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夏がやって来た！
パリっ子と世界中から集まる人達で大賑わい。
短い夏を楽しもう！！

モンマルトル・サクレクール寺院・・・すごい人！

わー、大きなシャボン玉

何故橋の上にピアノが・・

ノートルダム寺院側の鳥料理専門店

モンマルトルのレストラン。夜 10 時。

派手な王冠？パレロワイヤルのメトロ入口です。

Photo Sachiko KAIYAMA 夏ですー！ヴァンドーム広場。

これは何の花？ 日曜日のヴォージュ広場

モンマルトルからみるパリの街

やっぱワインはロゼでしょー！

レインボーはゲイプライドの
シンボル

これ、電話ボックスです。ゲ
イプライドにて



さあ！パリに行くことを決めたけど、どこに泊まる？
ホテル？アパルトマン？初めてのパリなら、絶対にホテルがお薦め！

アパルトマンを借りるということは、たとえ 3 日の短期であっても、い
ろいろな面で責任が生まれてくる。ホテルの方が気楽にパリを楽しめる。
3 回目位のパリだったら、アパルトマンに挑戦してみよう。インターネッ
トで検索すると、日本人観光客用の短期貸しのアパルトマンがたくさん。
どの場所がいいのか迷ってしまう。仏蘭西倶楽部のお薦めは・・・・7
区 rue Cler 〜クレール通り近辺！メトロ 8 番線エコールミリテール側、
エッフェル塔にも 10 分で行けちゃう。プチホテルも多くて、欧米の観
光客が多い場所です。

せっかくだから、日本の人にあんまり会いたくないわーという方！日
本人率わりと低いです。クレール通りにはお肉や、魚屋、カフェ、パン
屋、惣菜屋・・・どれもハイレベルで食通の方も絶対に満足。

朝から晩まで賑やかで楽しい通りです。

第一回目は駐日フランス大使館管轄機関の一つ、九州日仏学館で
フランス語を学ぶ皆さんとフランスを結ぶ忙しい日々を送る、木原未
雅さん。九州日仏学館にお邪魔してのインタビュー。明るく広々とし
た館内はプチフランス。フランス文化をいろいろな角度から多くの方
に体験して欲しいという熱い思いでテキパキと仕事をこなすキリッと
した美しい方。福岡県出身。大学仏専科卒業後、メセナ関係などの
仕事を経て 30 歳目前で渡仏。1 年半の留学の後故郷福岡に帰り、
留学時代の恩師との偶然の出会いで九州日仏学館へ。現在勤務 9 年
目になる。
「旅行でフランスを選ぶ人は多くても留学する人は減ったような気が
しますね。私が留学したときは一度社会人を経験した後、仕事をや
めて海外に行く人が多かった。でもね、大人になって行ってよかった
事がたくさんあります。もちろん苦労もあったけど・・・。授業でも
何でも、日本と違って黙ってそこにいるだけでは相手にされない。た
どたどしいフランス語でも、言葉を発して意思を伝えるしかない。気
がついたらその決して甘くない環境がフランス語力を鍛えてくれてま
した。」

インターネットが流通する直前、日本の情報を断ち切りパリの生活
に没頭できた時代。今は便利になった反面自分自身で体験しなくて
も行った気になってしまう。「留学前にパリに行きマース！と色々な人
に連絡をしたんですよ。結果多くの方からサポートいただき、順調に
生活はスタートできましたね。」
〝このままいたらもう、離れられなくなるかも“という思いから愛す
るパリから帰国。直後は性格がますますパリ仕様になり、自己主張が
強くなっちゃって日本に馴染めなかったりして。「フランス語を活かせ
る職場を見つけることは難しかったけど、諦めなかったんです。」九
州日仏学館でのイベントで九州大学で教えに来ていた恩師と再会。
そこから学館と縁ができ現職に。
「フランス語を習得するという強い意思で勉強に集中したパリ時代。
あの時あんなに頑張った自信が今の私を支えてくれているかもしれな
いですね。あきらめないで夢を持つこと。そうすればきっと叶います！
うん、そう私は信じてます。旅行じゃなくて留学という目線でフラン
スに行く事は貴重な人生経験になると思いますよ！」

読者の皆様からたくさんのリクエストをいただきまして、新
コーナーが始まります。憧れのフランス留学。留学を終えて帰国
してから皆さんがどんな日々を送っているの？

夢のあと先
木原未雅 Mika KIHARA

九州日仏学館
語学・大学交流

パ リ に

暮 ら す よ う に

滞 在 し よ う ！

日曜日のお惣菜屋さ
んの横のスペースに
は手回しオルガンの
おじさんが。リクエ
スト可ですよー。そ
うそう、投げ銭は忘
れずに。

クレール通りには雰
囲気のあるアパルト
マンが並びます。 朝から晩まで長蛇の列。人気のお惣菜屋さん。

建物に一歩入ると中庭があって静かです。

すごーい！どのお魚
もお刺身で食べれる
お魚屋さん。もしか
したらパリ１番の鮮
度かも。

〒 810-0041　福岡市中央区大名 2-12-6 ビル F
092-712-0904



300 年の伝統を誇るカンペール陶器　フランス西部、ブルターニュ地方のカンペールは、ケルト文化を今に遺す独特な文化
で知られ、300 年以上にわたって一つの文化を形づくり、ささえてきました。伝統的な手法で今に続くカンペール陶器は、
ブルターニュの草花や民族衣装をまとった男女などすべて手描きです。

　お伺いしたのは夏の夕暮れ。
日本家屋の縁側からさしこむ明り、そして草木の匂いに思わず
懐かしさが。
　しかし奥へ続くお部屋のインテリア、アロマが立ち込める大
きなキャンドルに思わずここはどこ？欄間の彫り物からからこ
ぼれるシャンデリアの灯りは外の強い日差しを忘れ妖しさまで
を醸し出しているのです。
　インテリアに心を奪われ、気が付いたらダイニングには様々
なシリーズのカンペール陶器。「ソレイユ」のフィッシュプレー
トや「コルベイユロゼ」「プレステージ」などのテーブルセッティ
ングが豪華に、フレンチレストランに迷い込んだかのよう。
　「どの絵柄も好きよ。その中でも雄鶏のプレステージが一番
お気に入りなの」と。
　美味しいものを作るのも食べるのも好きな蓮井さんは「カン
ペールのお皿はお料理に欠かせないし、もちろん私の得意な
ケーキにも良く合うの」と、さくらんぼがラフに盛られている
のは、なんとフランス革命から 200 年記念の器でした。

蓮井幹子さん
［東京都　北区］

ベルギーはじめヨーロッパ各地からゴブラン織りを輸入して
いる蓮井さん。かって声楽の勉強でドイツ留学もされたとか、
生活スタイルににじみでています。

黄金の泡が自然体の蓮井さん

カンペール陶器日本総代理店 株式会社ミュゼ

SHOP　PLACE　OPERA プラスオペラ
東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティ1 階
TEL03-5353-0567　営業時間：11:00 〜 19:00

東京都港区高輪 2-1-13-205　TEL03-5488-7781

LE  SALON  DE　MUSEE ミュージアムショップ ルサロン・ドゥ・ミュゼ
神奈川県横浜市中区日本大通り 11 横浜情報文化センター２階ニュースパーク
TEL045-640-1151　営業時間：10:00 〜 17:30

Photo : 大泉　裕
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シャンパンがお似合いの
おもてなし達人

右上のコレクションは
フランスに長く暮らし
ていたご主人のお気
に入りレボリューションシリーズ。
フランス革命 1789 年当時に作られた絵皿を 1989 年に
革命 200 年を記念し作られたもので、それぞれ 1789 枚作られ
シリアルナンバーがついています。



　夏といえばバカンス。私がいた店では大体６月くらい
から順番にバカンス休暇を取るようになっていた。最
初にセカンドシェフとジルがいなくなり、その２週間後
には今度はパスカルが夏休みといった次第だ。しかし
ここはフランス、物事はそんなに簡単ではなく、大体バ
カンスに出かける２週間くらい前からスタッフの顔が“バ
カンス顔”になり頭の上にはなんと白い雲もぽっかりと
現れてくるのだ。これはあまり良い側面ではなく“頭の
中はすでに夏休みー”を意味する。「休み中はこんなこ
とやあんなことをするんだふふふっ」な状態が続くので
ある。したがって仕込みはゆるくなり、時間もかかる。
しかしそれについてあまり文句を言われることはない。
何といってもみんなその状態に突入していくのだから。
フランスではバカンスの前と後の月に交通事故が多い
と何かの統計で見た記憶がある。なるほどとうなづける
統計である。でもねー“抜けるような青い空と砂浜と
爽やかな乾いた風、いつもより時間をかけて自分のやり
たいことにじっくりと向き合う夏”一度味わってしまうと
あまりに人間らしくこの魅力にはなかなか抗えない。

「せっかくフランス料理屋さんの奥さんになったのだか
ら！」と、１年前の夏から独学ではじめたフランス語。先日
の仏検では、昨年の5級に続き、無事4級に合格できました！

マイペースな性格同様、本当に、一歩一歩という感じで
進む私のフランス語。どちらも時々もどかしくなりますが
…それでも、心折れずに続けていけるのは、お店にいらし
て下さるフランス人の常連さんが、さりげなくレクチャー
してくれるから。（とても有難いことです）

そんな常連さんが教えてくれたことわざ「Petit à petit 

l'oiseau fait son nid」。（鳥は、少
しずつ巣を作る）何事も粘り強く
頑張れば、いつか必ず成就すると
いう意味に使われるのだそうです。

写 真 は、 ご 近 所 の 作 家 さ ん
（http://ameblo.jp/teg-ami/）が丁
寧に作ってくれた「夏のパリ」をイメージしたピアス。マ
リンなエッフェル塔を身につけて、下北沢からパリの夏空
に思いを馳せるのでした。

vol.33 フランスでの夏

MAXIVIN マクシヴァン 
〒 106-0032 港区六本木 7 ‐ 21 ‐ 22

TEL  03-5775-1073　FAX 03-5775-1074
昼　水曜日から土曜日 11:45 〜 14:00 L.O.
夜　月曜日から土曜日 18:00 〜 23:30 L.O.

定休日 日曜日   HP http://www.maxivin.com/

佐藤陽一　
1962 年大阪出身、料理人をめざし東京、横浜での調理の修
行後、渡仏。1987 年から 3 年間、フランスで修行。世界最
優秀ソムリエのフィリップ・フォール・ブラック氏の「ビストロ・
デュ・ソムリエ」で研修した。帰国後はエノテーカ・ピンキオー
リ（銀座）、タイユバン・ロビュション（恵比寿）オストラル（銀
座）などのシェフ・ソムリエを経て独立。ワインに限らず飲料
全般をプロデュースするための会社“マクシヴァン”を設立。ワ
インスクールや各種イベントなどでのワインの講師の仕事や、
コンサルティングを行う。2000 年ワイン・レストラン“マクシヴァ
ン”をオープン。2005 年全日本最優秀ソムリエ。2007 年第 12 回世界最優秀ソムリエコ
ンクールスペイン大会日本代表。 

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中
http://www.franceclub.jp/

●文・イラスト　前田真実（まえだまみ）　アーティスト・ライター。大好きなフランスをもっと知りたくて、フランス語を勉強中です。下北沢のビストロ「プティ・デビュー」
の奥さん。http://petit-debut.jp

ワインテイスティング英語版
が Apple Store で販売開始！

NEW

実力派の歌手の歌声をお楽しみいただけます。
女性お一人様でも楽しめます！銀座デビューしませんか。
＊お酒が苦手な方にはノンアルコールドリンクもご用意しております。

8/25（土） 沢希理寿

9/ 9（日） 真織由季

9/29（土） 煌雅あさひ

詳細はお問い合わせください

宝塚ナイト日本のシャンソンの歴史は宝塚
歌劇団から始まった！1927 年

（昭和 2 年）宝塚少女歌劇のレ
ビューで、〝モンパリ“が歌われ
たのが最初と言われています。
日本のシャンソンの大スター、
越路吹雪も宝塚出身です。蛙た
ちでは、宝塚ナイトを開催して
います！

［ 料 金］
ミュージックチャージ 4,000 円
ワンドリンク 800 円 ～　

［ステージ］
営業時間　19：00 ～ 23：00 　＊日祝休業

ステージ 19：30 / 20：45 / 22：00 （3 回ステージ）
＊入替えはございません。

［アクセス］
〒 104-0061　中央区銀座西 7-8 先　コリドー街
tel. 03-3571-4417

地下鉄・新橋駅・銀座駅・
日比谷駅・内幸町駅
JR・有楽町駅・新橋駅

kaerutachi.com

銀座コリドー街に OPEN して 47 年。
古き良き時代の銀座の華やかなステージを

楽しめる、歴史ある空間です。

大人の街・銀座で
シャンソンを楽しむ

Chanson Bar
日本で一番の老舗のシャンソニエ

シャンソニエ・蛙たち

シャンソニエ・蛙たち 検  索

魅惑のシャンソンの世界を体験してみませんか？

シャンソニエ 4,200円（チャージ、ドリンク1 杯、税金込）
（ソフトドリンク、ワイン、ビール、水割りの中からお選びください）

＊ご不明な点はお電話にてお問合せくださいませ。

シャンソニエを
気軽に楽しんでいただくための

特別プラン

お越しの際には
本ページを

ご持参ください。



今年のラッキーカラーには赤と白が入るそうです。2012 年いい年になる
ようにと思いを込めまして、30 号でご紹介した運がウナギ登りになるラッ
キーアイテムのウナギ皮を使った・トリコロールミニポーチ完成しました。
30 号でご紹介したウナギガマ口好評発売中！ラッキーアイテムにどうそ。 

UNAGIミニポーチ・トリコロール  2,000円（送料・税込） 
底辺 9 センチ×高さ 6 センチ（中は 3 つに分かれています） 
小銭入れやアクセサリー入れに便利です。

こちらの HP でお求めいただけます。
http://salut-paris.shop-pro.jp/　 

［お問合せ・お求め］info@salut-paris.com

トリコロールに魅せられて
　　　　サポーターアイテム 

仏蘭西倶楽部セレクション

vol.33 行きましたー！ゲイプライド！

久しぶりに夏のパリでののんびりとした時間。ヴァカンス、ソルド（バーゲン）、快晴が揃いパリの街はどこもすごい人！
「観光地としてのパリは年々パワーアップしているけど、景気はすごく悪いよ。」「体の大きなさっちゃんでも、懐中注意だよ。」
東京では絶対に感じられないピリピリ感も味わいながら、パリの開放感を楽しむ。そうそう、これがパリよね！久しぶりに
ゲイプライド！６月３０日（土）パリでは同性愛の皆さんの大イベント、ゲイプライド（ゲイパレード）開催。左岸のモン
パルナスを出発して、右岸バスチーユ広場までの大パレード。お友達のおうちでランチを食べて、カメラが壊れたからフォー
ラム・レアールのダーティーで新しいデジカメを買って、バスチーユへ向かう。パレードは 14 時から始まるらしいけど絶
対に遅れると見込んでのんびりとバスチーユへ到着。メトロから地上に出たらいきなり、機動隊のイケメンに道の端に連
れて行かれる。ヤダー何ー！パレードの先頭がもう到着するのね！！いいタイミング。大音量と歓声が近づいてくる。ディ
ズニーパレードをイメージしてみて！それがちょっと違うのね。いろんな組合（例えば郵便局同性愛組合とか、フランス鉄
道同性愛組合とかね・・）が様々な権利や主張をしっかりと印刷物を配ったりするの。紙面ではお伝えできない様々なコ
スチュームも有りですが。この日からしばらくはマレ地区は大混雑でした。（マレにはゲイのお店がたくさんあります。目
印はレインボーの旗）ゲイプライドを 1 時間ほど楽しみましたー！やっぱり、ダリダの曲はいろんな山車から流れてたわ。
テクノリミックスのダリダ！ノリノリです。夏だーーー！！！！　　SALUT

●編集後記　夜 10 時過ぎまで明るいパリの夏。お酒が美味しい時間が長くて最高です！（S）

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/ 

● 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    france-club@cia.co.jp　
＊ハガキ   〒 108-0074 東京都港区高輪 2-1-13-205
　          キャトルヴァンアン コーポレーション内  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。 （2012 年９月３０日締め切り）

好評のため、再び登場！  トリコロールミニポーチ　3 名様

Salut La France
■2012年8月発行第33号
発行　仏蘭西倶楽部
　　　（キャトルヴァンアンコーポレーション内）
配布先／日本全国のフランス関係機関他
FAX  03-5488-7783
E-mail  france-club@cia.co.jp
HP http://www.france-club.jp/
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 ○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。

 サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント
仏年間興収№１！
国民3人に1人が観た！泣いた！！各国で大絶賛！日本上陸！

『最強のふたり』～ UNTOUCHABLE
 9 月1日（土） TOHO シネマズ シャンテ、TOHO シネマズ 六本木ヒルズ、新宿武蔵野館他 全国順次公開
 ©2011 SPLENDIDO / GAUMONT / TF1 FILMS PRODUCTION / TEN FILMS / CHAOCORP
監督・エリック・トレダノ　／オリヴィエ・ナカシュ　　　
キャスト・フランソワ・クリュゼ、　オマール・シー（セザール賞　主演男優賞受賞！） 

必見ですよぉー！人間の暖かさと人生の不思議。楽しいことも悲しいことも全て隣り合わせ。
自分の心に正直に物事の本質を見抜ける人って、素晴らしい！これが、実話だなんて・・・
笑えるツボ泣けるツボ・・感動するツボ・・押されまくりの心が優しくなる最強の作品です！見なきゃ損！

［ストーリー］　やがて 2 人は最強の友となる。人生に起こる最高の奇跡とは。沸き起こる拍手に温かい涙
が溢れる、笑って、元気をくれる感動の実話！事故で全身麻痺となり車いす生活を送る富豪フィリップは、
新しい介護者面接にやってきた場違いな黒人青年ドリスに興味を持つ。不採用通知３つで出る生活保護手
当を目的でやってきたドリスだが、まさかの採用・・・そこから始まる最強のストーリー！

vol.33

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 を々送ったのち、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/

お待たせいたしました！多くの皆様からご要望をい
ただきました、2013 年版カレンダー作成決定！！次
号のサリュ・ラ・フランスにて詳細をお知らせします！
ご期待くださいませ！

2011 年版カレンダー

全編、ノルウェイの作曲家、
グリーグとシャルル・アズ
ナブールの名曲に乗せてお
届けする、独り音楽劇。

●日時 10 月 29 日（月）19 時
 　　  30 日（火）15 時
●場所  アサヒスーパードライホール４アートスクエア（浅草）
●音楽 城所潔
●料金 7,000 円
三矢直生ブログ　http://www.naocompany.org/

［ご予約・お問い合わせ］
ミュージックファクトリー　TEL 03-3546-9005

サリュ・ラ・フランス
2013 年版カレンダー作成決定！

三矢直生 独り音楽劇
『ペールギュント』（イプセン）



貝山幸子プロデュースコンサート

仏蘭西歌会

貝山幸子コンサート
バルバラとエディット・ピアフを歌う

“ニューアルバム・バルバラを歌う”リリース記念

偉大なるシャンソン歌手・バルバラとピアフ。
二人の世界を日本語とフランス語でお届けします。
SACHIKOの世界を体験してみませんか？

シャンソン～トリコロールで故郷・東北を元気にしたい！！ 全国の皆様、応援してくださいね！

トリコロールに魅せられて
 フランス映画に恋をして〜シャンソンを貴方と

音楽で旅するフランス

協賛 シーアイエー株式会社・有限会社キャトルヴァンアン　仏蘭西倶楽部
主催 サリュ！レンヌの会・音楽で旅するフランスコンサート事務局

メール info@salut-paris.com
電　話 080-3334-6061

お名前・ご住所・お電話番号・ご希望の会場名・人数をお知らせください

お申込み

仙台 2012.9.5（水）開場 18：00／開演 19：00
イズミティ21・小ホール［会場］

大阪
2012.9.10（月）
開場・18：30 ／開演・19：00

［料金］4,000 円
［会場］Le Salon ～ル・サロン

広島
2012.9.11（火）
開場・18：30 ／開演・19：00

［料金］4,500 円（ワンドリンク付）

［会場］Live Juku（ライヴジューク）

福岡
2012.9.12（水）
開場・18：30 ／開演・19：00

［料金］3,500 円（学生・学館生 3,000 円）

［会場］九州日仏学館 5 階
 多目的ホール

山形 2012.9.6（木）開場 18：30／開演 19：00
山形テルサ・アプローズ［会場］

福島 2012.9.7（金）開場 18：00／開演 18：30
福島市音楽堂・小ホール［会場］

フランス式
投げ銭システム
（シャポーシステム）

入場無料

Patrick Nugier

Sachiko Kaiyama

Ryota Takagi

お問合せ・
お申し込み

シャントゥーズプロジェクト
TEL 090-2366-7885
Mail sachiko@salut-paris.com

出　演

貝山幸子
高木椋太　
パトリック・ヌジェ
（特別ゲスト）

出　演

ヴォーカル	 貝山幸子
ヴァイオリン	 渡辺　剛
ギター	 白土庸介


