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カンペール

サン・コランタン大聖堂

La Cathédrale Saint-Corentin
1240 年に着工されたブルターニュ

カンペールとはブルトン語で二つの川の合流点のこと。
ステル (Steir) 川とオデ (Odet) 川が、カンペールで合流す
ることから、この名がついたと言われています。5 世紀に
ブルトン人がブルターニュに渡った際、最初に築いたのがこ
の街だとされており、そのためか、この地方の中でも、特
にブルターニュ独自の文化を色濃く残す場所だと言われて
います。
ここで最も有名なのは、伝統的なカンペール焼きの陶器
でしょう。鮮やかな青や黄色といった線の縁取りの中に、
伝統衣装を身にまとった人々の様子や、花、動物などが描
かれた陶器は、元々この地の人々の結婚の贈り物などとし
て作られていました。ひとつひとつが手描きでつくり出され
る、素朴であたたかな味わいが人気を呼び、現在では、世
界中から注目を集めています。

初のゴシック様式の大聖堂。
「サン・
コランタン」の名は、カンペール最
初の司教で街の守護聖人に由来す
るそう。高さ 76 メートルのふたつ
の尖塔は 1854 〜 56 年にかけて
完成したもので、カンペールのシン
ボル的存在となっています。聖堂
内に施された、15 〜19 世紀作成
のステンドグラスが見事です。
Pl ace S a int- C o re nt in -29000
Quimper
Tel: 02 98 95 06 19
9:30 〜18:30 (7− 8 月のみ公開 )

大聖堂内のどこを向いても、ステン
ドグラスの静かな輝きに圧倒される

アクセス
空路 / パリからカンペール・コルヌアイユ空港まで約 1 時間、市街
まで 8 キロ、約 10 分
鉄道 / パリ・モンパルナス駅からTGV 直行で約 4 時間のレンヌま
たはナントで乗り換え、そこから約 2 時間半
＊カンペール観光局
7 rue de la Deesse-29000 Quimper
Tel:02 98 53 04 05 www.quimper-tourisme.com

カンペール焼きをイメージした可愛い観光用トレインで、街を一巡りするのも楽しい。1人 5
ユーロ（上左）街中の標識は、フランス語とブルトン語の両方で表記されている（上右）
川沿いの景色が特に美しいカンペールの街（下）

陶器博物館

Musée de la Faïence
300 年に渡るカンペール焼きの歴史を
500 点以上もの展示品を通じて紹介して
いる博物館で、毎年、違った企画展を行っ
ています。館内に展示された数々の陶器や、
製作の工程、道具などを見ていくと、カンペ
ール焼きのテクニックやデザインの変遷がよく
理解できます。カンペール焼きの基礎となったフ
取材時は丁度修繕中だったが、それでも美しい、大聖堂にそびえる尖塔

街中でケルト音楽を堪能 ?
運が良ければ (?!) 街の中で、生
のケルティック・ミュージックを
聞くことができるかもしれませ
ん。演奏の合間に、楽器のこと
や、ケルト音楽の歴史について
教えてもらえば、ケルト音楽にま
すます興味がわいてきます。

ランス各地の陶器の特徴も展示されているので、焼
き物に興味がある人にとっては、見逃すことのでき
ない場所。隣接のショップでカンペール焼きの作品

博物館は川沿いに
位置している

を購入することもできます。
14 rue Jean-Baptiste Bousquet - 29000 Quimper
Tel:02 98 90 12 72
開館時間 :10:00 〜18:00(4 月中旬〜10 月中旬、
それ以外の開館日時は問い合わせを )
日曜、祭日休み 大人 4 ユーロ、子供 (7−17 歳 )2.30 ユーロ
www.quimper-faiences.com

具だくさんのガレット。これだけで
十分お腹がいっぱいに

美しい音色を奏でる
ソルタリーという楽器

ブルターニュに来て、ガレット（そば粉のクレープ）を食べない訳にはいきません。

Keltia Musique

なぜならこの地方では、どの街でもカフェの数よりガレットを出すクレープリー（ク
レープ料理店）の方が多いというくらいの、伝統的名物料理なのですから。カンペ

ケルト音楽のことなら何でも揃う、インディペンデントのケルト音楽

ールの中心近くにあるこのお店は、中世の建物をそのまま利用していて、雰囲気も

レーベルでもある専門店は、1970 年代後半に設立されたとのこと。

抜群。もちろんお味もグッドです。

バグパイプなどの楽器も販売しており、ケルト音楽の CD や DVD の
充実ぶりは他に類をみないほど。CD の視聴もできるので、ケルト文
化の伝わるカンペールを訪れた記念に、1枚購入してみてはいかが ?

H. B. アンリオ陶器工房

ブルターニュ地方

Faïencerie de Quimper H. B. Henriot
1690 年に設立されたカンペール焼きの老舗工房、

サン・ブリュー

Finistère

St-Brieuc

Quimper

H. B. アンリオでは、ろくろを使った成形から、絵筆

コート・ダルモール県

を使っての模様づけまでの行程を見学することがで

Côtes-d'Armor

Ille-et-Vilaine

イル・エ・ヴィレーヌ県

カンペール

Morbihan

モルビアン県
ヴァンヌ

Vannes

Rennes

レンヌ

2 Bis Place au Beurre - 29000 Quimper
Tel:02 98 95 49 88
営業時間 :11:00 〜14:30
18:30 〜 22:00 無休

ケルティック・ミュージックの楽譜も購入できる

MAP

フィニステール県

クレープリー・デ・ラ・プラス・オゥ・バー

Creperie de la Place au Beurre

ケルティア・ムジーク

1 place au Beurre - 29000 Quimper
Tel:02 98 95 45 82
www.keltiamusique.com/index̲gb.php

天気が良ければ、店の前のパラソルの下で
ガレットをいただくのも気持ちいい

フランス

きます。工房に隣接してショップもあるので、気に入
った商品を購入することも可能。全て手描きなので、
同じ絵柄でも少しずつニュアンスが違うのが楽しい。
ガイド付き見学のみ。
Rue Haute, Allees de Locmaria - 29337 Quimper
Tel:02 98 90 09 36
夏は終日見学ツアーを実施。冬は１日 5、6 回
休館日 : 季節によって変更があるので直接確認のこと。
3.5 ユーロ www.hb-henriot.com

お皿だけでなく、花瓶やティーポット、
ジャグなど、さまざまなアイテムが揃う

