
シアトルに長く住んでいても訪れたことのない場所や知らない街情報がいっぱいあるもの。
シアトルのおいしいものや美しい景観、歴史に触れられる、とっておきの観光ツアーに
行ってきました。 取材・文：岩本明子、越宮照代、渡辺菜穂子

シアトルの豊かな食文化と歴史が息づくパ
イクプレイスマーケット。開業から一世紀を
経た今も産地直送の新鮮な野菜や果物、切り
花、海産物、肉、ソーセージ、パン、チーズ、ワイ
ン、紅茶、スパイス、ナッツ、ドライフルーツ、
オイル等ありとあらゆる食材が入手できるほ
か、世界各国の味覚が楽しめるレストランや
デリ、カフェも多数あり、食いしん坊にはたま
らない食の宝庫だ。しかし、迷路のように入り
組んだマーケットを熟知するのはローカルで
も至難の業。そこで重宝するのが、パイクプレ

イスマーケットの旨いも
の処をバッチリ押さえた
「テイスト・パイクプレイ
スマーケット」の食巡り
ツアーだ。今回参加した
のは、毎日午後2時から
始まる全行程2時間半の
フード＆ワインテイス
ティング（Food & Wine 
Tasting）というツアー。
文字通り、パイクプレイ

スマーケット内
をガイドと共に散策しながら選りす
ぐりの食べ物とワインに舌鼓を打つ
というもの。
パイクプレイスマーケットで落
ち合った当日のガイド、スティーブ・
コーレスさんに先導されて最初に訪
れたのは、マーケット南端の中国茶
専門店「Vital T-Leaf」。カウンター席
に腰を落ち着けてほんのりココナッ
ツ風味のものから瑞々しい若葉を思
わせるものまで芳しい香りの珍しい
中国茶を次々にテイスティング。お
茶でのどをうるおした後は名物のミ
ニドーナツを食べながら、ひと気の
ない通路へ向かった。通路に掛けら
れた白黒の写真を見ながら、ガイド
のスティーブさんが語るマーケット

の101年に渡る波乱万丈の歴
史に耳を傾ける。マーケット
の歴史は第二次世界大戦前
まで当地の農業従事者の大
半を占めた日系移民の歴史
とも重なり、日本人として感
慨深いものがあった。
お次は、創業60年のイタリ
ア系スペシャリティフード
店「DeLaurenti」へ。ノースウ
エストやヨーロッパ各地か
らおいしいものを取り寄せ

た同店は、チーズのセレクションにかけてはシ
アトル一の規模を誇るという。ここでは、シア
トル産ローズマリー・サラミとイタリア・トス
カニー産の山羊のチーズをいただく。サラミは
同店の特注品なので、世界広しと言えどもここ
でしか入手できない逸品だ。
ツアーおすすめの旨いもの巡りの合間に、
パイクプレイスマーケットの知る人ぞ知る“隠
れスポット”を訪れるのもこのツアーならでは
のお楽しみ。エリオット湾の絶景が望めるマー
ケットの片隅にあるパティオ、色とりどりの無
数のチューイングガムが張り付けられてアー
トと化した（！）外壁“ガム・ウォール”、マーケッ
ト奥にひそやかに建つとっておきのレストラ
ン情報など、これまで知らなかったマーケット
の顔が見えてくる。「Taste Pike Place Market」共同経営者兼ガイドのスティーブ・コーレスさんは日本

語堪能。ツアーは基本的に英語だが、わからないことがあれば日本語で質問できる

「The Tasting Room」では3種類のワインを
テイスティング

（巻頭記事12ページへ続く）
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「シアトル美術館の前に立つ“ハンマー
を持つ男”は、1年に1日だけハンマーを打
つ手を休めるが、それはいつか？」「ウォー
ターフロントにあるエッジウォーターホ
テルに泊まって、部屋の窓から釣りをした
イギリスのポップグループの名前は？」。こ
んな面白いクイズがツアーの途中で出される
のが、テリー・サイドラー（Terry Seidler）さ
んが実施する「シーシアトル・ウォーキングツ
アー（See Seattle Walking Tours）」。シア
トルダウンタウンを端から端まで歩くこのツ
アーでは、テリーさんによると「『長年住んでい
るのに、こんな所にこんなものがあるなんて知
らなかった！』と言うシアトルっ子も多い」そ
うで、観光客だけでなく地元の人にもおすすめ
のツアーだ。
この日は雨模様だったが、テリ-さんのツ
アーは天候に関わらず決行される。出発地点
はウエストレイクセンターそばのスターバッ

クス前。そこで今日のツ
アーの行程を知らされ
る。親切で気さくな人柄
のテリーさんは、大きな
声でハッキリと話してく
れて、日本人の私にはと
ても聞き取りやすくて助
かる。
まずウエストレイク
センターのバルコニー
に上がって公園の石畳
を見下ろしながら「あの
タイルの模様はノース
ウエストのネイティブ
アメリカンが作るバス
ケットの編み柄なんで

す」とテリーさん。
「これまで何度も
その上を歩いてい
るのに、ただの模
様だとばかり思っ
ていた」と、しょっ
ぱなから感心さ
せられる。実はテ
リーさんの本業は
ミステリー&スカ

ベンジャーハントのプランナーだそうで、道理
で次から次へといろんな面白いクイズが出て
くるわけだ。
ダウンタウンをパイオニアスクエアまで南
下し、そこから海寄りの道をパイクプレイスま
で北上して終わりというのが全コースだが、路
上から見える建物などについて説明を聞いた
り、ビルの中に入ったりするので、進むのはと
てもゆっくり。6時間かかると聞いて不思議に
思っていたが、これなら無理もないと納得。去
年リニューアルオープンしたモダンなガラス
張りの建物のシアトル市立図書館前でテリー
さんが「この窓ガラスを掃除するのは誰でしょ

う？」と質問。その答えは、地元の登山グループ
が登山の練習を兼ねて、岩登りならぬビル登り
をし、窓掃除をするのだそうだ。
ツアーのメインイベントは地元の人なら誰
でも知っているスミスタワー。この日は、貸
し切りイベント中のため上がれなかったが、
ここの展望バルコニーからは「レニア山、ノー
スカスケード山脈、ピュ-ジェット湾、オリン
ピック半島と、シアトル周辺がぐるりと見渡
せてそれはきれいで、みんな感動しますよ」と
テリ-さん。お昼はパイオニアスクエアにある
グランドセントラルベーカリーで各人好みの
サンドイッチ等を注文し、近くの緑に囲まれ
た公園で休憩を兼ねて昼食、というのも地元
を知り尽くしたテリ-さんならではの粋な計
らいだ。

忙しい暮らしに慣れた現代人にとって、街を
こんな風にゆっくり見て回るのは新鮮で、シア
トルの魅力を再発見できるまたとない機会で
もある。6時間のツア-を終えた後、心地よい疲
れでその日の夜はぐっすり眠れること間違い
なし！

See Seattle Walking Tours 
・個人参加
日時：月～土 10:00am～4:00pm
料金：$20 （最低実施人数6人）。スミスタワー入場料金（$7.50）、
ランチ（$10前後）料金も必要。
場所：Seattle Downtown  
集合場所：West Lake Parkの Starbucks Coff ee前
6人集まらなければプランBという観光スポットのリストを送っ
てくれるが、「6人集まったらいつでも参加するから知らせて」と
事前に頼むこともできる。
・プライベートグループツアー
料金：10人まで$200、10人以上は1人増すごとに$20増し。
時間は希望に合わせて変更可。
申し込み・問い合わせ：☎ 425-226-7641
E-mail: walking@see-seattle.com　www.see-seattle.com

一般にはチャイナタウンとして知られるイ
ンターナショナルディストリクト。今年は5th 
Ave. S.に面したS. King St.上に大きな中華門
が完成した。そのチャイナタウンの歴史と現在
を訪ねて回るツアーがチャイナタウン・ディス
カバリー。旅行業者のバイオレット・マーさん
が、人足が遠のいていたこの地域に活気を取り
戻したいという思いから1984年に始めたも
の。昨年1月からはマーさんの引退にともない、
ウイングルークアジア博物館がツアーを引き
継いだ。
この日のツアー
は、同博物館のコ
ミュニティープログ
ラム・マネージャー
のビビアン・チャン
さんが案内してくれ
た。「チャイナタウン
を歩いて回ると、食
の文化はもちろんそ
の他様々なアジアの
文化が見えてくるん
ですよ」とビビアンさ
ん。ツアーではレスト
ランやバーベキュー
ショップにも立ち寄っ
て、アヒルやブタの丸
焼きを見ながら発祥地
域によってソースが異
なるなど中国食文化の
解説も。S. King St.沿
いの歴史的建造物を見
学し、パナマホテル、ヒ
ンヘイパークなどを見
て回る。ツアースポッ
トの一つの麺工場では
麺の他にフォーチュン
クッキーも作られてお

り、店頭には形のふぞろいなクッキーが「アン
フォーチュンクッキー（不幸なクッキー）」
として売られていた。「味は同じで、安いから
買って行く人が結構いるんですよ」とビビア
ンさん。
1時間半の同ツアーは現在、予約のみの受
け付けだが、6月3日以降は毎週火曜日～土
曜日、午前10:15と午後2:15の2回、定期的に
行われる予定。食の宝庫としても知られる当
地の利を生かして、飲茶付きツアー（2時間
半）もあるが、こちらは要予約となる。

Chinatown Discovery
日時：予約制、6月3日以降は火～土 10:15am、2:15pmの2回。
飲茶付きツアーは要問い合わせ。
料金：$16～ 28（参加人数により異なる）、6月3日からは一
律$17、飲茶付きツアー$36
出発場所： 元Wing Luke Asian Museum前
（407 7th S., Seattle, WA 98104）
6月3日以降は新Wing Luke Asian Museum前
（719 S. King St., Seattle, WA 98104）
予約・問い合わせ：☎ 206-623-5124
E-mail: info@seattlechinatowntour.com
www.seattlechinatowntour.com

夏には屋外シアターが開催されるヒンヘイパーク

通りのあちこちに歴史と文化を伺わ
せる看板が見られる

歴史的な建造物スミスタワー。タイプライター会社の社長が建て
たもので、スミス製タイプライターの宣伝効果抜群だったとか

パイオニアスクエアのUPS敷地内にある都会のオアシス的なス
ポットでランチタイム

「知り合いや親戚を案内しているようなガイドをしたい」と語
る、元コンピュータソフトエンジニアのテリー・サイドラーさ
ん。ツアーの終わりにはその日歩いた距離を教えてもらえる

ユニオンスクエアとレニアスクエアを結ぶコンコースにはシアト
ルの歴史を物語る写真ギャラリーがある

シアトルのマンホールに刻まれたシアトル
ダウンタウンの地図

◆シアトル建築ツアー
「毎日通りかかっていたの
に気づかなかった」という発
見が必ずある。「建築とその内部に飾ら
れるアート」、「開発中のサウスレイクユニオ
ン」など、興味を引かれるテーマのツアーが
毎週土曜日の午前中に週替わりで催行。前売
$15、当日$17。ツアースケジュールは下記
ウェブサイトで要確認。

Discover the Future 
with a Look at the Past
☎ 206-667-9184
seattlearchitecture.org/index.cfm

◆アンダーグラウンド・ツアー
1889年、水害対策としてパイオニアスク
エア周辺の道路が3m上げられ、それまで使
われていた歩道や店舗は地下の世界へ。19
世紀のまま残されたパイオニアスクエアの
街並みを90分で巡る。大人$14、60歳以上・
13～17歳の学生$12、7～12歳$7。

Underground Tour
608 1st Ave., Seattle 
（Doc Maynard's Restaurant）
☎ 206-682-4646
www.undergroundtour.com

◆シアトル・へリテージ
自転車ツアー
シアトルを自転車で駆け抜けながら、歴史
や文化を学ぶカスタマイズツアー。

ツアー例
・ダウンタウンの建築と歴史ツアー（3時間） 
 ＄30/1人（＄130以上で決行）
・ヒストリックネイバーフッドツアー（8時間）　
 ＄60/1人（$240以上で決行）
（費用に自転車レンタル料は含まず。）

Seattle Heritage Bicycle 
（or Walking） Tours

☎ 206-767-0848
www.ibike.org/ibike/seattle

◆マリナーズ球場見学ツアー
試合観戦中には入れない場所まで見学で
きるセーフコフィールドのオフィシャルツ
アー。大人$8、65歳以上$7、３～12歳$6。

Safeco Field Tours
1250 1st Ave. S., Seattle
☎ 206-346-4001

seattle.mariners.mlb.com/sea/ballpark/
safeco_fi eld_tours.jsp

◆ボーイング工場ツアー
エベレットにあるボーイングの工場見学
ツアー。ガイドによる説明とともにジャンボ
機747、767、777、787の組み立てを見学。
大人$15、65歳以上$14、15歳以下$8（身
長が4フィート以上であること）。

Future of Flihgt Aviation Center & 
Boeing Tour
8415 Paine Field Blvd, Mukilteo
☎ 1-800-464-1476、☎ 360-756-0086
www.futureoffl  ight.org

◆ライド・ザ・ダック
第二次世界大戦中に使用していた水陸両
用車を利用した人気ツアー。タイヤを引っ込
めユニオン湖に突入する瞬間は拍手喝采。所
要時間約90分。大人$23、3～12歳$13。

Ride the Ducks of Seattle
516 Broad St., Seattle
☎ 1-800-817-1116、☎ 206-441-3825
www.ridetheducksofseattle.com

◆ティリカムビレッジ・ツアー
アメリカ先住民の村で、彼らの歴史と文化
に触れる。ダウンタウンからブレイク島まで
のクルーズ、クラムスープのおもてなし、先
住民の伝統的ダンス・食事など、約4時間のツ
アー。大人$79.95、60歳以上$72.95、5～
12歳$30。

Tillicum Village Tour
☎ 1-800-426-1205
matsumi@tillicumvillage.com（日本語問い合わせ）
www.tillicumvillage.com

◆シアトル・バーチャルツアー
好きな時に好きなだけ無料でシアトルを
楽しめる。このサイトと想像力を駆使して、
市内周辺の観光名所、建造物、公園、大学など
を実際に訪れた気分になってみては？

Seattle Virtual Tour
www.seattle.gov/tour/attractions.htm 

その他の
ツアー
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