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    BUREAU FRANÇAIS DE LA MAISON FRANCO-JAPONAISE  
日仏会館日仏会館日仏会館日仏会館    フランスフランスフランスフランス    事務所事務所事務所事務所 

 
 

 
           ブルトンブルトンブルトンブルトン・・・・デュデュデュデュ・・・・ジャポジャポジャポジャポンンンンとととと

ののののパートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップによるによるによるによる催催催催しししし 
 

        
 
 

2009 年年年年 5 月月月月 20 日日日日（（（（水水水水））））    日仏会館日仏会館日仏会館日仏会館ホールホールホールホール 
 

ブルターニュブルターニュブルターニュブルターニュ：：：： 
経済的活力経済的活力経済的活力経済的活力とととと文化的文化的文化的文化的アイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーがががが結結結結びつくびつくびつくびつく地域地域地域地域 

同時通訳あり 

 
司会司会司会司会：：：：マルクマルクマルクマルク・・・・アンベールアンベールアンベールアンベール(日仏会館日仏会館日仏会館日仏会館フランスフランスフランスフランス事務所事務所事務所事務所ディレクターディレクターディレクターディレクター、、、、 

ブルトンブルトンブルトンブルトン・・・・デュデュデュデュ・・・・ジャポンジャポンジャポンジャポン名誉総裁名誉総裁名誉総裁名誉総裁）））） 
 

アランアランアランアラン・・・・イベルニョイベルニョイベルニョイベルニョ,  
(ブルターニュブルターニュブルターニュブルターニュ地域圏議会議員地域圏議会議員地域圏議会議員地域圏議会議員) 
 

 

レンヌ大学で経済学と社会学

を修めた後、コンサルタント

として働く。2004 年よりブル

ターニュ地域圏議会議員とし

て社会的経済および連帯経済

を担当し, 経済発展と研究担 
当委員会の委員長を務める。また、社会的経済

および連帯経済に加えて、特に中小企業の世界

進出の問題や革新と国際経済への協力などに関

心を抱いている。1995 年から 2008 年にかけてレ

ンヌ都市圏共同体から選出。 

ダニエルダニエルダニエルダニエル・・・・ルルルル・・・・クエディククエディククエディククエディク 
( 西西西西ブルターニュブルターニュブルターニュブルターニュ大学教授大学教授大学教授大学教授) 
 

 

建築家（フランス政府公認デ

ィプロム取得）、現代史博

士。西ブルターニュ大学教授

であり、同大学地理建築学研

究所のディレクターを務め

る。全国大学評議会の 

「空間整備と都市計画」部門の責任者、建築学

教育に関する高等学術諮問委員会のメンバー。

建築物や風景と国や地方の特性は密接に結びつ

いているという学説を主張している。 

 
17 時時時時：：：：アランアランアランアラン・・・・イベルニョイベルニョイベルニョイベルニョ「「「「ブルターニュブルターニュブルターニュブルターニュ地域圏地域圏地域圏地域圏でのでのでのでの公公公公・・・・民民民民におけるにおけるにおけるにおける企業経済企業経済企業経済企業経済・・・・連帯経済連帯経済連帯経済連帯経済

ののののダイナミズムダイナミズムダイナミズムダイナミズム」」」」 
50 年前にはフランスでも最も貧しい地方のひとつであったブルターニュは、半世紀を経て、肥沃な農

地や農産物加工業、情報コミュニケーション技術、水上レジャー産業、自動車産業などを擁するヨー

ロッパでも指折りの魅力的な地域となった。ブルトン人の勤勉さ、高レベルな職業訓練、高い生活水

準と美しい風土、確固たる文化的アイデンティティー、強い連帯意識と世界に向かって開かれた精神

などが、この「ブルターニュの奇跡」の要因と言えるだろう。現在において、ブルターニュも世界が

直面する重大な経済危機を免れることはできないだろう。しかし、自らの切り札に賭け、積極性と希

望を持ってブルターニュは未来に向かって進むのである。 
 
18 時時時時：：：：ダニエルダニエルダニエルダニエル・・・・ルルルル・・・・クエディククエディククエディククエディク「「「「建築建築建築建築とととと風景風景風景風景、、、、ブルターニュブルターニュブルターニュブルターニュののののアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーアイデンティティーのののの城城城城

塞塞塞塞」」」」 
20 世紀初頭、ブルターニュはその個性を失いつつあった。近代に入り伝統は土台から切り崩され、立

地条件と経済の脆弱さとも相まってブルターニュの再生は不可能かに見えた。しかし反対に、ブルタ

ーニュは生まれ変わり、国際的な思潮に敏感に反応してアイデンティティー確立へと向かうことがで

きた。その先頭に立つのは知識人や芸術家であり、建築にその注目すべき成果を見ることができる。 
 

19時時時時30分分分分：：：：レセプションパーティーレセプションパーティーレセプションパーティーレセプションパーティー 
 

入場無料入場無料入場無料入場無料・・・・予約制予約制予約制予約制（（（（席数席数席数席数にはにはにはには限限限限りがありますりがありますりがありますりがあります）））） 
 

申申申申しししし込込込込みみみみ：：：：電話電話電話電話：：：：03-5421-7641 ファクスファクスファクスファクス：：：：03-5421-7651 E-mail：：：：mikasa@mfj.gr.jp 
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               En partenariat avec l’association 
                                        Bretons du Japon  

        
                                                                         

 
 

Le 20 Mai 2009, Auditorium  
 

La Bretagne : une région française 
 conjuguant dynamisme économique et identité culturelle 

en français avec traduction simultanée 

 
Débat animé par Marc Humbert, Directeur, Bureau Français de la MFJ,  

Président d’Honneur de l’association Bretons du Japon 
 

Avec Alain Yvergniaux, Conseiller 
Régional de Bretagne  

 

Alain YVERGNIAUX, diplômé 
de sciences économiques et de 
sociologie (Université de Rennes) 
est consultant de profession. 
Conseiller régional de Bretagne 
depuis 2004, délégué à 
l'économie sociale et solidaire, 

il est président de la commission du développement 
économique et de la recherche. Par suite, au Conseil 
régional de Bretagne, outre l'économie sociale et 
solidaire, il suit particulièrement les questions de 
développement des PME à l'international, l’innovation 
et les coopérations économiques internationales. De 
1995 à 2008, il a siégé comme élu de la communauté 
d'agglomération Rennes Métropole. 

et Daniel Le Couédic, Professeur à 
l’université de Bretagne Occidentale 
 

 

Daniel Le Couédic est architecte 
DPLG et docteur d’État en 
histoire contemporaine. 
Professeur à l’université de 
Bretagne occidentale, il y dirige 
le laboratoire de recherche  

de l’Institut de Géoarchitecture. Il préside la section 
« Aménagement de l’espace, Urbanisme » du Conseil 
national des universités et siège au Conseil 
scientifique supérieur de l’enseignement de 
l’Architecture. Il se consacre, notamment, aux 
doctrines qui manifestent l’intention de promouvoir la 
particularité d’un pays ou d’une région par l’entremise 
des édifices et du paysage. 

 
17h : Alain Yvergniaux  
 Le dynamisme régional breton, public et privé d’une économie entrepreneuriale et solidaire 
 
La Bretagne une des régions les plus pauvres de France, il y a 50 ans,  est devenue une région parmi les plus 
attractives d’Europe, avec des domaines d’excellence dans l’agriculture, les industries agro-alimentaires, les 
TIC, les industries nautiques, l’automobile. La capacité des bretons à coopérer, le haut niveau de formation de 
ses actifs, la qualité de vie et la beauté du territoire, la forte identité culturelle de la Bretagne, le fort esprit de 
solidarité et l’ouverture au monde de la Bretagne, sont au cœur de cee “miracle breton”. Dans la période 
actuelle, la Bretagne n’échappe pas aux sérieuses difficultés économiques que le monde entier connait, mais  
elle mise sur ses atouts pour préparer l’ avenir avec volontarisme et espoir. 
 

18h : Daniel Le Couédic 
L’architecture et les paysages, bastions de l’identité bretonne 
 
À l’aube du XXe siècle, la Bretagne était menacée de dépersonnalisation. La modernité sapait ses traditions et sa 
situation péninsulaire conjuguée à sa faiblesse économique semblait lui interdire tout renouveau. Au contraire, 
elle sut se réinventer et se saisir des grands courants d’idées internationaux pour nourrir des projets identitaires. 
Les intellectuels et les artistes furent alors et demeurent aux avant-postes de cette ambition qui perdure, ce dont 
témoigne remarquablement l’architecture. 
 

19h 30 réception 
 

Entrée libre sur réservation : nombre de places limité 
Tel 03 5421 7641 Fax 03  5421 7651 < mikasa@mfj.gr.jp >  


