フランス大好きな人のための小さな情報誌

今だから伝えたいフランス
［サリュ・ラ・フランス］

ノルマンディー

mars

2020

Une brochure sur la France

傘屋の少女と自動車整備工の若者の愛と別れを描いた

映画『シェルブールの雨傘』
。この物語の舞台

シェルブールに店を構え、街の名をそのまま

店名に持つ傘ブティック。美しいシルエットと、

フランスならではのカラーリングで雨の日もおしゃれに。

映画『シェルブールの雨傘』の
舞台になった街から。
「ル・ヴェリタブル・シェルブール」

イズニー村の発酵バターで焼菓子を、キャラメルを。
バターがふわっと香る、
実演
フランスの伝統菓子マドレーヌ。
「オ・デリス・ノルマン」
ルーアン

▶ パティシエ

ムニエ・ロミュアルド
製菓実演 ● 9 階催場

シェルブール

▶オーナー シャルル・イヴォン来店

（3 月 19 日
（木）～ 22日（日）限り）

● 9 階 祝祭広場

ノルマンディーと言えば、りんご。
スライスしたりんごを

ノルマンディーの 実 演
海岸沿いの村から。
「レ・サブレ・ダネル」

バラの花に見立てて。

アネル

▶パティシエ

オテール・ジャン・フランソワ
製菓実演 ● 9 階催場

心はずむ休日。
魅力あふれるノルマンディーへ、
プチバカンスに出かけましょう。

実演

M.O.F. 認定のパティシエが
手掛けるローズドポムと、
ノルマンディー発祥の
タルト菓子ミルリトン。
「マ・ブーランジュリー」
ルーアン

▶パティシエ

クレサン・クリストフ製菓実演

● 9 階催場

カマンベールの生みの親、マリーアレルの名を持つチーズ。

シードルはもちろんワインとの相性もばっちり。

ノルマンディー地方のチーズと言えば、
カマンベールとポン・レベック。
「マリー アレル チーズ」
ボカージュ・オルネ
● 9 階 祝祭広場

イズニーバターを贅沢に。
濃厚でまろやかな味わい。
「イズニーキャラメル」
イズニー
● 9 階 祝祭広場

SHOCHU を
ワイングラスで楽しむ
仏蘭西女子会

お花見のリハーサル飲み会。ノルマンディー地方の
カマンベールチーズ、パリに近いイル・ド・フランスの
ブリーチーズ。それと、スペインバスクのイベリコ豚の
生ハム。今日は SHOCHU をワイングラスで合わせて
みよう。日本有数のバラ園「かのやばら園」がある、
鹿児島県・鹿屋（かのや）市の小鹿酒造の鹿児島焼酎
小鹿。バラとバンビさん（小鹿さんだからね）女子会に
ぴ ったり。ロック・ 水 割り・お 湯 割り・ソーダ 割・
牛乳割りなんかも楽しめる。バラがいっぱいのお皿と
グラスで、お花見気分で盛り上がる。
鹿児島は様々なお肉の名産地。
SHOCHU はずっと地元で愛され

アトリエ順子ガラス絵工房

鎌田順子
グラスペイント（ガラス絵付け）アー
ティスト。透明感のある色彩を使って
季節の花、自然をモチーフに「使える」
作品を製作。日本国内にて作品展示販
売の他、パリ・レンヌ（フランス）
、ロ
ンドン（イギリス）にて作品展示発表。

2020年４月 日本ホビーショー出品予定
（September 25Art Studio ブース）

撮影で使用したバラのパーティーガラスセットは
サリュラフランスの為の書き下ろし。特別に仏蘭西
倶楽部セレクションでセット販売決定しました！
こちらから！

仏蘭西倶楽部

検索

続けてる永遠のエース。今度は
お魚のカルパッチョや、煮込み
料 理 に 合 わ せ て み ようか な。
SHOCHU で食べるとチーズも
生ハムも永遠に食べ続けられ

小鹿酒造株式会社

そう。 ふ ふ ふ、でも 糖 質 ゼ ロ
なんだって！ポットにお湯入れて
SHOCHU 持ってお花見に行き
ましょうか！

優しく力強い鹿児島の大地

一升瓶やミニボトル。
いろんなサイズがあるよ！

小鹿酒造仕込水採水地
（玉泉寺公園）

2021年で創業 50 周年を迎える小鹿酒造。
原料となる≪さつまいも≫は仕込み時期に合わせての
苗植～収穫。仕込水と割り水は国見山系の地下水を
地下 100m から汲み上
げて水場専用のパイプ
で直接工場へ。柔らか
い口当たりの天然水は
焼酎の割り水に最適で
焼酎のまろやかな味わ
いを際立たせます。
可愛いバンビ梅酒は
プレゼントに最適 !
ロックやソーダ割で
楽しめます！

モンマルトルの芸術家
君は僕でできている

その 11 （ジル・ベロディエさんに聞く）
20 年前のジルは、人生のすべてがうまく行かな
くなっている、と感じていました。失業し、健康も

いじゃないか！」ん？それもそうだ！ ジルは外へ出

人物が登場しますが、ちょっとひねった思想が含ま

て、道端でカルトンを広げて売り始めました。

れたものもあります。たとえば、
「君 TOI」という

しかし、道路交通法取締りのお巡りさんに、追
い払われます。懲りずにジルは、何度追われても
道端にやって来ます。いつも同じ担当の警官は、

文字を近くで見ると、小さなたくさんの「僕 MOI」
で成り立っていたり。
「テルトル広場は、本当にすばらしい、神話めい

ある時困った顔で言いました。
「街路で絵を売りた

たところだと思う。でも僕ら絵描きたちは、充分に

いのなら、モンマルトルに行きなさい」

その自由を利用していない気がするよ」と言う彼

損ね、友人もなく、孤独に苦しんでいました。そん

なるほど！今まで考えなかった！ それから正規の

は、2 年前に絵描きの権利を守るデモが広場で行

なある日、話しかけるための顔を描き始めました。

手続きを踏み、正式なテルトル広場の絵描きにな

われた時、旗手の一人として立ち上がりました。そ

口答えしたり、馬鹿げたことを言って笑わせたりす

りました。
（注：手続きは要資格、試験もあります）

の時の運動がきっかけとなり、現在はモンマルトル

る、おかしな奴らです。一人きりの部屋で、想像上

「一人ぼっちだったから、仲間が欲しくて絵を描

をユネスコの世界遺産に登録する申請の準備が進

いた」ジルは、今ではたくさんの絵描き仲間と商

んでいるところです。結果がどうあれ、広場はいつ

売敵に囲まれています。ここでの作品にも大勢の

でも祝祭日。騒がしい友人のたまり場であることに

の友達の顔を次々と描いていったのです。
友達が言いました。
「このデッサンを売ったらい

変わりありません。

サクレ・クール寺院とサン・ピエール教会に守られたテルトル広場

（文・大串久美子 / 協力 Gilles Berodier）
大串久美子（パリ在住）執筆家・翻訳家。フランスの文芸や歴史
を研究。著書に『華麗なるフランス競馬』
（駿河台出版社）

オリジナル・シャンソン・デュオがブルゴーニュから来日！

リュドヴィック･ベー･アー＆ 武田洋子日本ツアー2020
LUDOVIC B.A & YÖKO TAKEDA - JAPAN TOUR 2020
現代を生きる吟遊詩人の如く､ 街から街へ､ 森から森へ､ 愛を歌い､
ポエジー（詩）を歌い、様々な世界を交差する､ 旅人のシャンソン。
■ 3 月 奈良・尾道・雲南・佐賀 ■ 4 月 神戸・岐阜・東京・群馬・仙台・鶴岡・秋田

ツアー詳細 公式サイト LUDOVICBA.COM より「JAPAN TOUR 2020 Solo/Duo」ページを

エッフェル塔はこんなイメージ

何を描こうか、思案中のジルさん

○ L UDOVIC B.A（リュドヴィック・ベー・アー） 1978 年、フランス ･ ブルゴーニュ生れ。10 代の頃、独学でギターと作詞作曲を始め、クラッシックのヴォーカ
ル ･レッスンや、フリージャズ界で著名な Benat Achiary ( ベニヤット ･ アシアリ ) のレッスンなどを受ける。シャンソン、ロック、ジャズ ･ マヌッシュ、即興など様々
なグループでの音楽活動を経てソロ活動を開始。2009 年よりヴァイオリニスト武田洋子と共演し、1st アルバム「le sentier et l'estuaire ／小道と河口〜河と海が
初めて出会う場所〜｣ (2015 年 )、2nd アルバム「Les Mains Tisserandes ／織り成す手」(2018 年、フランス・日本でレコーディング ) をリリースしている。
○Y
 ÖKO TAKEDA（武田洋子）1981 年、群馬県太田市生れ。6 歳より約 10 年間、楽譜より耳で学ぶ ｢スズキ ･ メソード｣ でヴァイオリンを習う。学生時代には
ゴスペル ･R ＆ B サークルに所属しライブ活動を開始。渡仏後には日本民話 ･ 民謡のショーを開く。2009 年より本格的に音楽活動を始め、ヴァイオリン、ウデュ、
ヴィオラ等、様々な音楽アレンジメントを試みている。

仏蘭西倶楽部

お薦めの一冊

パリの「赤いバラ」といわれた女

―日本初の国際女優谷洋子の生涯

遠藤突無也 著／さくら舎刊／ 2,000 円＋税

知られざる大女優の美しくリッチで波乱の生き方
谷洋子こんな人がいたなんて…！

知られざる国際的大女優の波乱の人生。日仏映画研究家であり、

歌手としてシャンソンの殿堂憧れのオランピア劇場でのコンサートなど
の経歴を持つ、遠藤突無也氏が書き下ろした、パリに住んだことが
ある人にもない人にもお勧めする一冊。
気が付くと著者と一緒に時空を超えた谷洋子をたどる旅を。読み終え
たときには谷洋子と著者である遠藤突無也氏のファンになってしまった。

シャンソンで

ドキドキしませんか？
vol. 11

ノルマンディー発・愛の名曲

高級別荘地ドーヴィルが舞台の映画「男と女」
。

人生

港町シェルブールが舞台で名匠ミッシェル・ルグ

最良の日々」が公開。あの時のアンヌとジャン・

ランが音楽を担当した「シェルブールの雨傘」
。

ルイが今の姿でスクリーンに！そして、私の憧れ

これらのテーマ曲は５０年 以 上 経った今でも

のモニカ・ベルッチが出演。ピエール・バルーも

シャンソン の 名 曲として 歌 い 継 がれてい る。

亡くなり、音楽のフランシス・レイは２０１８年に

フランシス・レイ＆ピエール・バルーの最強タッグ

亡くなりこれが最 後 の 作 品に。冒頭から涙が
止まらなかった。フランス映画ってやっぱりいい

上流階級で育った高学歴のお嬢様がパリに渡りその当時の最高位

口ずさんだ人も多いだろう。

なあー。たくさんドキドキした SACHIKO でした。

キャバレー「クレイジー・ホース」で踊子になりその後女優と欧米では

数年前 初めて憧れのドーヴィルに行ったとき、

私のステージでも皆さんにドキドキしていただける

国 際 映 画スターになった。40 歳で引退。その 後は世界 的 文具

映画の中と全く同じの砂浜でアンヌを気取って

ように頑張ります！ SALUT!

メーカー BIC の取締役の事実上の妻として華やかに生きた。
遠藤突無也 歌手、日仏映画研究家。1992 年よりパリでの歌手活動を開始し、コアなライブハウスにて独自のプログラムを作り上げていく。
1996 年、世界的な作曲家アンジェロ・バダラメンティに見出され、同氏プロデュースにより『Ruby Dragonflies』をリリース。2007 年、ア
ルバム『Un Japonais à Paris（パリの日本人）
』を発表。同年、オランピア劇場でのコンサートで成功を収め、仏マスコミに大きく取り上げ
られる。2012 年、アルバム『PARIS KAYO』( 日本歌謡曲集 )、2017 年には、
『Cinéma』( 日本映画音楽のアンソロジー ) を発表。近年は、
スパイラル Cay, 代官山・晴れ豆などでライブを行なっている。日仏映画研究家、遠藤突無也としては、10 年の歳月を費やした集大成「日
仏映画往来」
（松本工房）を 2017 年に出版。日本とフランスとの映画の歴史を通した文化交流を広い範囲で比較研究した大作として評価さ
れる。2018 年、
「L'Age d'Or du Cinéma Japonais（日本映画黄金期）
」がフランス、カルロッタフィルムより出版される。

貝山幸子

シャンソン歌手／サリュ・ラ・フランス編集人／仏蘭西倶楽部主宰

仙台市出身。7 年間パリでたくましく生活をしながら音楽探訪の日々を送ったのち、日本での活動再開。超次元音楽館やカフェコンセールシリーズをプロデュー

スし、
日仏で独自の世界を発信する。フランス＆シャンソンに関するエッセー、
講演、
プロデュース等でも活動。2003 年にアルバム “ 月を噛む ” 発表（NES18964

2700 円）
。その後、故郷仙台の “ 青葉城恋唄 ” をフランス語と日本語でリリース。フランス語の “ 東京ブギ ”“ 蘇州夜曲 ” は、日仏で高い評価を受けている。“ 愛

の言葉〜エディット・ピアフを歌う ”（cos2266）最新アルバム “ バルバラを歌う ”（LLCM-1004）好評発売中。http://salut-paris.com/

仏蘭西歌会

音楽で旅するフランス 2020

お薦め企画展

パチリ。今年、５３年後の続編「男と女

の「 男と女 」の テーマ曲をシャバダバダーと

パリで国際女優として活動した谷洋子（1928 〜 1999）
。

仏蘭西倶楽部

13：00〜／16：00〜
3/22（日）時間
会場 9階催場 祝祭広場

Sachiko KAIYAMA

■ 2020 年 6 月■
フランス各地で「日仏映画往来」をテーマにしたイベント開催予定

パリ日本文化会館では講演会、対談、ライブ、ポスター展などを開催
（6 月 2 日〜 20 日）
インフォメーション https://www.mcjp.fr/ja

貝山幸子
コンサート

～愛のシャンソンを歌う～

ピアフとバルバラへのオマージュ

ヴォーカル

広島

貝山 幸子

3/23（月）

特別ゲスト

鹿児島

ヴァイオリン

渡辺  剛

3/24（火）

開場 18：30・開演 19：00
開場 18：30・開演 19：00
【会場】Live Juku（ライヴジューク）【会場】Music&Café 明日の地図

仙台

３公演全ての
ご予約・お問合せ TEL.022-264-0729

18：00・開演 18：30
3/28（土）開場青葉の風テラス
【会場】

（カフェモーツアルト・メトロ）

／ 090-2366-7885 info@salut-paris.com（仏蘭西倶楽部）

仏 蘭 西 倶 楽 部 Net Shopping
仏蘭西倶楽部の HP からご購入いただけます

— ネットショッピング —
仏蘭西倶楽部

検索

2020 年もお届けスタートしました。

日本人が作るグランクリュ シャンパーニュ

cuvée AKIRA

キュヴェ・アキラ

会津産 ホワイトアスパラ
今年も仏蘭西倶楽部特別販売がはじまりました。特別価格
でのご提供と特典がついたとっても素敵なお知らせです。
獲りたてを大切に梱包して送付いたします。昭和 30 年代
から、会津にはアスパラ栽培が根付きました。寒い冬に美
味しさをたっぷりため込んで一生懸命成長しました！

仏蘭西倶楽部

1kg 4,050円（送料込・税込）

特別価格

送は ！
の発 で
ラ
パ
旬ま
アス6月中
一度食べると感動の
美味しさにリピーターの
お客様がたくさん！
甘くてジューシー。
生でも美味しい〜

■ HPからのご注文先

仏蘭西倶楽部オンラインショップ
仏蘭西倶楽部

検索

カード決済 OK

http://salutlafrance.jp
■電話・FAX からのご注文先
お名前・ご住所・お電話番号・ご希望のサイズ・キロ数
を明記ください。※仏蘭西倶楽部アスパラ特別キャン
ペーンとお伝えください。

TEL 0241-22-1234
FAX 0241-22-0073

（TEL、FAX 担当：
大
 嶽
（おおたけ）
SSKセールス
株式会社 喜多方工場）

右記のお好みの
サイズをお選び
ください。

３L
２L
L

約20本/Kg
約30本/Kg
約40本/Kg

※発送単位は１kg 単位となります。
※収穫量に応じての配送になりますので納品日、サイズの変更にな
る場合がございます。尚変更になる場合は事前にご連絡を差し上
げます。あらかじめご了承ください。

仏蘭西倶楽部 先行予約特典

１ 全国どこでも送料無料
■お支払い方法
商
 品と共に振込用紙を
同封いたします。商品到
着後 1 週間以内にお振
込みください。
仏
 蘭西倶楽部 HP から注
文の場合は、カード決済
もできます。

2 簡単レシピ付き
ご注文から到着まで
の日数：約３～５日
ご希望の日にちが
ございましたら
ご指定ください

一般小売価格 14,500 円（税別）

JSA シニアソムリ
エ・ブラジル国家
珈 琲 鑑 定 士・6 次
産 業プロデュー
サーという肩書を
持つ、
「松本章」が
醸造責任者を務め
る、
「キュヴェ・ア
キラ」
。シャンパーニュ地方を構成す
る 320 を超える村のうち、わずか 17
村の最高位の特級格付けの一つアン
ボネイ村のウーリエパチュール葡萄
園の指定区域のものを使用。この葡
萄園のブドウは大手グランメゾンの
クリュッグ、テタンジェ、ヴーヴクリ
コなどのラグジュアリーキュヴェの
原料として使われている。2015 年か
ら始まった「cuvée AKIRA プロジェ
クト」
。日本人が作
るグ ラン クリュ・
シャン パ ー ニ ュ。
とうとう解禁です！

取扱店（３月初旬現在）
■ 仙台 レストラン ミウラ／イーピリオド／日本料理うすだ／ブラッスリータツヤ
蓑 むらかた／薩摩黒家
■東京 シェル エ ソル
■神奈川 リストランテ イル ノード

presen

t

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

アトリエ順子ガラス絵工房
鎌田順子オリジナル

金魚の豆皿 3 名様

広島初のシャンソニエ
「EL TOP」エルトップ
音楽プロデューサー新田佳則さんの手掛ける、
天空のライブハウス「Live Juke」の姉妹店と
して広島初のシャンソニエが OPEN。
シャンソンと創作スペイン料理が楽しめる素敵
な空間。１９階からの眺めは最高！平和大通り
に面してアクセスも便利です。

広島市中区中町 8-18
クリスタルプラザ 19F
TEL 082-249-1910
定休日 水曜日

Salut La France
■2020年3月発行 第46号
発行

● 読者プレゼント応募方法
お名前、年齢、ご住所、電話番号、メールアドレス、ご希望の商品を明記の上

＊メール
＊ハガキ

france-club@cia.co.jp
〒 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋 2-8-15-708
株式会社 MUSEE キャトルヴァンアン
サリュ・ラ・フランス編集部  サリュ・ラ・フランス読者プレゼント係

へご応募ください。尚商品の発送をもって発表と変えさせていただきます。
（2020 年 4 月 30 日締め切り）
●編集後記 ノルマンディーとブルターニュはお隣さん。似ているようでやっぱり違うのねー。再確認の S 子でした。

※写真はイメージです

OPEN

バックナンバーは仏蘭西倶楽部 HP にてご覧いただけます。http://salutlafrance.jp

仏蘭西倶楽部
（（株）MUSEE キャトルヴァンアン内）
配布先／日本全国のフランス関係機関他
E-mail france-club@cia.co.jp
HP http://salutlafrance.jp

発 行 人 ： Yuko YOKOYAMA
編 集 人 ： Sachiko KAIYAMA
デザイン ： Mari KURIHARA
印 刷 ： CIA Corporation
c 仏蘭西倶楽部
○
本誌掲載の記事、写真の無断転載を
禁じます。

さあノルマンディーへ。りんごの発泡酒シードルを片手に乾杯！
イートイン
イートイン

サーバーから注ぎ込む、
りんごの泡が爽やかな生シードル。

「ラ・フェルム・デ・ビリー」カーン近郊

▶オーナー（写真）オリヴィエヴォー・ヴォルシー、

営業担当 エムリック・ルマルション来店

● 9 階催場「ボグダンのオムレットBAR」

地元で愛され続けるお米を使ったスイーツ。

「パティスリー・アルバン・ギルメ」
数々の名店で
若きシェフが手掛ける、新感覚の 修業を重ねてきたシェフ。
創作ガレット。
「シェ・フィリップ」

「ラ・レガレット」シェルブール
▶シェフ ルモニエ・マキシム調理実演

● 9 階催場

ルーアン

▶シェフ モリニエ・フィリップ

調理実演 ● 9 階催場

カーン

▶シェフ（左）

リウル・ミカエル

● 9 階 祝祭広場

