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メイン州グレーター・ポートランド
小さな町の暮らしに息づく都会的なライフスタイル

イラスト：エリン・フレット、写真：ロバート・ウィトコフスキー

グレーター・ポートランド
本格的生粋の魅力
どの方角にしてもほんの10マイル（約16km）か15マイル（約24km）離れると、
メイン
州最大の大都市圏がすぐ近くにあるとは思えないい光景が広がります。ポートラン
ドは、
まるで王冠の様相のカスコ湾に飾られた宝石のように、豊かな自然環境に囲
まれた主要な文化拠点として、独特の存在感を放っています。
グレーター・ポートラ
ンドは、州の主要都心部の枠を超えて構成されています。その大都市圏は、カスコ
湾の島々、
フリーポート、ヤーマス、ポウナル、
ノース・ヤーマス、
カンバーランド、
ファ
ルマス、
ウェストブルック、
ゴーラム、スカボロー、ケープエリザベスといった活気あ
ふれるコミュニティに囲まれており、
こうしたコミュニティがこのメイン州最大の都市
を引き立てて補完しています。

グレーター・ポートランドの娯楽アトラクションや目を見張る自然美を体験する際に
は、ぜひこの地域の上質な食事や文化も堪能してみてください。
どっしりと根を下ろ
して重鎮的存在の水産業と活発な臨海地区が作り出すこのエリアには、他の都市部
ではまず見られない本物の自然があります ― 森、草原、河川などの素晴らしい自然
の美しさに囲まれた正真正銘の土地なのです。芸術の探求とアウトドアの冒険が混
じり合って、
スタイリッシュで洗練されつつも、純粋で飾り気のない側面も保っている
のがこの地域です。つまり粋なグレーのスーツとカジュアルなチェックの柄の服が共
存している場所なのです。
最新のハイテクを基底としつつ、
ファッションやグルメシーンでは伝統も守られてい
ます。エキサイティングな現在とスペシャルな過去が交錯する地域の特徴を体験す
る旅にぜひ出かけてみてください。

豊かな歴史＆歴史的名所

グルメ

アクティビティ＆イベント

ファミリー

グレ ーター・ポ ートランドで は 、歴 史
的な都 市 景 観を現 代 的 感 性で保 存し
てきました。この地域の建築物は植民
地 時 代 以 前 の 昔 の 面 影を残していま
す。ポートランドの歴 史 的 建 造 物の多
くはビクトリア 様 式 で 、これらは 町 の
大 半を 焼き尽くした1 8 6 6 年 の 独 立 記
念 日の 火 事 の 後 に建てられ たもので
す。この 地 の 過 去 が、貿 易と漁 業 の 開
拓 地 から全 米 有 数の賑 や かな港 町 へ
と成 長した 地 域 の 歴 史 を 巡るツアー
や博物館に今も息づいています。

この地域の岩石海岸で獲れる有名なメ
イン州のロブスターなど、
グレーター・ポ
ートランドの地元料理を味わおうと世界
各地の人々がこの地を訪れます。
「 Bon
Appétit」誌がポートランドを「アメリカのも
っともグルメな小さな町」
と評して以来、
こ
の地域のシェフやレストラン、食品提供者
たちに届く称賛は右肩上がりです。ポート
ランドは、米国の他の都市部に比べ、人口
一人当たりのレストラン数が多く、ジェー
ムス・ビアード・アワードを受賞した多数
のシェフたちがこの地域のグルメっぷりを
証明しています。

歴史的な魅力とエキサイティングなライ
フスタイルのおかげで、
グレーター・ポー
トランドは常に世界の旅行目的地の上
位入りを果たしています。人気の島々、灯
台、
メイン海岸ビーチ以外にも、
スキーリ
ゾート、
ゴルフコース、マウンテンバイク・
トレイル、野生生物保護区、山登りコー
ス、湖、川などがあり、楽しみいっぱいの
地域です。
こうした娯楽オプションが、町
の賑やかな歴史的ダウンタウンの文化
拠点からほど近くにあり、そこではさらに
ライブ・エンターテイメント、市場、
フェス
ティバル、展覧会などが楽しめるのです。

グレーター・ポートランドには家族みん
なが楽しめて一生の想い出作りができ
る愉快なアクティビティが満載です。野
球、ホッケー、バスケットボールのファン
なら、ポートランドのスポーツチームを
応援して、
メジャーリーグ級のエンターテ
イメントをマイナーリーグ級の価格で楽
しめます。アミューズメント・パークに野
生生物公園、
コンサートから幽霊ツアー、
農産物品評会やストリート・フェア、はた
また巨大なチョコのヘラジカまであり、
グ
レーター・ポートランドなら好奇心旺盛
なあらゆる年齢の子供たちを楽しませる
のに苦労はいりません。

探索

創造性

年中楽しめる目的地

国際都市

カスコ湾に張り出したグレーター・ポー
トランドには、灯台が7つあり、穴場的な
島や歴史的な要塞、隠れた入江に通じる
世界最高ともいえる水上アクセスがあり
ます。森の中のトレイル、野生生物保護
区や山を通り抜け、そして市内でアウトド
ア・ハイキングをお楽しみください。何か
他のタイプの楽しみ方をお探しなら、こ
の地域のショップやレストランやブティッ
クを探してみてはどうでしょう。
この地域
は、歴史的な町への日帰り旅行にとても
便利な場所ですので、あなただけの隠れ
たメイン州を見つけてみてください。

アーツ・ディストリクト
（芸術地区）はポー
トランドのコングレス・ストリート沿いで
すが、
この地域の芸術シーンの活躍に限
りはありません。ポートランドのメイン芸
術大学とポートランド美術館が地域の創
造的経済の担い手です。世界的に有名な
アーティストやデザイナーが多く住み、地
域のイノベーションはこのエリアのビジ
ネスにも広がりを見せています。
グレー
ター・ポートランドのコミュニティでは毎
月、
アートウォークを開催して地域の創造
的経済を称賛しています。

グレーター・ポートランドは活動的な冬、
美しい春、涼しい夏、色彩あふれる秋と、
一年中どの季節でもユニークなアウトド
ア・アドベンチャーを提供します。冬は、
町の公園でのスケート、ゲレンデでのス
ノーモービルやスキー、スノーボード、
あるいはショーを見ながらの美味しい
食事をお楽しみください。春は、釣りや色
とりどりの庭園散策、夏はセーリング、水
泳、釣り、
ゴルフを堪能するのに理想的
な季節です。秋の紅葉の中、森をハイキ
ングして、地図にない滝を見つける探検
に出かけましょう！

メイン州は米国で一番最初に朝日が見
える州です。
この最も東に位置する地理
的条件から、グレーター・ポートランド
は、
ヨーロッパやアフリカにもっとも近い
主要都市でもあり、
カナダやアイスランド
との主要貿易港にもなっています。
メイ
ン州の中でもっとも多様性豊かな地域
であることから、このエリアの歴史遺産
的トレイル、エスニック料理レストラン、
多文化フェアや博物館は、その国際的な
影響色を映し出しています。手つかずの
ビーチ、歴史的魅力、活気あふれる刺激
的なナイトライフは世界中の旅行者にと
って理想的な目的地なのです。

写真（左から時計回り）
：コーリー・テンプルトン、CFWフォトグラフィー、ティム・グリーンウェイ、ウェストブルック市、フリーポートUSA 、ティム・グリーンウェイ、CFWフォトグラフィー、ChARTメタルワークス、ティム・グリーンウェイ

