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オタワ体験！
どの国にもその国を代表する都市があります。カ
ナダの場合、それはオタワです。G7 加盟国の首
都オタワは、3 本の川に囲まれ、2 つの州にまた
がる国際都市です。英語とフランス語に加え、そ
の他さまざまな言語であなたをお迎えします。 

ここオタワでは、国家的な祝典、大掛かりなフェ
スティバルやイベントが行われ、国立博物館や
美術館、アトラクションではカナダの文化や芸術
に触れることができます。 

ユネスコ世界遺産に登録されているリドー運河
をはじめ、オタワには見どころが盛りだくさん。ダ
ブルデッカーや大型バスでのツアーからオタワ
川クルーズ、水陸両用車や小型機、ヘリコプター
での遊覧まで、市内観光の形態もお好みに合わ
せて選べます。サイクリングや徒歩でのマイペー
スな旅もまた一興。レクリエーション トレイルと
呼ばれる舗装された遊歩道が巡り、美しい運河
がその中心を貫くオタワ。緑地も豊富で、サイク
リングやジョギングだけでなく、カヤックを楽し
むにももってこいです。冬にはスケートやスキー
もおすすめ。

オタワが誇る優れたシェフたち、盛んなパフォー
ミング・アーツ、個性あふれる様々な地区が首都
オタワの旅をあなただけのものにしてくれるで
しょう。

下記の旅行ツールキットより、旅行プラン、プレゼンテーション、ビデオや写真をご覧いただけます。 
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イベントカレンダー 

 
1 月～2 月 – リドー運河スケートリンク 世界最長の天然スケートリンク、リド
ー運河でアイススケートをお楽しみいた だけます。 
http://rcs.ncc-ccn.ca 

 

 

2 月 – ウィンタールード 北米最大級の冬の祭典。氷上コンサート、スケート、
氷の彫刻や雪像、親子で 楽しめる雪の滑り台、カナダ最大規模のクロスカン
トリースキー イベントな どアトラクションが盛りだくさんです。 
www.canadascapital.gc.ca/winterlude 

 

3 月/4 月 – シュガーリング・オフ・シーズン メープルシロップ製品や伝統音
楽を聴きながら楽しむランバージャック（木こ り）料理など、「カナダ東部
の春の風物詩」を体験していただきます。 www.fultons.ca 

 

5 月 – カナディアン・チューリップ・フェスティバル チューリップを愛してや
まないオタワ市民が誇るこのチューリップ祭りは世界 的にも有名で、毎年 
100 万本のチューリップがオタワ市内を彩りま す。www.tulipfestival.ca 

 

6 月下旬/7 月初旬 – ＴＤ オタワ国際ジャズフェスティバル 有名ジャズアーティ 
ストがオタワのダウンタウンに集結します。 
www.ottawajazzfestival.com 

 

6 月下旬～8 月下旬 – 衛兵交代式 

パーラメント・ヒル（国会議事堂）で毎朝 10 時ちょうどに衛兵の交替式が行 
われます。 

  https://visit.parl.ca 

 
7 月 – RBC ブルースフェスト 世界中からトップクラスのアーティストが集ま
る北米最大級の音楽イベントで す。www.ottawabluesfest.ca 

7 月下旬～8 月初旬 – オタワ・チェンバーフェスト 

世界中から 250 名の一流ミュージシャンが集まり、2週間にわたって 100 もの 
コンサートが行われる世界最大の音楽の祭典です。www.chamberfest.com 

 

7 月下旬～8 月 - カジノ・ド・ラック・レイミー 花火大会 世界中の花火師が技
を競うカナダ最大規模の花火大会。（水曜日と土曜日の 夜） www.feux.qc.ca 

 

 

9 月 – ガティノー・バルーン・フェスティバル カナダ最大の気球
フェスティバル www.montgolfieresgatineau.com 

 

9 月/10 月 – 紅葉 世界一とも称される紅葉をお楽しみください。インディア
ンサマーを満喫！ http://www.ncc-ccn.gc.ca/places-to-visit/gatineau-
park/fall-rhapsody 

 

11 月～4 月 –メープル収穫体験 

活気溢れるダンス パフォーマンスと伝統的なメープルシロップの作り方を体 
験するガイドツアー。灰木、鹿の角、焼けた石を使ったメープルシロップ作 
り。インディアンの酋長、Waksisとメープルシロップ発見の物語をお聞きいた だ
けます。www.aboriginalexperiences.com 

 
注目のアトラクション 

 

アボリジナル・ボイジャー（団体のみ） オタワ川での本格的なボイジャーカヌ

ー体験ツアーでは、 交易の歴史、民族舞踊、伝統料理、伝説を織り交ぜたカナ

ダの歴史を肌で感じ ていただきます。カナダで唯一、都会にいながら 先住民文

化を体験できるアトラクションです。www.aboriginalexperiences.com/signature-

experience-destination-ca 
 

カジノ・ド・ラック・レイミー 

最新設備を備えた座席数 1000 の劇場、5 つ星レストラン、1800 台のスロット マ
シン、60 台のゲームテーブルを完備。www.casinosduquebec.com/lacleamy 

 

ガティノー公園 

オタワ市街地から 15 分のこの雄大な自然公園は、車、自転車で簡単にアクセ 
スできます。広さ 363 km2 （140 スクエアマイル） の敷地内にはなだらかな 
丘や森が広がり、北米でも特に珍しい生態系を観察することができます。 
www.ncc-ccn.gc.ca/places-to-visit/gatineau-park 

 

Le Nordik – Spa Nature 

ガティノー公園に隣接するNordik  Spa  は、大自然に囲まれた 北米最大のデイ ス
パです。www.lenordik.com 

国会議事堂見学ツアー 

4 億 5000 万年前の化石に触れながら、 街で一番高い場所からネオゴシック様式
の建物を見渡すことができます。カナ ダの政治を司る議事堂内を見学する 
ガイドツアーあり。https://visit.parl.ca 

 

ユネスコ世界遺産、リドー運河 北米で最も歴史があり、現在でも利用されてい
る202 km (126 マイル)の運河で ドライブ、カヌー、サイクリング、ハイキング
はいかがでしょう。冬は 世界最大のスケートリンクに変身します。
www.parkscanada.gc.ca/rideaucanal  

 

体験型博物館の宝庫 

オタワには 貴重な国立博物館が多数あります。国内最多の来館者数を誇るカ ナ
ダ歴史博物館www.historymuseum.ca、先住民族やイヌイットの芸術作品数で は世
界一のカナダ国立美術館、 www.gallery.ca カナダ戦争博物館 (世界で 3 本の 指に
入る戦争芸術のコレクション)www.warmuseum.ca、そしてキャッスル スタ イル
のカナダ自然博物館 www.nature.ca 

 

カナダの急流下りのメッカ オタワ川は世界的にも有名な急流下りの名所です。
絶叫アドベンチャーから家 族向けのゆったりしたフロート トリップまで、急流
下りは忘れられない思い 

出になることでしょう。5 月から 9 月まで。www.owl-mkc.ca; 
www.riverrunners.com;   www.wildernesstours.com;   www.ottawacityrafting.com; 

www.raftingmomentum.com 

 
詳しくは、オタワ観光局・旅行課にお問い合わせください カナ
ダ オンタリオ州オタワtraveltrade@ottawatourism.ca 
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