
七色のナイアガラ・世界遺産カナディアンロッキー 

  憧れのカナダ大自然を巡る8日間 
  
梅雨本番の6月25日～7月2日カナダへ出かけた、今回は2人の友夫婦と 
一緒に6人で参加した。当初はセントレアから出発予定のコースであ 
ったが、国内線の席が確保できずに新幹線と成田エクスブレスを乗り 
継いで成田まで出向くことになった。 
  
一日目 
成田空港集合14.30"に変更される 
  
今回の旅行はなんと言っても新型インフルエンザの世界的な広がりのある中での 
申し込みであった。そのためか友の知り合いが申し込んだ時は、キャンセル待ち 
の状態だったが、しばらくしてOKになったという。新型インフルエンザの報道も 
少し落ち着き、天皇陛下のカナダ訪問も決まったニュースが流れていたが、参加 
者はあまり増えなかったようで23名だった。それもわれわれのほかに夫婦二組と 
あとは女性ばかり、男性5名と女性18名の参加さらに添乗員は女性の渋谷さんで 
女性主体の編成になった。 
本来はセントレア集合であったが、国内便の席確保が出来ず成田集合に変更され 
た。そのため成田までの切符は旅行社手配で、事前に手元まで送られた。スーツ 
ケースは事前に成田まで送って、武豊線の関係で少し早めに名古屋駅新幹線ホー 
ムに着いた。早速駅弁を求めてダイヤを確認すると、われわれの乗る10.53"の「 
のぞみ」の前に10.47"の「のぞみ」がある。6分の間隔で走っているのには恐れ入 
る。16両編成の電車がこんなに頻繁に走るほど乗る人がいるなんて驚きで、お年 
寄りでは乗る電車を間違えてしまいそうだ。 
10.53"ののぞみに乗り品川駅で乗り換えた、おそらく東京駅だと判りずらく、大 
変なので品川乗換えになったと思われる。成田エクスブレスは初めての利用であ 
る、これまで成田発の旅行をしたことはなくもっぱらセントレアを利用している。 
東京駅を出てから千葉駅くらいは停車するのかと思ったが成田までノンストップで 
走る。ビルの合間をモノレールの走る千葉駅を通過して、成田山を横目に見ながら 
走ると、田園地帯となり空港第二ビル駅に停車後、品川からおよそ1時間で成田空 
港駅に14.00"到着した。 
案内に沿って第一ターミナルビル(南ウイング)4階出発ロビーに向かう、それなり 
の広さがあり自分のいる場所が分からない、案内で場所を確認してスーツケース 
を受け取る。すぐ隣にあるクラブツーリズムの受付を済ませ、ホッとしてまわり 
を見回すもさほど混雑していない。成田は日本の表玄関というがそんな雰囲気は 
感じられず、ちょっとばかり寂しい。 
  
トロントまで11時間15分の飛行はきつい 
  
エアーカナダA0002便B777-300は定刻17.00"にボーディングブリッジを離れたものの 
少し遅れ17.30"に離陸を開始した。いよいよカナダへの旅がスタートした、私たち 
の席は39B.Cで一つは通路側だったのでほっとした。 
この便はバンクーバーには寄らずにトロントまで直行する、短時間で到着するのは 
良いが11時間余も狭いイスに閉じ込められるのは苦痛である。モニター画面で映画 
などを見るも、日本語ではないので今ひとつだ。何回も席を立ちトイレに行ったり 
屈伸をしたりしながらの旅はちっとも楽しい物ではない。せめて5～6時間でどこに 
でも行けるようになって欲しいものだ、それと、飛行機の席も列車のようにゆとり 
のあるものにして欲しい。でなければ、飛行前の「ゆっくりおくつろぎください」 
のアナウンスはやめて欲しい。もちろん、搭乗人員が減れば運賃は高くなるだろう 
がそれもやむを得ないことだ。ビジネスかファーストクラスにするということとは 
別の問題であり、快適な旅を提供するのが運送関係者の責務のはずと思うのだがい 
かがであろう.......。 
そして飛び立ってしばらくしてカナダの入国カードが配られる、記入しようとラン 

2 / 9 ページ

2009/09/25



プのスイッチを何回押しても点灯しない。客室乗務員に連絡すると窓を開けてくれ 
という、故障しているのだ。エアーカナダの管理システムもたいしたことはなさそ 
うで、ちょっとがっかりした。 
機内食は2度＋夜食(サンドウィッチ)がでた、初めは魚のトマト煮?でまずまずのも 
のだったが、二度目は「おかゆ」を選択した。長時間イスに座っていると腹を押え 
るのであまり食べられない、魚の時も少し食べて残した。でもおかゆはとてもおい 
しかった、ふりかけのような物がかけてあり、且つ梅干の味もして残さずに食べた。 
そして苦痛の11時間15分後にトロントのレスターB.ピアソン国際空港に無事着陸し 
た時はほっとした。 
ところが入国審査で一人の友夫婦と他の4名が別室に案内されて、特別にチェックを 
受けた。あとで友に聞いても何を聞かれたのかよく分からないと言う、当然相手も 
よく分からないはずで何をチェックしているのか? こんなことがあって空港を出発 
できたのは到着後一時間余した17.15"で、バスでナイアガラへ向かった。 
  
カナダで見た初の景色．食事．人は....... 
  
空港を出るとハイウェーは片側5車線もある、日本車は多くなくスムースな流れだ。 
工場らしい建物もあちこちに現われるが、すべて平屋建てで背後にはだだっ広い平 
原が広がっている。土地はいくらでもあるので安い平屋建てで十分なのだろう。 
郊外に出るとトロントのランドマークであるCNタワーが遠くに見える、今回は見学 
しないが高さ555.3mもあり、展望台は346mのルック.アウトと447mの世界一の高さを 
誇るスカイ．ポッドがあり絶好の観光ポイント。342mのグラス.フロァーは床がガラ 
ス張りになっている。しばらく走ると意外な物を見た、まるで刈谷にあった依佐美 
の鉄塔そっくりの塔があった。それも二箇所もあったのだ、でも上部にはアンテナ 
は張られていなかった。 
19.00"ナイアガラに到着した、先にレストラン「アルマックス」に寄ってバイキン 
グ形式の食事をした。現地の人も何人かが食事をしていたが、たいていは大きなス 
テーキが皿に載っている。私は小さなエビのフライ、ムール貝、ピザなどをとり席 
に戻ると、妻はステーキを選択していた。エビとムール貝の味はよかったが他のも 
のはさほどではなく、カナダで初めての食事は心に残るものとはならなかった。 
それよりも、レストランにいた人や街を行く人は大柄なのはよいが、男性も女性も 
ビアダルサイズの人がかなり見られたのが気になった。 
このあとホテルに入る、「オークスホテル オーバールッキングザフォールズ」つまり 
滝の見えるオークスホテルというのだ、部屋は9階の924号室でナイアガラのカナダ滝 
アメリカ滝が一望できるすばらしいロケーションだ。ミニキッチンもついたまずまず 
の部屋だった。20.30"から1時間ほどホテルの周りを散歩したが、まだ陽が高くとても 
明るい。ホテル付近にはカジノ、ミノルタタワーがある、滝沿いの散策コースは花や 
緑が多くて公園のようだ。滝のところまで降りるインクラインの前で、記念写真を撮 
ろうとしていると、現地の人か海外の人か分からないが男性がいたので撮影を頼んだ。 
彼はカメラをのぞくと「ハーイニコニコ」と言いながらシャッターを押してくれた、 
そればかりか念のために「ワンスモア」ともう一枚撮ってくれた。 
  
カナダはどんな国か 
  
カナダの語源は原住民の「村落」を意味する単語が変化して「カナダ」になったとい 
う説が有力。面積は世界2位の広さで日本の27倍、10の州と3っつの準州で構成されて 
いる。その中のケベック州ではフランス系住民が多く、カナダからの分離独立をめざ 
す動きもある。 
人口は3.400万人でアメリカとの国境200km以内に80%が住んでいる。政治体制は日本と 
同じで立憲君主制・議院内閣制・二院制をとり、元首はイギリス女王(エリザベス2世)、 
ハーパー首相。首都はオタワ、公用語は英語とフランス語。宗教はカトリック系キリ 
スト教43%プロテスタント系キリスト教29%。通貨はカナダドル現在１ドルは90円。 
歴史 
1534年     ジャックカルティエ、仏領カナダ領有を宣言 
1608年     ケベック植民地創設 
1682年     ルイジアナ領有宣言 
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1763年     7年戦争の結果、仏領カナダを英国に割譲 
1858年     イギリスがブリティッシュコロンビアを領有 
1867年7月1日  自治領カナダ誕生 
1931年     英国がカナダの自治権を法的に保障(実質的独立) 
1982年     憲法の制定(イギリスからの独立プロセスの完了) 
 つまり、独立して140年たらずの若い国といえる。 
  
カナダあれこれ 
。カナダは死刑制度を廃止している 
。医療費の無料政策がとられている中でも財政の黒字化に成功している 
。鉱物資源が豊富で世界シェア10位にはいる鉱物が17種ある 
。ウラン鉱は1位、鉄鉱．タングステン鉱．ニッケル鉱.銀鉱．天然ガスは3位....etc 
。おもな輸出品は木材．鉱物．穀物、加えて工業製品がアメリカ中心に増加 
。飛行機のボンバルディアはカナダのメーカーである 
。「赤毛のアン」の作者モンゴメリーはカナダの文学者 
。電話機を発明したグラハム．ベルはカナダの人 
。特産品といえばサーモンとメープルシロップ 
  
二日目 
野生のリスが走り回る 
  
翌朝6.30"から1時間ほど散歩した、メインストリートを挟んで滝の反対側へ行って 
みる。渋谷さんにもらった地図を見ながら、巨泉の店の横道を進んで行くと道の両 
側に家があるだけで、原っぱというか原野みたいで高圧線も通っている。メインス 
トリートの高層ビルとは対照的な風景があった。 
  

  
中心街にそびえるカジノ           桐の木のような花と民家 
  
  
でも歩道は緑の芝生のなかに真っ直ぐ延びていて美しい、そのうえ大きな街路樹が 
並んでいる。その中に大きなな白い花をつけた桐の木のような大木が印象的だった。 
さらに街路樹にはリスが走り回っていた、人の住んでいる近くにまで野生のリスが 
出てくるのがうらやましく、スケールの違いを感じた。 
地図ではこの奥にコンビニが載っているのだが見つからず、あきらめて帰ることに。 
大通りに戻り付近を一回りしてホテルに戻ったが、あちこちに朝食6.99㌦の看板が 
目に付いた。６３０円位になるがどんな内容なのだろう? だが友は2.99㌦の看板 
を見たという、さてどんな物が食べられるのだろう。 
ホテルに戻り8.00"から隣のレストランで朝食となる、アメリカンスタイルでバン、 
ソーセージ、ベーコンとポテトフライが皿にのって準備されていた。でも私の席の 
皿にはパンがなかった、ウェイトレスに「ノンブレッド」と皿を指差すと「オー」 
とうなづき小さな皿にバンを載せてだしてくれた。いろいろ手違いがあるのはどこ 
も同じらしい、だが紅茶はおいしかった。 
食事を終わりホテルに戻ると、ものすごく太った人が杖をついて出てきたが、歩く 
のも大変そうだった。 
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ナイアガラには三つの滝がある 
  
最初のナイアガラ観光は10.00"出発ととてもゆっくりだ、１３時間の時差を思いや 
ってのことかそれとも観光船のダイヤによるのか。１５分ほど前にロビーに行くと 
現地ガイドの方が来た、なかなかの美人である。出発前にナイアガラ瀑布観光の目 
玉である、霧の乙女号に乗るときの注意事項が説明された。 
そして、その時に着るビニールのポンチョをどこで受け取り、どこで着るか要領を 
話し実際にブルーのポンチョを自分が着て見せてくれた。特に滝に近づいたら顔の 
前の紐を引いて、完全にすっぽりとかむらないとびしょぬれになるという。その話 
し方は身振り手振りよろしく、まるでエド.はるみみたいな有沢とも子さんで、今日 
一日お世話になる。 
  

  
滝見物用のポンチョを着た有沢さんと渋谷さん      これから乗るバス 
  
  
滝までの移動は赤い二階建てバスだった、有沢さん曰くこのバスが人気があるのだ 
という。ホテルを出ると直に遊覧船乗り場に着く、この辺りから滝の真横になる「 
テーブルロック」あたりまでがクイーン．ビクトリア公園でとてもきれいに整備さ 
れている。緑の芝生が広がり大きな木々の緑がすぱらしく、リスの走り回る姿も見 
られた。遊覧船のチケットは14.5ドルとしてあったから１３００円くらい、そして 
水色のポンチョを着て霧の乙女号に乗船する。この「霧の乙女」というのは先住民 
族であるオンジアラ族の伝説上の聖女の意味という。 
水しぶきを浴びたい人は屋根のない２階の右前というが、私たちは1階の中央辺りに 
陣取った。船は６００人の観光客を乗せて滝つぼ近くに向かう、最初にアメリカ滝 
を見る。滝の下まで遊歩道がありたくさんの人が歩いているのが見える、みんな黄 
色のポンチョを着ていた。ナイアガラ瀑布はアメリカ滝とカナダ滝の二つと思って 
いたが、有沢さんの説明によると三つの滝があるという。 
それは幅260mのアメリカ滝の端の部分は少しだけ中州があって、15m位が別になって 
おりこの滝をブライダル．ベール滝(花嫁のベール滝)と呼ぶ。 
船からアメリカ滝を見ると余りにも近い為に、水の壁ばかりでつまらない。やはり 
他と比較する物がないとだめだと思った。そして、カナダ滝に近づくとものすごい 
水煙が襲ってくる、たまらずに船の中ほどへ後ずさりする。もちろんフードの紐を 
しっかり締めていないとだめなので、写真など撮ることは到底できない。滝の見物 
にきたのか水しぶきを浴びに来たのか分からないくらいで、あちこちでキャーキャ 
ーと悲鳴に似た声が上がる。船が滝つぼの近くでUターンする時がクライマックスで 
この時のキャーキャーが最高のレベルとなる。カナダ滝の見物はまるでできずに水 
しぶきを浴びるのみだ、滝つぼを離れると水面から滝の観賞が出来、壮大な姿に圧 
倒される。 
船を降りて少しだけ高い展望台から見る滝はすばらしい、幅670mあるカナダ滝もそ 
の距離を感じさせない周りの広さが圧巻である。このあとカナダ滝の真横にあるテ 
ーブルロックまで移動する、水の落ちる滝の真上から眺めると吸い込まれそうな錯 
覚に襲われる。しかし、ここでも水しぶきは遠くまで飛散しており、まるで雨が降 
っているみたいだった。 
カナダ滝から見ると滝に落ちる手前に何か構造物がある、川幅の半分くらいにわた 
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り延びているのは水量調節をする水門だという。自然の流れに任せていると滝には 
今の２倍の水量の水が流れて、滝の侵食が進むのでそれを押えているのだ。それで 
も年間に2～3cm滝は後退しているというからすごい。 
  
スカイロンタワーから滝を眺めながらランチ 
  
ことあとOKギフトショップに立ち寄って、13.00"からスカイロンタワーの滝の見え 
る回転式展望レストランでラナンチとなる。スカイロンタワーは滝から500m程離れ 
ているが、高さが160mありアメリカ滝とカナダ滝はもちろん、二つの滝を結ぶゴー 
ト島やアメリカ側に渡るレインボーブリッジなどすべてを眺めることが出来る。 
  

 
スカイロンタワーから見たアメリカ滝とカナダ滝 
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とてもすばらしいロケーションにみんなから感嘆の声がもれる、ここからなら滝の 
全景が見えるので好きな写真が撮れる。ゆっくり回転するので周りの景色もゆっく 
り変っていく、そんな空中散歩を楽しみながらの食事はサラダ、ヒラメのソテー、 
デザートはアイスクリームだった。最初にビールはカナダの「ムースヘッド」6㌦ 
をいただいた、夕べはカナディアンを飲んだが、こちらではビールは小瓶が主流だ 
という。小瓶がこの値段だからかなりお高い飲み物といえる、しかし、すばらしい 
絶景付きなのでこれもやむを得ないだろう。１時間ほどのランチタイムは瞬く間に 
過ぎて午後の見学に出発する。 
  
昔の州都「ナイアガラ・オンザレイク」の散策 
  
午後の観光ポイントは英国風の美しい街並ナイアガラ・オンザレイクの散策と、ワ 
イナリーの見学でもちろん試飲付きである。 
このナイアガラ・オンザレイクという街はナイアガラの滝から北へ20kmの所にあり 
１８世紀の終りオンタリオ州ががまだアッパ・ーカナダと呼ばれていた頃は、州都 
はトロントではなくこの街だった。街並は開拓時代の面影を色濃く残していて、映 
画のセットのような美しさだ。でもこの美しさは街の人たちが守り続けてきたもの 
に他ならない。またこの地域は、広大なオンタリオ州の中で唯一ぶどうの栽培がで 
きる所として知られ、カナディアンワインの産地でもある。 
14.55"ワールプールに立ち寄る、このワールというのはぐるぐる回るという意味で、 
オンタリオ湖から流れ出たナイアガラ川が９０度に曲がって流れているのだ。確か 
に珍しい光景でそのため渦がまいており、観光用のクラシカルなゴンドラが対岸ま 
での539mを往復している。ここは１２００年前にナイアガラ滝が生まれたポイント 
で、ビギニング.ホールと呼ばれる。 
15.10"サーダム発電所の隣の公園に立ち寄る、ここも広い園内に緑の芝生が敷き詰 
められて気持ちが良い。その一角に針が松葉杖の形をした花時計がある、ここでみ 
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なさん記念撮影。この時計のいわれを説明してくれたが、確かこの近くの? 学校の 
校長先生の威徳に対し、足が悪く杖を使っていたことからこのデザインになったと 
いう。 
それより、元教師だった友は２０数年前に初めての海外旅行でこの地を訪れたとい 
うのだ。当時は新たな街づくりの最中で、初めに芝生を敷き詰めてそれから区画を 
していた、その当時の姿と何も変っていないという。 
そして、まもなくオンザ.レイクという時に妻がお腹の具合が悪くなり、15.40"到着 
と同時にトイレへかけこんだ。そのためここからシャトルバスで街の中心まで行く 
のだが私は残ってみなさんに先に行ってもらった。渋谷さんも心配して残ってくれ 
たが、妻はすっきりした顔で戻ってくると「私のバックは?」という。何をバカなこ 
とを言っているのだ、「お前のバックなど持っているわけがない、トイレへ忘れて 
きたのだろう」するとあわてて戻り、バックを持って帰ってきた。ヤレヤレ、女性 
はバックを手放さないので、妻のバックには帰りの国内で使う切符が入れてあると 
いうのに。 
一本あとのシャトルバスで街に着くと、ガイドの有沢さんが「みなさん待っていると 
言ってましたよ」というので、辺りを探したが見つからないのでたぶん街中ではなく 
オンタリオ湖岸とめぼしをつけて出かける。 
  

  
街の中心にある時計塔            砦跡 
  
  
中心のクィーン通りの時計台を目印に、リージェント通りから湖岸へ向かう、道の両 
脇には大きな木が茂り道をふさぐくらいで、緑を大切にする街づくりにほとほと感心 
する。４．５分で湖岸に到着すると、めちゃ広い湖に砦らしきものが見える。あれが 
ジョージ砦かな?ヨットも浮かびすばらしい景色だ、でも友たちの姿はないので辺り 
を見回していると岸辺から現われた。 
このあとスーパーマーケットに立ち寄り、お土産にお菓子などを買いこんでバス停に 
戻るも約束の時間ぎりぎりで一安心。 
  
「ビリテリーワイナリー」でアイスワインを試飲する 
  
17.00"ワイナリー到着、工場の横に葡萄畑が広がっているが、手前には真っ赤に熟し 
たチェリーがたわわに実っていた。皆がそちらに気を取られていると、こちらですよ 
と葡萄畑の前で説明があり見学が始まる。カナダの葡萄産地は二箇所あるそうだが、 
アイスワインを作れるのはここオンタリオだけという。アイスワインは秋に葡萄を収 
穫せずに冬までおいて、寒さで氷った葡萄を－8℃～－10℃の時に収穫するという。 
そのため天気予報で翌日の温度がこの条件を満たすと分かると、すぐさまアルバイト 
を募集して一気に収穫するのだとか。必要人員の確保がアイスワインの味を左右する 
だけに、アルバイト料はかなりいいらしい。 
すかさず有沢さんが「アルバイト希望の方はここに残ってもらいますが」と、ジョー 
クを飛ばしたので笑いが起こる。 
期待の試飲は赤、白と味わってから、グラスを換えてアイスワインを味わう。とても 
甘い!! このように甘いワインが最高のワインとは思いも寄らなかった。このアイス 
ワインはハーフサイズが最も大きいサイズで40㌦程という。でも日本なら10.000円か。 
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すばらしい味だったのでお土産に200ml.25㌦を一本買った、今日のレートの関係で米 
ドル21㌦でOKだった。肝心の飲み方は、飲む2時間前に冷蔵庫に入れると良いことも 
確認した。 
  
ロブスターは大味 
  
18.00"レストラン「レミングトン」でのディナーは期待のロブスターである。大きな 
皿にでっかいロブスターが運ばれてくると「すげー」と歓声が上がる。確かにでかい 
のだ、でもこれは食べるのに大変だぞと思っていると、スタッフが来て専用の器具で 
殻を割って食べやすくしてくれた。 
それならとかぶりついたが身はなかなか硬くて食い切れない、それに味も日本のイセ 
エビなどとは比べようもない。日本のような繊細な味付けがあるわけでもなく、おい 
しいとは思わなかった。ただ珍しいということだ、他は定番のサラダとアイスクリー 
ムだった。まあー名物とはこんな物で、日本でも名物にうまい物なしという言葉さえ 
ある。ホテルに帰ってからワインで飲みなおして、20.00"からあるというナイアガラ 
の花火を待った。時間になると花火が上がり始めた、でかい花火ではなかったが久し 
ぶりの花火を楽しんでから床に就いた。 
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