2017 年）

オークランド
（ニュージーランド） 28,571 人

第 10 回
（2022 年）

関西
（日本）

50,000 人
（目標）

※ WMG2021 関西ウェブサイト掲載情報をもとに作成



オーストラリア・ニュージーランドに
おける姉妹都市関係会議での PR

大規模国際スポーツ大会を通じた交流は、姉妹都市交
流に資することから、クレアシドニー事務所では、オー
ストラリアおよびニュージーランドで開催される姉妹都
市関係の会議で WMG2021 関西の PR を行ってきまし
たので、その活動の一部を紹介します。
⑴ ニュージーランド姉妹都市協会カンファレンス 2019

2019 年３月 21 日から 23 日まで、ニュージーラン
ドのパーマストンノース市でニュージーランド姉妹都市
協会（Sister Cities New Zealand, SCNZ）カンファ
レンス 2019 が開催され、クレアシドニー事務所も参
加しました。同カンファレンスは、姉妹都市交流に携わ
るニュージーランド内外の関係者が集まり、姉妹都市交
流の好事例やその理論的側面を学び、意見交換する会議
です。ニュージーランドのみならず、オーストラリア、
米国、中国、日本からも、地方自治体、各自治体姉妹都
市委員会、大学の関係者ら約 150 人が参加しました。

クレアシドニー事務所は、日本で連続して開催される
大規模国際スポーツ大会を PR し、特に WMG2021 関
西について、市民の参加を通じた姉妹都市交流を促す観
点からプレゼンテーションを行いました。

⑵ オーストラリア姉妹都市協会フォーラム 2019
2019 年９月 19 日と 20 日の２日間、西オースト

ラリア州のパース市でオーストラリア姉妹都市協会
（Sister Cities Australia, SCA）フォーラム 2019 が開
催されました。オーストラリアのみならず、ニュージー
ランド、米国、中国からも姉妹都市関係機関の代表ら約
50 人が参加し、姉妹都市交流の好事例を学び、姉妹都

市交流のあり方や、姉妹都市交流への若年層の巻き込み
方、姉妹都市交流の経済効果などについて意見交換を行
いました。

クレアシドニー事務所は、この場でも、西オースト
ラリア州が、WMG2021 関西の開催地となる兵庫県
の姉妹州であることも踏まえ、姉妹交流を促す観点で、
WMG2021 関西をはじめとする大規模国際スポーツ
大会の PR を行いました。同フォーラムに参加していた
参加者から、WMG2021 関西にラグビーチームで参
加したいので参加手続きを教えて欲しいという声が上
がり、具体的な成果を得ることができました。その後、
WMG2021 関西組織委員会事務局職員がオーストラリ
アで PR を行うために渡豪した際に、そのラグビーチー
ムの代表者にお会いいただきました。その様子は後述し
ます。
⑶ ニュージーランド姉妹都市協会地域会議

2020 年１月 29 日、ニュージーランドのクライスト
チャーチ市で SCNZ の地域会議であるカンタベリー地
域姉妹都市フォーラムが開催され、地方自治体や各自
治体姉妹都市委員会等の関係者ら約 40 人が参加しま
した。

クレアシドニー事務所は、クレアの活動概要を紹介す
るとともに、WMG2021 関西をはじめとする大規模国
際スポーツ大会について、姉妹都市交流の観点からプレ
ゼンテーションを行いました。

オーストラリア・ニュージーランドに
おける日本祭りでの PR

WMG2021 関西は広域での開催ということもあり、
観光誘客の点でも大きな効果が期待されています。クレ
アシドニー事務所では、オーストラリアおよびニュー
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SCNZ カンタベリー地域姉妹都市フォーラムで WMG2021
関西の PR を行うクレアシドニー事務所職員

SCNZ カンファレンス 2019 で WMG2021 関西の PR を行
うクレアシドニー事務所職員
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ジーランドにおける日本祭りにも積極的に出展し、WMG
2021関西と関西地方の観光 PR や日本各地の観光 PR を
行っていますので、その活動の一部を紹介します。
⑴ South West Festival of Japan（西オーストラリア州）

2019 年 9 月 8 日、クレアシドニー事務所は、西
オーストラリア州のバンバリー市で開催された「South 
West Festival of Japan」にブース出展し、バンバリー
市の姉妹都市である世田谷区や日本各地の観光 PR を行
い、また、WMG2021 関西の PR も行いました。

⑵ オークランドジャパンデイ 2020
2020 年２月９日、毎年数万人の来場者でにぎわう

ニュージーランドで最大規模の日本祭りであるオークラ
ンドジャパンデイ 2020 が、開催されました。

クレアシドニー事務所は、当イベントに初めて出展
し、在オークランド日本国総領事館と JETAA（元 JET
参加者の会）オークランド支部の隣にブースを構え、
日本各地の観光情報の PR や WMG2021 関西の PR
を行いました。オークランドでは、2017 年に前回の

WMG が開催されたことから、WMG の知名度が高く、
WMG2021 関西の PR をスムーズに進めることができ
ました。

WMG2021 関西組織委員会への支援
2019 年 10 月、WMG2021 関西組織委員会事務

局職員が、南オーストラリア州のアデレード市で開催
されたオーストラリアンマスターズゲームズの会場で、
WMG2021 関西のプロモーションを行うことを主目的
に渡豪しました。そして、同職員は、10 月９日、クレ
アシドニー事務所にも訪問しました。

上述した 2019 年９月 19 日と 20 日に開催された
SCA フォーラム 2019 で、クレアシドニー事務所から
のプレゼンテーションを聞いたニューサウスウェールズ
州ブラックタウン市のブラックタウンラグビーユニオン
フットボールクラブの関係者が、WMG2021 関西への
出場に強い関心を示したことを踏まえ、同クラブの代
表者に、クレアシドニー事務所で行われた WMG2021
関西組織委員会とのミーティングの場に足を運んでいた
だきました。そして、WMG2021 関西組織委員会事務
局職員から、参加申込スケジュールや会場、交通手段な
どの詳細について説明していただきました。

その他にも、クレアシドニー事務所は、WMG2021
関西組織委員会がオーストラリア滞在中に訪問すべき関
係機関について助言を行うとともに、その訪問のための
アポイントメント取得を行いました。

クレアシドニー事務所では、引き続き、姉妹都市交流の
促進および日本への誘客促進の観点から、WMG2021
関西の PR の取り組みを進めていきます。
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South West Festival of Japan で WMG2021 関西の PR
や日本各地の観光 PR を行うクレアシドニー事務所職員

（左、右）

オークランドジャパンデイ 2020 への来場者に WMG2021 関
西の PR を行うクレアシドニー事務所職員（右）

WMG2021 関西組織委員会事務局職員とブラックタウンラ
グビーユニオンフットボールクラブの代表者、クレアシド
ニー事務所職員の集合写真


