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リドー運河は1826年から1832年にかけてジョン・バイ大佐の指導の下に建設され、北米において現在でも稼動を続
ける19世紀の最古の運河です。その航路は南に位置する隣国との戦争に備え、敵の砲撃から逃れる目的でセント
ローレンス河を迂回し、モントリオール、キングストン間(当時、アッパーカナダ最大の居留地)の安全な水路を確保する
ためにアッパーカナダに建設されたものです。
リドー運河が軍事目的で使われることはありませんでしたが、20世紀に入るまでカナダへの移民の受け入れ航路であ
り、商業幹線として利用されていました。今日ではその自然と歴史的特長を維持し保護するとともに、船のための水路
となるよう、パークスカナダ(カナダ国立公園管理局)によって大切に管理されています。そして2007年にはその歴史的
価値が認められ、ユネスコの世界遺産としても登録されました。

運河の歴史

カナダの国定史跡、そしてユネスコ世界遺産の一部でもあるキングストンの「フォート・ヘンリー」は、1873年にアメリカからの攻撃に備えて築かれた砦。
堅牢な要塞内では、かつて将校や兵士たちが暮
らした寝室や食堂などの見学が可能です。夏の間
は兵士の行進や発砲練習など当時の様子も再現
されます。また初代首相A.マクドナルドの邸宅「ベ
ルビュー・ハウス」(Bellevue House)でも、19世紀
の衣装を身につけたスタッフが案内役となり、歴史
的英雄の家の中を見学することができます。

歴史を楽しむ
リドーの文化に親しみ、その多様性を受け入れるためには、数々の独特で美味しい食を体験するのが一番です。
運河を望む魅力的なカフェから地元の食材を扱ったレストランまで、様々な食をご堪能ください。
80人以上の芸術家が在住し、スタジオで制作に取り組んだり、それぞれのギャラリーで展示やオリジナル作品の販売を行っています。

食事・ショッピングを楽しむ

季節を楽しむ

カナダ・オンタリオ州観光局

202kmの歴史探訪「リドー歴史街道」
(リドー・ヘリテージ・ルート)

◎フォート・ヘンリー (Fort Henry) … キングストン

　公式サイト: http://www.forthenry.com/

運河とパーラメントヒルの間、リドー運河の水門近くに位置する「バイタウン博物館」は、かつて倉庫として使われて
いたオタワで最も古い石造りの建物。ここでは街が「バイタウン」と呼ばれていた19世紀のオタワの生活の様子が
展示されています。また運河建設にまつわる資料やオタワ市の歴史に関する記録文書なども多数展示されてお
り、リドー運河建設時のオタワの歴史を学ぶことができます。また、ユネスコ世界遺産に指定されたリドー運河に関
する専門ツアーもあります。

◎バイタウン博物館 (Bytown Museum) … オタワ

　公式サイト： http://www.bytownmuseum.com/

夏季には、船を「閉じ込める」ために、手動式閘門を操作して水門の開閉を行っている
「ロック・マスター」に話しかけることもできます。オタワ、スミス･フォールズ、メリックビル、
ジョーンズ・フォールズ、キングストン・ミルズのロックステーションでは、兵士の服装をま
とったガイドによるツアーも行われています。

◎ロックステーション (Lockstations)

キングストンとオタワの中間に位置し、また運河沿い一帯でもっとも大きな街 スミス・フォールズにある「リドー運河ビ
ジターセンター」(旧： リドー運河博物館)は、かつての製材所を利用して造られました。ここには、運河建設に奮闘
したバイ中佐の足跡を辿るディスプレイ、収蔵品、マルチメディア展示が5つのフロアに展示されています。

◎リドー運河ビジターセンター
　(Rideau Canal Visitor Centre、旧： リドー運河博物館) … スミス・フォールズ

　詳細： http://www.pc.gc.ca/eng/lhn-nhs/on/rideau/visit/accueil_info.aspx

2007年にユネスコ世界遺産に指定された「リドー運河」は、オンタリオ湖畔の古都 キングストンからカナダ
の首都 オタワまで、数々の湖や川を経由して続く全長202kmの美しい運河です。
「リドー歴史街道」と呼ばれるこの水路一帯には、素晴らしい景観の田園地帯、歴史の香り漂う街、東オンタ
リオの趣き深い村々が並びます。

ベルビュー・ハウス堅牢な要塞「フォート・ヘンリー」

スミス･フォールズの水門が開くところ

バイタウン博物館

1826年からの歴史をもつマー
ケットで、15ブロック以上にも
渡って広がるマーケット・エリ
アはカナダ最大級です。
昼間は歴史ある市場とオタワ
のおしゃれなショッピング街とし
て、夜はレストラン、パブ、クラブ
が並ぶ地区として人気です。

◎バイウォード・マーケット (ByWard Market) … オタワ

「オンタリオスタイル」とは、新しいカナダを発見する旅のカタチ。 フツウの旅行では満足できない方に、もっとおもしろい体験を提案します。

そんな新鮮な旅を、たくさんご紹介します。あなたにあった楽しみ方を見つけてください。

例えば ・ もっと自由な個人旅行  　　人が行かない場所、新しいテーマをご紹介します。
 ・ テーマを絞ったコアな体験  　　「アソコにいってコレをやる」が目的です。
 ・ やさしくアウトドア  　　　　 　　オンタリオの人々のようにムリせず心地よい自然体験を。

★カナダ・オンタリオ州観光局がお届けする「オンタリオスタイル」

　公式サイト： http://www.byward-market.com/

　URL　http://www.ontariostyle.com/

2月の3つの週末にわたって開催される30年以上続く北米最大級の冬祭りです。
冬の間、オタワのリドー運河は世界一大きなスケートリンクに変わり、それがウィン
タールードの会場となります。その他、運河上のメインステージの他、イベント会場が
数ヵ所設けられ、雪の滑り台などが楽しめる遊園地や氷の彫刻が並ぶクリスタル
ガーデンなどが登場します。

◎ウィンタールード (Winterlude) … オタワ

　詳細： https://www.ottawatourism.ca/ottawa-insider/winterlude/

スミス･フォールズのロックステーション

毎年5月に開催されるオタワでも人気のフェス
ティバルは、リドー運河に沿って、そして市内全
域が数百万本のチューリップで埋め尽くされるカ
ナダの春を象徴する花の祭典です。
フェスティバル開催中は、屋外エンターテイメント
や夜にもイベントが行われます。

◎カナディアン・チューリップ・フェスティバル
　 (Canadian Tulip Festival) … オタワ

　公式サイト： http://tulipfestival.ca/

綿密かつ壮大。世界的に有名なサンセット・セレモニーにはきっと驚嘆
するに違いありません。7・8月の水曜日夕方に開催されます。

◎フォート・ヘンリーのサンセット・セレモニー … キングストン

　公式サイト： http://www.forthenry.com/events/sunset-ceremony/

キングストンの市庁舎のすぐ裏にある広場で、4～11
月の火・木・土曜日にはパブリック・マーケットが開か
れます。1801年から続くカナダでも最古の屋外マー
ケットのひとつとして知られるこのマーケットには、ユ
ニークな店や多種多様なレストランが並び、散策に
は最高の場所です。

◎スプリンガー・マーケット・スクエア 
　(Springer Market Square) … キングストン

　公式サイト： http://www.kingstonpublicmarket.ca/
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