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］
特集

秋から冬へ・
・
・
・

Novembre 2012

vol.34

Une brochure sur la France
Photo Yolliko Saito

ちょこっとみえる、サクレクール寺院

ボジョレーヌーヴォーの時は酒屋さんでタダのみができる？！
寒くなったらやっぱりこれでしょ！

クレープの仕上がりは真剣に見つめちゃいますね

駅のスタンドパン屋。
日本だったら駅蕎麦ね。

１６区の高級アパルトマン

©Yolliko Saito
シャンソンが今にも聞こえてきそう。秋のパリは美しすぎます。

みんな大好き、ナテラ知ってる？

素顔のパリ

20区物語
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ダンディーな絵描きさん。
モンマルトルのテルトル広場にて

秋から冬へ…
カフェの暖房

モンマルトルのちいちゃなモデルさん

ラブラブ
クレープ屋

お宅
訪問編
インタビュー・仏蘭西倶楽部主宰

貝山幸子

フランス政府からの派遣で福岡に滞在していたアンヌさん
とは、今年の春に福岡のアーティストが集まるフェット（パー
ティー）で出会った。ダンサー、振り付け、演出をこなし、
そしてよき家庭人でもある彼女。今の TOHOKU の話を聞き
たいとの事で、パリ帰りの友人が引き合わせてくれた。
「パリ
はどこに住んでるの？」
「ビルアケム駅に近いセーヌ川に浮か
んでいるパナッシュ～ PANACHE（船）に住んでるのよ。
」
ビルアケムはエッフェル塔最寄駅。セーヌ川を挟んで１６
区高級住宅地パッシーの豪華なアパルトマンがある。
「パリに戻ったらおうちに遊びに行ってもいい？」
「.Bien sur!（ビアンシュー）～もちろんどうぞ！」
久しぶりに夏の日差しのような暖かい９月のある日。
お宅訪問が実現した！アンヌさんのお宅は、ビルアケム橋の
たもと。周りには何艘もパナッシュが停泊している。川岸か
ら 3 艘目のアンヌさんのお宅に行くには、お隣さんの船の上
を歩いて行かなければいけない。
「たまに船でどこかに行くこ
ともあるから、川岸からの順番が逆になることもあるのよ。
お互い様だからもう気にしなくなっちゃった。
」
雨の時と大きな荷物を持った時は気をつけないと滑って転
んでしまったこともあるそうだ。

この環境が
私にいろいろなインスピレーションを
与えてくれるの。

キッチンは２つ
寝室には船室の丸窓が

「自転車は家の中に止めてあるから、毎日岸まで担いで運ぶ
のよ。でも、慣れちゃった。
」
エッフェル塔とパッシーを見ながら、船の上でのティータ
イム。極上のひと時。
「前は船の中に小さな劇場スペースを作っていたんだけど今
は家の中では創作中心ね。たまにゆらゆら揺れたり、四季を
感じてパリを独り占めしている気持になる。インスピレーショ
ンもたくさん湧いてくるからとっても満足しているわ。
」
ご主人は建築家。10 年以上もかけて、少しづつリフォーム
しているそうだ。
「まだ未完成なの。子供たちのバスルームが
完成すれば、終わりかな。
」

Anne Collod

アンヌ・コロー さん

ダンサー、振り付け、演出家

Anne Collod
船の家には、ボートが隣接。

大きな窓からは気持ちのいい光が

船のデッキから家の中へ。素敵な空間が広がっていく。も
とは魚を運搬するための船だったそうだ。憧れてしまう船の
家。この素敵な空間で生まれる舞台、日本上演もあるかもし
れないそうです。その時は本誌でご紹介させていただきます
ね。アンヌさん、お邪魔しましたー。

全て完備の広々としたキッチン

レンヌの友人からもらった、
小さなお皿がコレクションの
始まりでした。
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仏蘭西倶楽部編集人

貝山幸子

［仏蘭西倶楽部・仙台オフィス］

仙台と姉妹都市のレンヌ市（ブルターニュ地方）の名産品
といえばカンペール陶器。
ブルターニュ地方のカンペール市の名産品であり、ブル
ターニュの草花や民族衣装の人々を手書きで描く。フラ
ンスで見た色と同じ色がそのまま日本の家の中でも見れ
る。
「海外の陶器は現地で見るときれいだけど、日本に戻っ
て家の中でなんだか違うものに見えることもあるんですよ
ね。
」ブルターニュ地方の特徴は”灰色の空”一年を通し
て曇り空や雨が多い。
「家の中で、華やかな色に囲まれて過ごしたい。
」という思
いから美しい色にカンペール陶器が生まれたのではないか
な・・・と思う。
一番のお気に入りは、ピンクがかわいいロゼシリーズの大
きなケーキプレートとミニディッシュ。お友達やスタッフが
集まってのパーティーで大活躍。
「和食からスイーツまでど
んなお料理もワンランク上に見えちゃうんですよ。
」
打ち合わせが終わったあとは、仏蘭西倶楽部サロンにて遅
めのランチ。買ってきたサンドイッチをカンペールのお皿
に並べるだけでなんとなく優雅になる。

お客様感謝デー
2012.11/24 sat. 〜 25 sun.
会場 プラスオペラ店内
ドリンクサービス

13：00 〜 18：00

ワインやソフトドリンク、チーズやお菓子などご用意し
てお待ちしております。

サロンの2日間10％の割引（SALE 品を除く）
お買い物金額 5,000 円毎にくじ引き 1 回
1 等から 3 等まで景品をご用意。空くじなし。
ゴブラン織りクッションやカンペール陶器が当たりま
す。お楽しみに♪♪

店内にてミニコンサート開催

24 日（土） 午後 レ・グラースによる
アカペラアンサンブル
25 日（日） 午後 2 時からシャンソンコンサート
ヴォーカル 高木椋太
、
ギター    白土 庸介
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
TEL 03-5353-0567 営業時間：11:00 〜 19:00
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

佐藤陽一
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秋のパリ

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。

食欲の秋がやってきました。朝晩がめっきりと冷え
込み出す、そんな季節にちなんで、もちろんワインもめ
きめきと？美味しくなってきます。あの暑い夏の日差し
の中ではまったく考えもしなかった“やや重めの少し複
雑性のある赤ワイン”が飲みたくなってくるのが不思
議です。そんななかでも美味しいのは牛ホホ肉やテー
MAXIVIN マクシヴァン
ルの煮込みにあわせてしっかりしたローヌやボルドー。
〒 106-0032 港区六本木 7 ‐ 21 ‐ 22
豆とポークのカッスーレにはマディランやカオールなど
TEL 03-5775-1073 FAX 03-5775-1074
の地酒的な重めを。具がたっぷりのポトフやシューク
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.
ルートにはやはり香り高いアルザスの白ワインを。森の
定休日 日曜日 HP http://www.maxivin.com/
茸や、厚みのあるとろとろのチーズに少し遅摘みのニュ
アンスの感じられるジュランソンやボンヌゾーなど！と
次から次へと浮かんできてしまい、ワインを知れば知る
ほどフランスの秋への移り代わりが楽しくなってくるで
しょう。そういえばヴァシュラン・モンドールが届く頃
だし、今年のトリュフの出来具合も気になるし、生牡
NEW
仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中
蠣のこくと甘みも一段と増してくるし、
栗のケーキをたっ
http://www.franceclub.jp/
ワインテイスティング英語版が
ぶりの泡立てた生クリームとあわせて食べたくなるし、
Apple Store で近日販売開始！
今週末は久々にあのビストロに顔を出してみようかな。

「パリの秋はね、カプチーノに似てる。
」
「カプチーノ？」プティ・デビューのカウンターで、旦那さ
んに聞く。
「そう、秋はね、一年の中でパリが最高に美しい季節なんだ。
道には落葉が沢山あって、皆少し落ち着いた色の服を着始
める。パリジェンヌは、
こう、ストールをさっと巻き付けてね。
どこか哀愁を帯びた表情で、いつもよりゆったりと歩いて行
くんだ。晴れた空に建物と落葉と人々のコントラストが本当
に綺麗で…それはちょうど、カプチーノに似ているんだよ。

さぁ、どうぞ。
」
差しだされた優しい秋色の飲物。白く
てふわふわの泡の上にかけられたココア
パウダーは、パリジェンヌが踏みしめて歩
くプラタナスの落ち葉を彷彿とさせた。ブ
ラウンシュガーを落とし、小さなスプーン
でゆっくりとかき混ぜる。カップの中で深
まりゆく秋にそっと口を付けて、下北沢か
らパリの街へと思いを巡らせるのでした。

●文・イラスト 前田真実（まえだまみ） アーティスト。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。食欲の秋。http://ameblo.jp/saito-mami/

パトリック・ヌジェ ニューアルバム

旅への誘い

L’
invitation au voyage

秩 序と美 、奢 侈と静 けさ、はた 快 楽 。
ボードレール、アポリネール、ボリス・ヴィアン…
フランス詩人の魂と音楽との幸福なマリアージュ。
フランスを代表する偉大な詩人の作品にはメロディーが付けられシャンソンとして
多くの人に愛されている曲が沢山あります。シャンソン入門編として、
またフランス文学入門編としても最高のアルバムが完成しました。
http://www.patricknugier.com/
お問い合わせ・
（株）タイムオフィス TEL：0120-423-477
全国ＣＤショップにてお求めいただけます。

Patrick Nugier

【収録曲】1. ミラボー橋／ 2. 枯葉／ 3. 枯葉に寄せて／ 4. 秋の歌／ 5. もう少し待てよ
6. 私の孤独／ 7. 街角／ 8. ブラームスはお好き／ 9. 谷間に眠る人／ 10. 脱走兵
11. 懐かしき恋人たちの歌／ 12. 幸せな愛はない／ 13. 時の流れに／ 14. 旅への誘い
KICP-1637 ￥3,000（税抜価格￥2,857）

本誌表紙でおなじみの Yolliko さんの写真展が
パリ、ベルリンに引き続き東京と大阪で開催です。
いつもの写真とはまったく異なる、アーティスティックな
作品をぜひご覧ください。

Yolliko Saito
齋藤順子 写真展

“PORTES”

東京 キヤノンギャラリー銀座

日時：12 月 13 日
（木）〜 19 日
（水）
10 時 30 分～ 18 時 30 分
（最終日 15 時まで）日曜休館
住所：東京都中央区銀座 3-9-7
TEL：03-3542-1860
Yolliko Saito

大阪 キヤノンギャラリー梅田

日時：1 月 17 日
（木）〜 23 日
（水）
10 時 30 分～ 18 時 00 分
（最終日 15 時まで）日曜休館
住所：大阪市北区梅田 3-3-10 梅田ダイビル B1F
TEL：06-4795-9942

広告、雑誌で活躍中のパリ在住カメラマン。ファッション、料理、ビューティー
など多岐に渡る。空中撮影大好きなヴェジタリアン
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"トリコロールに魅せられて・・・”

ドキドキやワクワク。この気持ちは生きる活力になる。私にとってパリとシャンソン。そしてフランスだ。きっと多くの人が
そうに違いないと思う基本的おせっかい気質の私は、
「トリコロールに魅せられて」と題したコンサートを仙台で２０１２年２月
に開催した。シャンソンで故郷の皆さんに元気になってもらいたいという気持ちに賛同してくれた音楽仲間たちのお蔭で、９月
は仙台、山形、福島で開催できた。東北では入場無料・フランス式シャポーシステムと題して、投げ銭方式をとっている。
「次
回を楽しみに元気でいます。
」
「劇場に足を運ぶきっかけをもらいました。楽しむことを忘れていました。
」アンケートにはいろ
いろなメッセージが。
「家族と家を失いましたがトリコロールを見て元気になりました。貝山さん、頑張りすぎないで、でもし
ばらくは私達の為にこのコンサートを続けてくださいね。
」
たくさんのメッセージに力をいただきまして、
「トリコロールに魅せられて」続けようと思ってます。来年は東北以外でもどん
どん開催できたらいいな！シャンソンを通して東北に思いを寄せていただけるように・・・。音楽仲間の皆様、しばらくお付き
合いくださいね。よろしくですー！SALUT!

トリコロールに魅せられて IN 東京 12 月 10 日（月） 開場・18：30 ／開演・19：00
■場所 ラマンダ（自由が丘駅南口・徒歩 2 分）tel/03-3724-9959
、
■出演 貝山幸子 高木椋太 パトリック・ヌジェ（特別ゲスト） 合野典子（ピアノ）渡辺剛（ヴァイオリン）白土 庸介（ギター）
■料金 前売り 4000 円 / 当日 4500 円 ■ご予約・お問い合わせ 080-3334-6061（コンサート事務局）

貝山幸子

Information

2012

植田洋子
原画展
SALADE PARISIENNE

エコール・プチピエ銀座

理想の出産

12 月 22 日（土）新館・新宿シネマカリテほかにて全国順次ロードショー！
原作 エリエット・アベカシス［UN HEUREUX EVENEMENT］

監督：レミ・ブザンソン 出演：ルイーズ・ブルゴワン、ピオ・マルマイ 他
2011 年／フランス／ 107 分／提供：アース・スター エンターテイメント
配給・宣伝：アニープラネット

こんなに真正面から妊娠、出産を描いた映画ってないよね。
フランスでベストセラーになった小説を映画化。女性による女性のための映画ですね。
男性がみたら、きっと女性に優しくなるんじゃないかしら。
［ストーリー］ 愛する人の子供を授かった！ 喜びに包まれたバルバラは、自分の身体に起きる初めての変化に興味津々。妊娠したら母性は目
覚め、出産後は赤ちゃんとの楽しい生活が始まるもの……。日本よりも出産、育児制度が充実しているフランスでも、母親の負担は大きい。
本当に幸せな事なの？リアルなフランス人のカップルの生活をのぞき見できるのも面白い！

〒 104-0061 東京都中央区銀座 1-14-6 銀座 1 丁目ビル 8F
スクール名 エコール・プチピエ・銀座
TEL&FAX 03-6228-7809（受付 : 平日 12 時〜 20 時、土日 11 時〜 18 時、祝日は定休）
email ecole@email.plala.or.jp ／公式 HP http://ecole-ppginza.jimdo.com

サリュラフランス編集人・貝山幸子がお送りする

パリが120%好きになる講座 パリナビゲートレクチャー
毎週第三土曜日11 時30 分〜

ガイドブックにはない貴方だけのパリを見つけましょう ! 初めて
の方に限り、体験講座を受け付けております。詳細はエコール・
プチピエ銀座へお問い合わせください。

（プランタン銀座から講座が移転しました）

インストゥルメンタルバンド Funca（ファンカ）から、待望の 3rd アルバム
『La Funca de Paris』2012 年 11 月 28 日リリース

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

女性の本音で描いた初めてのマタニティ・シネマ

CHECK!!

会場では2010 年、
2011 年の
パリの美味しい、楽しい印象風味が盛りだくさんの
作品を収録した作品集
〈Salade Parisienne〉サラッド パリジェンヌ！春夏秋冬、
「YOKO UETA WORKS」
も
四季の香りを放って、1 年中が愉快な旬。賞味期限は無
販売致します。
限大。パリのシックを Bon appétits!!!

銀座に新しいカルチャーサロンが出来上がりました。

アルバムのテーマは「フレンチ」
。ファンカ流の明るく楽しいアレンジが新鮮な、
今までにないフレンチポップアルバム。フランス語で「傑作」を意味する高級紅茶『シェドゥーブル』を
CD アルバムとセットでプレゼント

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/
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11月21日（水）ー27日（火）
〈最終日 4 時 30 分終了〉
［会場］伊勢丹新宿店本館 5 階 アートギャラリー

● Funca 〜ファンカ
オフィシャルブログ http://ameblo.jp/funkastic-blog/
1. オー・シャンゼリゼ（Les Champs-Élysées ）2. 無造作紳士（L’
aquoiboniste）
3. シェリーに口づけ（Tout, tout pour ma chérie）他
GENSEIRIN GSR-201
http://lafunca.com/

La Funca de Paris Funca

定価¥2,000（税込）㈲アジョンス・ドゥ・原生林

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント
インストゥルメンタルバンド Funca 待望の 3rd アルバム『La Funca de Paris』リリース記念

極上紅茶『シェドゥーブル』を CD アルバムとセットでプレゼント （5 名様）
● 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 12 月 20 日締め切り）
●編集後記 ２０１３年カレンダー＆特別セレクトポストカードセット、来年の縁起物ですよー！（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/
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ご注文受付開始！

2013年 特製カレンダー & ポストカード
お待たせいたしました !
Salut La France 2013 年
特製カレンダー
完成いたしました !
パリで活躍する YOLLIKO さんの素敵な 12 枚の写真。
ドキドキするフランステイスト満載の 2013 年版カレ
ンダーです。1 冊の中に全面縦型写真と横型写真の 2
パターンをお楽しみいただけます。カレンダーの写真
をポストカードに ! という多くのリクエストにお答えい
たしましてポストカードセットとの同時発売です。
上質なフランスをお楽しみください。

● 2013 年特製カレンダー
定価 1,500 円（税込）
●ポストカードセット（12 枚） 定価 1,000 円（税込）
今までのサリュラフランスカレンダーの中から、スペシャルセレクトした
究極のポストカードセット！

［ご注文・お問い合わせ］

メール france-club@cia.co.jp

FAX 03-5488-7783

お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス・ご希望数をお知らせください。
商品発送時に代金振り込みのご案内を同封させていただきます。
12 月 15 日までご注文の方は送料（200 円）をサービスさせていただきます。
お早目のご注文をおすすめいたします。

カレンダーと
ポストカード
同時注文のお客様

ポストカードを
2枚プレゼント
いたします。

※プレゼントのポストカードはポストカードセットの中から
こちらで選ばせていただきます

