ナポレオン・
ボナパルト

生誕250周年記念

アジャクシオ2019

#Napoleon250 #Ajaccio
アジャクシオがナポレオンの
生誕250 周年を祝います
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『moi, Napoléon Bonaparte』 (私、
ナ
ポレオン・ボナパルト) - からの引用
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「私たちの過去を自分たちのものにすることが重要です」
ロラン・マルカンジェリ、
アジャクシオ市長兼ペイ・アジャクシアン都市権共同体議長。
250年前、1769年の8月15日、語り継がれている通り、
聖母被昇天祭の日に、
ナポレオン・ボナ
パルトという人が誕生しました。
コルシカ人にとって国の祝祭日であり、
これは特別な運命の予兆で
した。
2019年、
アジャクシオが歴史と向かい合います。
この著名な人物のおかげで、
この街は、今日世界的
遺産に属し、頂点に登りつめた1人の人物とその家族の誕生の地となっているのです。
私たちが責任を担う立場に就いた時、私たちの市政チームは、
すでにナポレオン1世のイメージを高
める試みを示唆していました。彼がいなければ、今日のアジャクシオは存在しなかったでしょう。
この
偉人は今も我々に遺産を与え続けています。
私たちの願いは、
この世界中に知られる歴史的人物を、私たちの街の経済、観光、文化の発展の重要
な鍵にすることです。
Jean-Pierre Aresu、
ナポレオン遺産の開発のための代理補佐官、Pierre Pugliesi、Office Intercommunal de Tourisme（OIT）
、Philippe Perfettini、
市の遺産の主催者およびこのコーディネ
ーター主要なプロジェクト、
そしてすべての自治体サービス、ILOとCAPA、私たちの野心は2019年
に皇帝とBonaparteに捧げられたページを書くことでした。
過去と未来をつなぐ豊富なイベントやプロジェクトが予定される、100パーセントナポレオンのこの
年を享受する時が訪れました。
アジャクシオ市民、
そして文化遺産と歴史、継承物を再認識すること
に情熱を抱くビジターたちにとってこれは一つの重要な機会です。知り、学ぶ機会を提供し、感動を
呼び起こすこと。私たちは、
この歴史的な年に、
この公益のための使命を達成できることを願っていま
す。
なぜなら、未来とより上手く向かい合うには、私たちの過去を自分たちのものにすることが重要だ
からです。

4

プレスリリース

2019年 :

皇帝に捧げられた一年

2019年は、皇帝の都市の栄光へと向かう、
新たな出発点となります。
このナポレオン生
誕250周年を記念して、
アジャクシオはナポ
レオンの時を生きることになります。豊富な
イベントプログラムと構造的都市計画の始
動を通じて、
アジャクシオ市は、国家的規模
および国際的規模でこの地域の魅力のベク
トルとするために、
ナポレオンにアジャクシオ
のアイデンティティにおける中心的位置をも
う一度割り当てたいと考えています。
この歩みの中で、アジャクシオ市は、すべ
ての 部 門 の 参 加と組 織 、団 体 、個 人との
提 携に支えられています。A s s o c i a t i o n
Villes Impériales (帝政の街協会) および
Fédération Européennes des Cités
napoléoniennes (欧州ナポレオンゆかり
の街協会) との取り組みにより、
アジャクシ
オ市は2015年に欧州ラベル
「Destination
Napoléon」(ナポレオンゆかりの名所) を取
得しました。
この承認によって、
当市はその遺産の価値を
広く伝えることが可能になりました。
この100%ナポレオンのプログラムは、
この
象徴的な一年を通じて展開され、すでに文
化、遺産、観光、教育、大規模な整備計画な
ど、
さまざまな分野でその取り組みが始まっ
ています。
このアジャクシオ市民との絆を回復し、
この
象徴的な一年を忘れがたいものにするため
に、
アジャクシオ市は、大勢の人たちに関心
を持ってもらえるよう、
豊富なプログラムによ
る、
さまざまな活動に取り組んでいます。
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3つの質問
アジャクシオ市の助役でナポレオンの文化遺産の
活用を担当するジャン=ピエール・アレス氏。
ナポレオン生誕250周年はアジャクシオ市にとっ
て何を意味しますか？
帝政の街、
アジャクシオにとって、
この街で生まれた最
も著名な子供、
ナポレオン・ボナパルトの誕生を祝う
ことは、非常に大きな誇りです。
ナポレオンは世界中
に知られており、彼が滞在した街や、彼が戦闘を行っ
た街、時には単に通過した街さえもが、
ナポレオンを
通じてその価値を高めるために彼の逸話を利用して
います。
しかし、
フランス皇帝ナポレオン1世の生誕の
地と称せる街は世界の他のどこにも存在しません。
ナ
ポレオンがアジャクシオの出身であったことを思い出
すのは私たちにとって誇らしいことです。2019年、
ア
ジャクシオが改めて歴史と向かい合います。
このイベ
ントはナポレオンとその生誕地を結ぶ深い絆を祝う
ものです。
この場を借りて、今日我々を一つにまとめて
いる、
この素晴らしいプロジェクトの運営に携わるす
べての方々に、
お礼を申し上げたいと思います。
今年は、
ナポレオ
今年は、
ナポレオンに中心的役割をもう一度割り当て
ようとする戦略の中で私たちが2014年から練り上げ
てきたプロジェクトが初めて実現する年です。
ナポレ
オン博物館が建設されます。帝政の街の中にこのよう
な文化的空間を作ることが重要でした。子供時代の
ナポレオンの隠れ家であったと伝えられる洞窟があ
る、
カゾーネ広場の改修工事も実施される予定です。
知名度を高め、景観を整備することで、
アジャクシオ
の人々にとって、
この場所は、修復を機会に散歩やレ
ジャーに適した場所となるでしょう。
このイベントの範囲はどのような規模になり
ますか？
今年、私たちは、野心的、
そして特に、過去と未来
の架け橋のように建設的でありたいと願いまし
た。歴史上の人物、ナポレオンは、私たちの町の
経済・観光・文化の発展の重要な鍵でもありま
す。2019年は、
アジャクシオにとって重要なイベ
ントであり、1969年からちょうど250年となる感
動を呼び起こしたいと私たちは願っています。

ジャン=ピエール・アレス、写真の向かって右側

ナポレオンがアジャクシオの出
身であったことを思い出すの
は私たちにとって誇らしいこと
です。
この素晴らしい枠組みに始まる、
これは描かれて
ゆく象徴体系でもあります。
アウステルリッツの
戦いを率いた時と同じ軍服を着たナポレオンの
像は、パリのアンヴァリッドの名誉の中庭を見下
ろす彫像と同じものです。御影石の台座の上に立
つ、
この彫像は、
レジオン・ドヌール勲章の記念碑
からパルミエ広場の第一コンスルの像、
そして新
しいカンピンチ広場の一部となる私たちが保存
してきた港までを見晴らします。2021年、私たち
は、皇帝の逝去200周年を追悼することになりま
す。
これはもう一つの視点からのイベントとなるで
しょう。皇帝が誕生した街に私たちが与えたいと
願うこの壮大な規模に、都市整備、
ナポレオンが
自分の故郷の街を近代化し、
コルシカの首都にし
ようと試みた、
アジャクシオの都市改造の継続と
なる、城砦の再所有化も加える必要があります。
Mag’誌によるアジャクシオ市のインタビュー
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ア ジ ャクシ オ 市 は「 V i l l e
Impériale 」(帝政の街)ブラ
ンドの

2016

年より、
アジャクシオ市は、Villes Impériales (帝政の街) 協会のメン
バーです。
この協会には、第一帝政と第二帝政の時代と関連のある、活用すべき豊かな帝政の
文化遺産という共通点を持つ18の街が参加しています。
このプロジェクトのライトモチーフは、
「共通の認識の印」
を作ることです。
フランス全土にまたがるこの大規模なネットワークにより、加盟都市は、一般大衆と観光業者
に対する本物の観光・文化的可視性の恩恵を受けることができます。
そのため、
この協会は、
フランスおよび国外の業務見本市・展示会や一般公開イベントなどで、
コミュニケーション活動とプロモーション活動を実施します。
この協会は、帝国の遺産の価値
を見直す地域規模の取り組みも促します。
「Ville Impériale」 (帝政の街) ブランドは、2011年にリュエイユ＝マルメゾン市のパトリッ
ク・オリエ市長の主導で設立されました。
*アジャクシオ、
オータン、
ビアリッツ、
ボワシー=サン・レジェ、
シャトールー、
フォンテーヌブロ
ー、
ラモット=ブヴロン、
ラ・ロッシュ・シュル・ヨン、
イル・デクス、
メゾン・ラフィット、
モントロー・
フォー・ヨンヌ、
ニース、
ランブイエ、
リュエイユ＝マルメゾン、
サン・クルー、
サン・ジェルマン・ア
ン・レイ、
サン・リュ-・ラ・フォレ。
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アジャクシオ市が

2014

年より、アジャクシオ市は、会長のシャルル・ボナパルト氏が
設立し、
ジャック・マッテイ氏が主導するFédération Européennes des Cités
napoléoniennes (欧州ナポレオンゆかりの街協会) に加盟しています。
コルシカに深
い愛着を持つ二人は、
アジャクシオに本部を置くことを選びました。
ポルトガル、
ドイツ、
イタリア、
ベルギー、
チェコ共和国、
ロシアなど、60カ国以上の代表者が担う業務ネット
ワークを構築するために、12年間に渡る作業を要しました。
このネットワーク化の取り組みは、2 0 1 5 年 、欧 州 評 議 会による「 D e s t i n a t i o n
Napoléon」 (ナポレオンにまつわる名所) 欧州文化ルートに認定されたことで報われ
ました。
FECNへの加盟は、
アジャクシオ市にとって、経済および観光部門における素晴らしい
発展のきっかけとなり、欧州規模および国際規模の名声を得る機会を与えてくれるもの
となります。
現在、
ナポレオンの文化遺産の活用を担うジャン=ピエール・アレス助役の取り組みによ
り、
アジャクシオ市はコルテ市と共に、
コルス地方におけるDestination Napoléon」(
ナポレオンにまつわる名所) の地域的展開に参加しています。委員会の仕事はナポレオ
ンの文化遺産の演出的問題に答えることから、新たな観衆を獲得すること、観光客を迎
えることなど多岐に渡ります。
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アジャ
クシオ
小さな町から
皇帝の都市へ

ナポレオンの生誕地、
アジャクシオ
Rue Bonaparte (ボナパルト通り)、cours Napoléon
(ナポレオン大通り)、avenue du Premier Consul (
第一コンスル通り)、boulevard Madame Mère (
皇太后大通り)、avenue Impératrice Eugénie (ユ
ージェニー皇妃通り)、place d’Austerlitz (オーステ
ルリッツ広場)、rue de Wagram (ヴァグラム通り)
、rue de Solférino (ソルフェリーノ通り)…アジャク
シオでは、多くの通りがナポレオン・ボナパルトとその
名高い家族の栄光を称えています。その他にも、
ヨー
ロッパの運命を支配したこの王朝の歴史をたどること
のできる記念の場所を数多くあげることができます。
即位名、
ナポレオン1世の名でより広く知られる、偉大
な栄光を運命づけられたこの人物は、1769年8月15
日、
コルシカで重要な聖母マリアの祭日、聖母被昇天
祭の日に、今日ボナパルトの家 国立博物館として知ら
れる民家で誕生しました。
彼は1764年に結婚したコルシカ島の高等評議会弁
護士兼法廷書記官シャルルと、
マリア・レティツィア・
ラモリーノの2人目の子供です。
ナポレオンはジョセフ
(1768年生まれ) の次に生まれ、彼の後にリュシアン
(1775年)、
エリザ (1777年)、
ルイ (1778年)、
ポー
ナポレオン1世とその家族が残した物質的遺産と非
物質的遺産は、現在の私たちの社会にも影響を及ぼ
し続けています。

リーヌ (1780年)、
カロリーヌ (1782年)、
ジェロー
ム (1784年) が続きます。
彼が権力の座に就いた時に行った、国と社会の再編
成と改革により、
フランスの行政的側面は大きく変
化しました。
彼は生まれ故 郷をないがしろにはしませんでし
た。1799年にナポレオンが権力の座に就いた時、
ア
ジャクシオは人口5000人の小さな町に過ぎず、質
の悪い水によってさまざまな衛生的問題を抱える、
軍事的駐留地でした。1801年6月10日、
ナポレオン
は都市整備計画に着手します。城壁は取り壊され、
旧ジェノバ地区はピアッツァ・ディ・ロルモ
（現在のフ
ォシュ広場、
アジャクシオ市民の間ではパルミエ広
場の名で知られる）の拡大のために開かれ、港と新
しい住宅地の建設が始まりました。
...
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ナポレオン一世の栄光が、都市の建造物の中にも

...
アジャクシオの変貌は確実なものとなり、
当市は海路
でアクセスできる、飲料水の行き渡る地方主要都市
の地位に移行します。
これは王政復古の時代（1815
～1831) に継続され、歩道と下水道の整備、
ヤシの
木とオレンジの木を植樹することによる道路の美化
が実施されました。
アルフォンス・ド・ジゾールの監督
のもとで、県庁と市庁舎が建設されました。裕福なポ
ッツォ・ディ・ボルゴ家とペラルディ家の個人邸宅が
建てられ、
フランソワ・ルヴィとジェローム・マリオーリ
が手掛けた劇場やサンギネール街道の海辺の墓地ユ
ー・カニッチュも建設されました。
19世紀後半に、
アジャクシオはナポレオン・ボナパル
トの叔父、
ジョセフ・フェッシュ枢機卿の計画により、
激変しました。彼は、
コルシカの若者たちが質の高い
高等教育を受けられるよう、現在のフェッシュ通り、
ボ
ルグの中心部に学校を設立するための工事を開始し
ました。
枢機卿が亡くなった1年後の1840年に、
この施設
の中核は、
コミューンによって一時期、軍に割り当て
られ、
その後最終的に、枢機卿がコミューンに遺贈し
た芸術作品を所蔵するフェッシュ美術館となりまし
た。1858年8月15日に開館したフェッシュ宮殿美術
館には、
この皇帝の家族の肖像画の、世界で最も美し
いコレクションの一つが収められています。
ナポレオ
ン1世とフェッシュ枢機卿が着手した皇帝の礼拝堂と
現在の文化遺産図書館の工事は、
ナポレオン3世の
元で完成することとなりました。

アジャクシオの変容が起こ
り、都市は最終的に海から
アクセス可能となり飲料水
が供給される地域の首都
の地位を通過
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ナポレオン3世の治世に、
ナポレオン時代
のアイデンティティが確立されました。
この時代に、
アジャクシオが「ナポレオンの思い出と深
い関連のある」繁栄に恵まれたことが記録されていま
す。
ナポレオン一世の栄光が、都市の建造物の中にも染み
込んでいます。
こうしてアジャクシオはVille Impériale
(帝政の街)となりました。ナポレオン3世の影響によ
り、市民広場が整備され、オルモ広場も美しく改装さ
れます。
この広場には、彫刻家マッシミリアーノ・ラブル
ールが手掛ける、
ナポレオン1世の思い出に捧げられ
た最初の彫像が設置されます。
アバトゥッチ広場と将
軍の彫像は、裁判所 (1870-1873)、留置所(18741875)、憲兵隊舎 (1888-1889) 周辺における第三
共和制下でのその後の地区の発展を予見しているか
のようです。
1865年に、
ジェローム・ナポレオンと建築家ヴィオレ・
ル・デュックの監督の下、ナポレオン1世とその4人の
兄弟の栄光を称えるモニュメントが現在のジェネラル・
ド・ゴール広場 (ディアマン広場) に建立されました。
ナポレオン3世は、
アジャクシオを高級ビーチリゾート
にしたいと考えていました。
そのために、彼は海岸沿い
の遊歩道 (ランティヴィ大通り) (1862～1865年) と
グラン大通り (現在のグランヴァル大通り) の工事に
も着手し、
これは外国人地区と呼ばれる地区の開発を
促すことになりました。
この都市化計画は、未来のビジ
ネス街、boulevard du roi Jérôme (ロワ・ジェロー
ム大通り) 周辺の商業活動も優遇します。

1801年6月10日、ナポレオ
ンその後装飾計画を開始し
ます街の
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市の中心部で
ナポレオン関連のイベント

大規模なイベント

4月
「ナポレオンの子供、
アジャクシオ」
4月5日～7月7日
ボナパルトの家 国立博物館

ボナパルトの家 国立博物館は、
「ボナパルト家の生活様式や日常生活を
伝える、後に書かれた、逸話が多くを占める文書、完全な創作であるもの
の、我々に伝わる住人たちの特徴的な顔立ちをもとに描かれた肖像画」
か
ら構成される展示会を提案しますと、文化遺産を専門とする学芸員でボ
ナパルトの家 国立博物館の館長である、
ジャン=マルク・オリヴェシ氏が
説明。
このプロジェクトに携わるアントワーヌ・マリー・グラジアニ氏によ
る最近の研究により、社会的枠組みを定めることができました。

「アジャクシオ市の最も傑出した貴族の中に数えられるボナパルト家

の人々は、単にその出自によって比類ない運命を夢見ることができたわけ
ではありません。彼らの中の何人かは、
比類ない才能を、歴史的機会に対
する感覚、
同時代の人々を評価する目、教育と養成への完全な信頼、
そこ
にたどり着くためのと信じられないほどの努力を必要としました。 とジ
ャン=マルク・オリヴェシ氏が語っています。

」

想像上の祖先のこのギャラリーのそれぞれの肖像画は、Charles Cianfaraniによるキャラクターの人生の象
徴的なエピソードを物語っている漫画ストリップによって照らされます。
デザイナーのValérieSantarelliは、彼
女自身のやり方で、
そして巧妙なユーモア、家族の領土帰属の地図で再び帝国を辞退しました。
ジョセフ、
エリ
サ、
ジェローム、
ルシアンはボウリングゲームで表現した。それから、
ターンテーブルの上で、
プレイモビルとフレ
デリック・ピエロによって作られたアジャクシオのナポレオンの幼年期の9つのスキットに従います。
この展覧会は主に小学生を対象としています。
詳細はこちらをご覧ください：musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/

「Ville Impériale」
(帝政の街) ブランドの総会
2019年4月12日 (金) と4月13日 (土)
市庁舎 - 市議会議場

アジャクシオ市で、第一帝政と第二帝政の重要な文化遺産と歴史遺産を有する
フランスの市町村のネットワーク、
「帝政の街」
の総会が初めて開催されます (6
ページ目の囲み記事を参照)。
プログラムはこちらをご覧ください：ajaccio.fr
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5月
ナポレオンの死を追悼するミサ
5月5日 (日) 10時
皇帝の礼拝堂

ナポレオン1世の死を追悼するセレモニー。
ミサとそれに続く
献花。

6月
展覧会「ボナパルト家の一員、
マチルド
皇女宅での夕べと芸術」6月27日～9月
30日
フェッシュ宮殿

ボナパルト家の家族とその芸術との関わりをテー
マとする展覧会の系譜の中で 『自由人リュシア
(
ン・ボナパルト』 2010年、
『ナポレオンの妹、芸術
の王妃カロリーヌ』2017年)、
フェッシュ宮殿は、
芸術と文学の世界に親しみ、19世紀後半の重要
人物であったナポレオン3世の従兄弟を称える展
覧会を企画することに決定しました。
このナポレオンの姪は、
クールセル通りとベリ通り
のサロンの他、
サン・グラティアンの所有地にもフ
ランス文学史上最も著名な作家たち
（ギュスター
ヴ・フローベール、テオフィル・ゴーチエ、
サント＝
ブーヴ、
ゴンクール兄弟…若いマルセル・プルース
トを魅了）
や、彼女が作品を蒐集していた大勢の芸
術家たち
（ジロー、エベール、
カバネル、
メソニエ、
フロマンタン…) を招きました。
マチルド皇女の肖像 - エデュアール=ルイ・デュビュフ - ヴェルサイ
ユ宮殿とトリアノン

このプロジェクトは、彼女のイタリア亡命と彼女自身の芸術的業績、複数の住居、特にその芸術的嗜好と文
学サロンの関係、新たな文書に照らし合わせた再考に関する部門を中心に構成されます。
この展覧会は、
オ
ルセー美術館、
コンピエーニュ城国立美術館との提携、
そしてパリ装飾芸術美術館、
ヴェルサイユ宮殿美術
館、
トリアノン、
ラ・トランシュのヘベール美術館の格別な支援により実現しました。
musee-fesch.com

14

プレスリリース
アジャクシオのカーニバル、
「ナポレオンの自作映画」

6月29日 20:00、
カーニバルがアバトゥッチ広場を出発。21:45 到着
子供村、
フォシュ広場とアバトゥッチ広場で16:00～19：00
DJが司会する仮面舞踏会 - 22:00
Grand Bal Costumé, avec animation DJ - 22h00
ナポレオン・ボナパルト生誕250周年を記念して、第4回アジャクシオ・
カーニバルで
「陛下の」
山車が、皇帝の戴冠を表現します。
パレードの先頭には、近衛兵の軍服を着たバトンガールなど、生きた絵
画の周りで皇帝を称える一団が、
当時の衣装で歩きます。
また消防士
たちは、1811年にパリ市の消火ポンプを担う工兵の大隊を設立した
ナポレオンを称える山車を披露します。映画界のその他の著名人たち
がパレードを盛り上げます。機械仕掛けの象アニバルとボリウッドの一
座、人魚姫の魔法の世界、
アジャクシオ市とCAPAが提案する映画『ラ
ストエンペラー』
と
『ハリー・ポッター』
の天の龍。
戴冠式の衣装を着たナピ

ajaccio.frおよび capa.corsica

7月
「ナポレオンを描いて」
コンクール

7月上旬から8月下旬まで
OITのエスパース・ジャン・スキアーヴォ
アジャクシオ市は、芸術的創作を含めて、街の生活
のあらゆる領域における、
ナポレオンのイメージの
普及に努めます。

ボナパルトの未完成の肖像画 - ジャック=ルイ・ダヴィッド、1798年
1798

ナポレオン生誕２５０周年記念に貢献するために、画家、
ピエール・ファレルが
「Peins-moi
Napoléon」
(ナポレオンを描いて)
と題する絵画コンクールの開催を提案しました。
アジャクシオ市が主催するこのコ
ンクールと平行して、Académie de Corseが、今回もピエール・ファレル氏の主導のもと、私立小学校で
「Dessine-moi Napoléon」
(ナポレオンを描いて) と題する芸術プロジェクトを提案します。
ajaccio.fr
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8月
メモリアル賞

8月2日 (金) 11:30より
フェッシュ宮殿
メモリアル賞は、2018年に40周年を祝う、偉大な文
学賞です。
このイベントは1日がかりで、伝統的に次の方法で開
催されます：
- 市長または議員による市のメダルの授与
- フェッシュ宮殿の大広間で、受賞者による講演会
- 18:30頃にフェッシュ美術館でメモリアル賞の表彰
式が執り行われ、
その後カクテルパーティーが開かれ
ます。

アジャクシオ市のナポレオンの一日 -1769年～2019年
ボナパルトからナポレオン1世へ
8月13日、14日、15日

15
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1769年8月15日に中流家庭に誕生したアジャクシオの子、
ナポレオン・ボナパル
トは、
ヨーロッパの屋根によじ上り、35歳で皇帝となりました！
この物語は16世紀に、
ボナパルト家の人々が初めてアジャクシオに移り住んだ当
時のことから始まります。
その頃は彼らはまだ無名で、後に地元社会で発言力を獲
得してゆきます。彼らの運命は18世紀の啓蒙の時代に、子供たちのために野心を
抱くシャルル・マリー・ボナパルトが、家族の遺産を増やそうと努めた時、大きな転
換を迎えました。
その結果は、人類の歴史にとってユニークなものとなりました。彼の子供たちの中
から、
１人の皇帝と3人の王、1人の女王、1人の公子と1人の公女、1人の大公妃が
誕生することになるからです。
ナポレオン、
ジョゼフィーヌ、
ルイ、
ジェローム、
キャロ
リーヌ、
リュシアン、
エリザ、
ポーリーヌが、20年近くヨーロッパを支配することにな
ります。
この記念すべき年に、8月13日から15日にかけてOITが主催するナポレオンの一
日が、
アジャクシオの子供であるナポレオンに、感動的な賛辞を捧げます。
ショー、展覧会、
ダンス、
ビバーク、皇帝の音楽、衛兵の交代、再現、小戦闘などで、
歴史的な瞬間を追体験しましょう。
詳細はajaccio-tourisme.comをご覧ください
ペイ・アジャクシオ観光局が司会を務めるイベント

9月
『ボナパルト家の人々の書簡』
9月14日～10月14日
フェッシュ文化遺産図書館

1976年12月6日、香水商フランソワ・コティの娘で、寛
大な庇護者であるクリスチアーヌ・スポトゥルノ=コティ
が、私立図書館の蔵書をより豊かなものにする18通の
手紙の束を市に遺贈しました。
それぞれが、
この著名な
家族の人生における重要な時期や感動的な場面を証
言する、
これらの自伝的書簡が、
アジャクシオ市民に初
めて公開されることになります。
この展覧会では、
これら
の書簡の歴史と背景を示すことに重点が置かれます。
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これらの書簡の中には、ナポレオン1世の未
公開の軍事書簡や皇妃マリー・ルイーズの感
動的な手紙、ナポレオンの母親の重要な手
紙、流刑中の兄弟姉妹とのさまざまな往復書
簡、父シャルルとリュシアンの息子のシャルル
の手紙も見ることができます。
展覧会のキュレーター、
ダヴィッド・シャント
ランヌ、歴史家・芸術史家、
パリ・ソルボンヌ大
学卒、
ジャーナリスト・作家
bibliotheque.ajaccio.fr

10月
エジプトからの帰還を記念
10月5日 (土)

1799年10月1日に、4隻の船がアジャクシの海岸に接近します。
ボートは彼らに会いに行く：
「どこから来
たの？ Roch Donzellaがフリゲート艦La Muironに言う。
「エジプトから。彼の提督に返信した。
「エジ
プトから？ General Bonaparteからのニュースはありますか。後者は彼自身を示しています： "私は元
気です。二百二十二年後、
ル・テア・トロワはその日のことを思い出し、街のさまざまな場所を巡回するシ
ョーを通して再発見することを私たちに勧めています。
サン・フランソワのビーチ、大聖堂の前景、Casa
BonaparteとPlace Fochの敷居彼の旅の過程で、将校は彼の家族の目の前で彼の感情を示します 彼の昔の看護師、Camilla Ilari - そして我々はエジプトでの彼らの滞在によって動揺した彼の故郷の仕
事の計画を共有します。。
ナポレオン3世によって実行されたこれらの作品の計画は、都市の発展と近代
へのアクセスを開始しました。確かに、今日のアジャクシオのアーバンアーティキュレーションは、
この最
初のビジョンを満たしています。Paul Grenierの監督による、公然とカラフルな散歩。
この再建はこの特別な年の祝賀の一部としてアジャクシオの国の観光局によって望みそして作り出され
ました。
会社ThéThéàTroisの演劇作品は、
その豊かさと創意工夫をもって私たちを驚かせ続けています。
同社
はまた、多種多様な観客の近くで、
この地域で多くの芸術教育活動を行っています。
アジャクシオ、
アジャクシオの国の観光案内所が提供するショー - AJACCIO
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LUME - ナポレオンとその家族

10月17日～19日 市の中心部で開催

3晩に渡る、市街地の夜の散歩。途中、
ナポレオンの
家族が登場するビデオが10箇所ほどで上映されま
す。
これは2、3分の短いシーケンスで、
フランス語、
コルシカ語と英語で解説されます。台詞はボナパル
トの書簡や当時の話、
ラスカーズが著した
『セント・
ヘレナ』
などを元に構成されます。
見せ場として、特別な場所にモニュメント
「マッピン
グ」
が展開され、
ナポレオンの物語、彼の島での最初
の数年間、
フランス革命、彼の類を見ない政治的出
世、戴冠式と軍事遠征をイメージで辿ります。
OITが司会を担当
ajaccio-tourisme.com

12月
ナポレオン1世の
戴冠式の再現
12月2日 (月)

考案中。情報は後日公開されます。
OITが司会を担当
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展覧会、講演会、
演劇、音楽…
ナポレオン時代のアジャクシオ
4月
ナポレオンとその家族、
その時代をテーマとする、
一連の映画とドキュメンタリーの上映
4月20日 (土)
エスパース・ディアマン

- 14:00 映画上映『 Adieu Bonaparte 』(アデュ
ー・ボナパルト)
- 16:30 アベル・ガンスのドキュメンタリー映画。
月に一度、
ナポレオンをテーマとする映画上映が開
催されます。詳細はウェブサイトをご覧ください：
espace-diamant.ajaccio.fr

En avril 2019, à Ajaccio,
un spectacle jeune public de Paul Grenier
dans la grande galerie du Palais Fesch
avec Guilhem Vion,
Simone Grenier,
Jean-Marie Orsini
et Paul Grenier

BONAP’
Troisième volet

Déambulation théâtrale tout public de Paul Grenier
Avec Simone Grenier
et Paul Grenier

1786 Napoléon a dix-sept ans…et toutes ses dents.
Avec Simone Grenier

Photo: Le Thé à Trois

et Paul Grenier

avec
Simone GRENIER,
et Paul GRENIER

Du mardi 23 au samedi 27 avril à 15h : gratuit
Spectacle inclus avec l’entrée au Musée: 8€ adultes, 5€ tarif réduits, gratuit moins de 18 ans

Jauge limitée à 80 personnes - réservations : 04 95 26 26 26

Une création du Thé à Trois

www.letheatrois.com

www.musee-fesch.com

ポール・グルニエの
『Bonap’, Napoléon a dix
sept ans …et toutes ses dents』(ボナップ、
ナ
ポレオンは17歳で…
歯がすべて揃っている)
子供向けのアクティビティプログラムの一環として、
フェッシュ宮殿
- アジャクシオ美術館は、
「ル・テ・ア・トロワ」
カンパニーとギレム・ヴ
ィオン、
シモーヌ・グルニエ、
ジャン=マリー・オルシーニとポール・グ
ルニエによるポール・グルニエ作「ボナップ」
を上演します。
観客は、伝記作家ジャン=ルイ・ピコ・ド・モラスを通じて、
ナポレオン
の生涯を追体験します。劇の始まりの時点では、
ナポレオンはまだ
17歳です。時は1786年の9月半ば。7年間の不在の後、
アジャクシ
オに戻った彼は、休暇を満喫しようと考えます。
「ピコが赤い紐を外して、観衆を招き入れます。
ナポレオンがひじ掛
け椅子に倒れこんまま眠っています。
白いテーブルクロスと赤いテー
ブルランナーが掛けられた長いテーブルの両端に、
コーヒーカップと
ナイフが乗った小皿が1つずつ置かれています。人々が席に着きまし
た。」
劇の始まりです。
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『Le Souper』(夜食)

ジャン=クロード・ブリスヴィルの戯曲
ダニエル & ウィリアム・メスギシュ
4月26日
エスパース・ディアマン

ここでは、
おそらくあらゆる政治の始まりに見られる
外交的、精神的、反世間的狡猾さの中で、共和制と
君主制が容赦なく対立します。
「ダニエル・メスギシュがタレーラン、彼の息子ウィリアムが冷酷なフーシェを演じる。2人の俳優が、見事に
対峙しながら夜食を供し、我々は役者たちのポケットの中にいるかのように思われるほど間近で、悦楽と共
にこのスープを味わうのである。」Le parisien (ル・パリジャン) 紙
espace-diamant.ajaccio.fr

5月
芸術家によるナポレオンの彫像の展覧会
ロラン・シルヴァーニ
5月
エスパース・ディアマンのホール

3つの寸法と多様な色彩で変化を持たせたナポ
レオンの胸像のユニークなモデルのインスタレー
ション。
ロラン・シルヴァーニは、非常にポップな独特の
世界を築き上げてきた造形作家です。彼は派手
な色彩と婉曲な肖像を好みます。
1973年にアジャクシオに生まれたロラン・シルヴァ
ーニは、
エクス・アン・プロヴァンス大学で造形芸術
を専攻した後、名高いエコール・ブール国立工芸学校を卒業。2015年、
アジャクシオ市がカーニバルのルネ
ッサンスの一環として主催したナピを描くコンクールで優勝。
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フェッシュ宮殿でのナポレオンに関する
講演会

『Napoléon par ceux qui l’ont connu』(彼
を知る者たちが語るナポレオン) と
『Napoléon
sans Bonaparte』 (ボナパルトのないナポレオ
ン）の著者、
アルチュール・シュヴァリエ
5月9日 (木）18:30
フェッシュ宮殿の大広間
詳細はこちらをご覧ください：
musee-fesch.com

6月
ボナパルト家：コルシカ人の家系

6月3日 (月) ～6月8日 (土) 18:00
『狂えるオルランド』の上演、7曲、
フェッシュ美
術館の中庭 – 有料

コルシカのTeatrEuropaがボナパルトに関する初の
英雄物語劇を上演します。
ボナパルトの家の館長、
ジャン=マルク・オリヴェシ氏
による明確な助言のもとに、
『狂えるオルランド』
でボ
ナパルト家の人々の複数言語による一連の対話が舞
台上で演じられ続けることとなります。
言語：コルシカ語、
フランス語、
イタリア語
対象年齢：子供から大人まであらゆる年齢層
上演時間：1時間
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「ナポレオン、
アジャクシオ市所蔵コレクション
の傑作」、
6月に公開予定

ナポレオン生誕250周年記念の一環として、この作品群
が、2018年11月30日から2019年3月4日まで一般公開さ
れる特別展「グルーズからカニチョーニまで、10年間に渡る
フェッシュ宮殿のコレクションの拡大」
を補完します。
ここで
は活発な
『ナポレオンの遺産』政策が強調され、今後の活動
を知ることができます。
この展覧会によって、
アジャクシオの
文化遺産の隠された宝物を発見することができます。
アジャ
クシオ市は、ボナパルト家の人々、特にナポレオン1世、
ナポ
レオン3世と枢機卿フェッシュのお陰で、
この素晴らしい王朝
の発祥の地、国際的規模の芸術遺産を有する帝政の街とし
て誇ることができるのです。
musee-fesch.com

フランソワ=パスカル=シモン、
ジェラ-ル男爵
(ローマ、1770 ～ パリ、1837)
ナポリ王妃、
カロリーヌ・ボナパルト
の肖像

7月
皇帝のピクニック

7月13日 11:00
Jardin des Milleli (ミレリ公園)

Philippe PerfettiniによるMilelliの歴史への介入、
「
振り付け」
アニメーション
（実習生、公演）、
ビンテージ
ゲーム
（Colin Maillard、
クロケット、
カードゲーム）、
ピクニックのステージング
（冷たいビュッフェ）。
料金：大人30ユーロ - 子供：15ユーロ、料金には食
事、観光案内所からミレリ公園への交通手段、接待が
含まれます。
観光案内所での発券
ミレリ公園 - アラタルート
AJACCIO
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9月

Ma vie est un roman』
（
私の人生は小説）

9月2 日～30日
メディアライブラリーネットワー
ク
Empreintes Impériales (帝政の
痕跡) 協会との共催。
ナポレオン1世の人生における重要
な瞬間を、楽しめる方法で紹介しま
す。ネットワークの4つのメディアラ
イブラリーに順次設置される予定で
す。
この展覧会は、
ナポレオンの歴史に関する前例のない
「ナップクイズ」
ゲームの創造を支えるものとしても役
立ちます。参加者全員にとって鍵となるのは、歴史と切手収集に関連するプレゼントです：1969年発行に発
行されたナポレオン生誕100周年記念切手が貼られ、発行初日の消印の入った封筒です。
Bibliothèque.ajaccio.fr
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フォー
第36回ヨーロッパ文化遺産の日

9月21日 (土) と22日 (日)、
テーマ：
「芸術と娯楽」、
文化省が主催
アジャクシオ市は、
この機会に、
ナポレオンに関連する文化遺産を発見および再発見することを
提案します。2日間に渡って、
あらゆる催し物が開催されます。

フェッシュ宮殿と皇帝の礼拝堂
集合場所：フェッシュ宮殿、50 rue du cardinal Fesch
見学開始時間：9:15～18:00
見学所要時間：自由見学
例年と同じく、
フェッシュ宮殿 - 美術館と皇帝の礼拝堂が、文化遺産の日の自由見学で無料公開
されます。見学者は、名高いイタリアプリミティブ絵画から、
コルシカ絵画のコレクション、
そして
ナポレオンコレクションの傑作まで、
当美術館のコレクション全体を鑑賞できます。

ナポレオンの足跡
集合場所：オーステルリッツ広場のナポレオン1世像の下
見学開始： 9:30 (見学開始時間の10分前に集合)
見学所要時間：約2時間
アジャクシオ市の文化遺産推進者
フィリップ・ペルフェティーニと共に
ナポレオンの足跡をたどりながら、
参加者は皇帝の都市の象徴的名所
を発見できるだけではなく、いくつ
かの一般非公開の場所も見学でき
ます
（この見学には美術館の見学は
含まれていません）。
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レ・ミレリ、
オリーブ畑から樹木園ま
で、3世紀間に渡る自然史
集合場所：ドメーヌ・デ・ミレリ、
ミレリ街道 (route
des Milelli)
見学開始：10:00 と 16:00 (見学開始時間の10
分前に集合)
見学所要時間：
約1時間30分 (ウォーキング用の靴をご用意くだ
さい)
植物学ガイド、
マルク・チアップの案内で、参加者はボナパルト家のオリーブ畑の歴史や、所有地全体と樹木
園に広がる、
さまざまな動植物種を知ることができます。
この見学では、
アロマセラピーの初歩も学ぶことが
できます。

10月
「サント・ヘレナ島でのナポレオン」
フェッシュ宮殿でのナポレオンに関
する講演会
10月10日 - 18:30 - 入場無料 フェッシュ宮殿の大広間

アジャクシオ市の文化遺産推進者フィリップ・
ペルフェティーニ氏が司会する講演会。

アンドレ・マルロー編、
『ナポレオン自伝』
文化遺産図書館
10月17日、18日、19日 18:00
文化遺産図書館

Compagnie Neneka (ネネカ・カンパニー)
3つのエピソードから成る連載小説の朗読

リバプールのレディ・リーヴァー美術館、英国
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12月
「1804年12月2日、1805年12月2日…ナポレオンの2つの12月2日」- フェッ
シュ宮殿でのナポレオンに関する講演
12月5日 – 18:30 - 入場無料
フェッシュ宮殿の大広間

オーステルリッツの
戦い、
フランソワ・ジ
ェラ-ル、
ヴェルサイユ
宮殿。

5月から11月まで
ナポレオンランデブー
最初のインペリアルボールと
二帝国の歴史

Espace Jean Schiavoでは、
アジャク
シの協会が1時間のショーを通して帝
国史のセクションを紹介します。第一帝
国と第二帝国の帝国のボールの雰囲気
を思い出し、私たちのスピーカーや私た
ちの俳優と2人の皇帝の歴史を学び、
そ
して当時の音楽を発見してください！
帝国の足跡：9月6日
（金）19:00
帝国の足跡：10月25日金曜日、19：00
カリステ弁：11月15日
（金）18:00
イ ン ペ リ ア ル ダ ン ス：1 0 月 4 日（
金）18:00
インペリアルダンス：1 1月8日（ 金 曜
日）18:00
入場無料 - アジャクシオ市有料観光局
- Espace Jean Schiavo
3 ベ ッド ル ー ム キ ン グ ジ ェ ロ ー ム
AJACCIO
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6月～9月 -
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ナポレオンランデブー

皇帝の近衛兵の交代 - フォシュ広場
7月と8月の月曜日の毎週木曜日
（15/08を除く）、19時、Place Foch
例外的に今年は6.20、6月27日と5、12、26に延長した。

皇帝近衛兵の猟兵連隊と共に歴史的瞬間を追体験しましょう。45分間の太鼓の音に合わせた連隊
の交代と点呼、行進を通じて、帝国の豪奢を間近に感じることができます。
OITが司会を担当

連作「ナポレオンの敵」

4月16日、5月28日、6月25日、9月24日、
10月22日、12月17日 - 14:00
フェッシュ宮殿の大広間

2015年より、
メゾン・デ・ゼネの協力で、
メデ
ィアプログラムを実施し、会員にナポレオン
の歴史に関する活動を提案しています。1年
目のテーマは
「ナポレオンの生涯」
で、2年目
は「ボナパルト家」全体がテーマでした。今
年選ばれたテーマは、
「ナポレオンの側近と
子孫」
です。
このようにして、
「Ville et Pays
d’Art et d’Histoire」 (芸術と歴史の街と
地方)ラベルの一環として実施される活動に
よってアジャクシオ市とCIASの結びつきが
生まれ、
メゾン・デ・ゼネの会員に、
ナポレオ
ンの歴史に関する記憶や、市のナポレオン
ゆかりの主な名所を発見し、再発見するた
めのコースを受講してもらえるようになりま
した。毎月、
メゾン・デ・エネの会員は、
フェッ
シュ宮殿の大広間に集まり、ナポレオンの
歴史について語り合います。

プレスリリース
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劇場 - ナポレオン裁判
9月13日
（金曜日）19時
ナポレオンまたはボナパルト？皇帝か共和党か？私たち
は今日誰を覚えていますか？
そして後世？彼女は誰を飼っていましたか？歴史を再
訪するショー。
これは皇帝コルシカの物語がポール・マ
ンシーニによる音楽に設定されていることを伝えます。
壮観な裁判、
ナポレオンの役割を担うフランシス・フス
ターの声による、
ナポレオン・ボナパルトの弁護士と後
世の思想による対決。
このショーでは、Paul ManciniとGéraldineSzajman
が、Bonaparteの人生と行動を遡ります。
共和党員から彼の戴冠式まで、兵士への男。彼らは一
般に陪審員になることを提案し、
彼の最終的な永遠の亡命または彼の無罪とリハビリテ
ーションを決めること。
ナポレオンはボナパルトを殺しましたか？彼は彼を裏切
ったのですか？子孫の最後の言葉は何でしょうか。
そし
てそれの
観客...そしてあなたは誰に投票しますか？
「紳士、裁判官、私の依頼人はここにはいないでしょう、彼は上から私たちの言うことを聞いています、
そし
て彼はあなたが彼を判断するのに費やす貴重な時間に非常に敏感です。
しばらくあなたの最終的な評決を
疑うな。
しかし、
サイコロは前もってロードされているので、
ここでの私の義務はそれを守ることではなく、
そ
れを楽しくすることですが、不死に直面して真実を大声で宣言することです。«
大人料金：10ユーロ
子供料金 - 12歳：8ユーロ
Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - Espace Jean Schiavo Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
AJACCIO

エンパイアミュージック - アリアオーケストラとハンターズミュージック
インペリアルガードの徒歩で
9月27日、金曜日の19:00
金曜日のEspace Jean Schiavoでは、
アジャクシ協会が1時間のショーを通して帝国史のセクションを紹介
します。
第一帝国と第二帝国の帝国のボールの雰囲気を思い出し、私たちのスピーカーや私たちの俳優と2人の皇帝
の歴史を学び、
そして当時の音楽を発見してください！
Pays d’Ajaccioの観光案内所が提供するアニメーション。
Parvis de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - AJACCIO
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『ナポレオン、帝政と音楽』- デュオ エラートによるナポレオン・コンサート - 5

月16日 (土)、7月18日 (木)、10月19日 (土)、12月7 日 (土) - 18:30 フェッシュ宮殿の
大広間 - 入場無料

ナポレオン生誕250周年を記念して、
デュオ・エラートが皇帝と
音楽をテーマとするリサイタルを提案します。
このスペクタクル
は、皇帝の音楽全般と特にオペラへの情熱の新たな側面を紹介
することを意図しています。
このプログラムは、
さまざまな作曲家たち、皇帝とその家族の音
楽的嗜好、帝政の貴族社会におけるサロンの役割などの歴史的
要素や逸話に彩られた、
メロディー、
ロマンス、
オペラのアリアや
器楽曲などが満載です。
ジャン=ジャック・オッタヴィアーニとローラ・シベラの2人の演奏
家が、
このプログラムを完成させるために来場します。
2019年の春から冬にかけて、4つのコンサートが予定されてい
ます。
詳細はこちらをご覧ください：
musee-fesch.com

一年を通じた、
アジャクシオAOP認定ブドウ農家との提携プロジェクト
アジャクシオAOP認定ブドウ農家との
提携プロジェクト
企画・運営：OIT

2019年1月26日、
ワイン製造従事者の守護聖人、
サン・ヴァ
ンサンの日に、権威あるフェッシュ宮殿 - 美術館で、16のア
ジャクシオAOP認定ブドウ農家が参加するこのキャンペーン
が実施されました。
この機会に、500本のワインの250周年
記念ラベルの上に、番号付けされたメダルが貼られました。1
から16で番号付けされたボトルは、
アジャクシオの古いヴィ
ンテージワインと同様に、
サン・ヴァンサンの日にオークショ
ンで販売されました。
このチャリティーオークションは、
ソム
リエで、2019年コルスワイン国際グランプリの優勝者、
ドミ
ニク・ペレッティが進行役を担当しました。残り484本のボト
ルが、2019年にAOP認定ブドウ栽培農家のカーヴで販売
される予定です。
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アジャクシオの市民団体が
ナポレオンの思い出を保存
ナポレオンの思い出を保存する、
アジャクシオ市の市民団体は、
あらゆる象徴的行事、
とくにOITが主催
するナポレオンの一日において主導的役割を担っています。
それぞれの分野の市民団体が、私たちに第
一帝政と第二帝政の豪奢な時代を追体験させてくれます。

第2猟兵連隊協会
「皇帝近衛兵第2猟兵連隊」協会は、ナポレオ
ンの最も忠実な支持者たちであった、擲弾兵と
猟兵から構成される近衛兵の日常生活を再現
します。
この協会は当時の慣例と風習に忠実に、
当時の大規模な戦闘の歴史的再現することを
提案します。l’époque.

© Ajaccio Méditerrannée

「帝政の舞踏」、
「 帝政の軌跡」、
「カリ
ステ・ワルツの舞踏」が第一帝政と第
二帝政のアール・ド・ヴィーヴルに私た
ちを誘います

「Ajaccio Méditerranée」
協会
2006年より、
この市民団体は、特に護衛、大臣
らや皇太后レティツィア・ボナパルトなど、皇帝
を取り巻く参謀を演じる20名ほどのエキストラ
によって、
ナポレオンにまつわる出来事の場面を
再現してきました。

ナ ポレオン の 思 い 出 の 保 存 に 努 め る 多く
の 市 民 団 体 にとって、ナポレオンの 軍 人 生
活 が 好 み の テ ーマであるの に 対し、
「Les
Danses impériales Ajaccio 」(第一帝政)、
「 Empreintes Impériales」 (第二帝政)、
「Danses Valses Kallisté」 (第二帝政)は、
ナ
ポレオン1世とナポレオン3世の宮廷生活の知
られていない側面を一般市民に知ってもらうこ
とを目的としています。
これらの市民団体は、帝
政の豪奢やこれらの時代の大舞踏会の歴史的
再現に取り組んでいます。
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©ARIA

アリア・オーケストラとその帝政部門
よりバラエティを志向するアマチュアオーケストラ、
アリア・アジャクシオには、2007年より、帝政部
門が設けられています。
このオーケストラは、30人ほどの演奏者で構成されます。
ナポレオンの思い出の一環として、彼らは皇帝近衛兵第2猟兵連隊の軍楽隊を再現しました。
この部
門は20人ほどの音楽家で構成されます。

負傷兵を看護する大陸軍衛生部門。

1998年より、創設者ガストン・ルルー=レンチが主催する
市民団体が、
ナポレオンの大陸軍の衛生部門の伝統を再
現することを試みています。

彼は軍の衛生部の市民予備役指
揮官であり、
アジャクシオの自由業
看護師でもあります。最高位の軍
事機関が、軍の衛生部門の伝統に
関わるこの市民団体を、
このテーマ
に関するフランス唯一の組織とし
て、2007年5月13日にラベル認定
しています。

© Corse-Matin
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2019年大規模なプ

ロジェクトの一年

市庁舎の中にナポレオン博物館を建設予定

アジャクシオ市庁舎のナポレオンの間

「アジャクシオ2030」
プログラムの一環として、現市庁舎は、
ナポレオンの間を新たなナポ
レオ博物館に改築するための調査の対象となっています。市の中心部の再構築の中で、
こ
の改築は複数の目的を満たします：新たな規模の利用者の受け入れを可能にする、
当市に
真のナポレオン美術館を設立する、島の外の人々にとって魅力あるものを生み出す、
この建
物に
「アジャクシオ2030」
の発展のレベルに見合う機能性を付与する。
科学コースは、
ナポレオン1世とナポレオン3世の治世を解き明かしながら、
ボナパルト家
の一族の評価を高めることを意図しています。全体的な流れとして、啓蒙時代末期のナポレ
オン・ボナパルトの島での台頭まで遡り、第一帝政における彼の全盛期までを辿り、第二帝
政での輝かしい同盟政策で締めくくります。
この研究は2019年12月に完了する予定です。

プレスリリース

ナポレオンの記念
の地、
カゾーネの
新たな価値の認
識へ

カゾーネの史跡はアジャクシオ市にとって、皇帝ナポレオン１世に捧げられた重要な記念
の地です。
その修復はアジャクシオの文化遺産、特に皇帝が残した遺産の再評価の全体的
戦略の一部を成すものです。
この地を力強い象徴にすることが望まれます。
このプログラム
は、3年がかりで実現することを目指すもので、実質的には広場の再整備を行います。2019
年の後半に完成する予定の工事は、入り口の前の広場の建設に関するものです。広場の平
坦化が予定されています。
観光客だけではなく地元の住民も新たな体験ができることを目的
とした散歩用の空間と新たな照明の設置、植栽が計画されています。
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野外美術館
アジャクシオ市がCentre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
(CIAP)(建築・文化遺産解釈センター) の設立を支援。
この施設は、文化的アイデンティティ
を築き、経済活動を発展させるために、
その文化遺産を活用することを目的としています。
このツールは、
「Ville et Pays d’Art et d’Histoire」(芸術と歴史の街と地方) ラベルを
保持するすべての街のためにあります。
アジャクシオ市は2013年にこのラベルを取得しまし
た。
このラベルにより、遺産に属する要素を物語の中に刻み、街の中心部の再活性化と結び
つけることで、可視性と観光的魅力を強化することができます。

2019年12月初旬に完成予定の未来のCIAPでは、地域の文化
遺産の世界に浸れるよう、
パラータ、
カーポ・ディ・フェーノ、
プン
タ城、城砦を含む区域の自治体地域の文化遺産を知るための
コースが設けられる予定です。取り上げるテーマの中で、最も美
しいものは、
ナポレオンとその家族、彼らと郷里の関係になると
思われます。
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欧州文化ツアー「ナポレオンにまつわる名所」
で
皇帝の足跡を辿る

欧州文化ルートは、経済・社会・観光・地域開発のベクトルであり、住民が自分たちの
地域的文化遺産を所有できるようにするためのものでもあります。欧州評議会による
認定と共に、1987年に開始した、
サンティアゴ・デ・コンポステラの巡礼路と、
ベルギ
ーとルクセンブルグを横切る田園居居住地の最初の2つの文化ルートのように、
これ
らは重要な観光的・経済的魅力を生み出しています。
アジャクシオ市は、
ナポレオンのイメージ開発戦略の中に、
アジャクシオを国家規模
および国際的規模で輝かせる機会を見出しています。Fédération Européennes
des Cités napoléoniennes (欧州ナポレオンゆかりの街協会) における取り組
みにより、
アジャクシオ市は2015年に欧州ラベル
「Destination
Napoléon」 (
ナポレオンゆかりの名所) を取得しました。Fédération Européennes des
Cités napoléoniennes (欧州ナポレオンの街協会) のサポートにより、
このコース
は、comité de Pilotage Local de Corse (CPL) (地域政策推進委員会) とコルテ
市の提携をコーディネートします。
今後実施する活動を計画し、地域レベルでこのナポレオンの道程を作り上げるため
に、共同作業が現在検討されています。.
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プレス窓口：
コミュニケーション部門 - 市長の事務所
ステファニー・ファビィ (Stéphanie Faby) - 広報官
電話番号:(+33) 06 69 15 75 17
メールアドレス：s.faby@ville-ajaccio.fr
パレフェッシュ美術館
フィリップ・ペルフェティーニ (Philippe Perfettini) - 市の文化遺産推進者
電話番号：(＋33) 04 95 26 26 29
メールアドレス： phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr
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Ville d’Ajaccio - Cità d’Aiacciu

Citadaiacciu

@VilledAjaccio

Youtube : CitadAiacciuTv

Direction de la Communication de la Ville d’Ajaccio - Avenue Antoine Serafini 20304 Ajaccio cedex
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