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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］cadeau～プレゼント

Photo:Yolliko SAITO

東京都中央区銀座 3-2-1  SHOPTEL 03-3567-1766  
【営業時間】 火～土曜日 11：00～20：30 
　　　　　 日・月曜日 11：00～19：30

スクエアの時計 18,900円（税込）
八 角 形の時計 14,700円（税込）
オーバルの時計 14,700円（税込）

プランタン銀座
本館B1Fピエール・ラニエ

今日のラッキーカラーで時計を選ぶ。
お洒落上級者は、いつも真剣勝負です！

フランス発。着替える時計。
今日の気分は何色モード？
フランス最大手の時計メーカー、ピエール・
ラニエ社。高いクオリティーとファッショナブル
なデザインで世界中で愛されています。
デザインから組み立てまでのすべての行程は
フランスでおこなわれ、“時計を着替えるのは
日常的なこと”というフランス人の生活が
うかがえるラインアップです。

大人気のチェンジャブルウォッチシリーズ！ベルトが簡単に換えられちゃいます。
20 種類の中から好きな色のベルトが選べる夢のような時計
33,600円（税込）替えベルト２本付き

日本総代理店 タパック株式会社
www.tapak.co.jp



1. パリでも人気のキティーちゃん
   １３区中華街のショップ。その名も ｢多賀城」
2. お茶を飲みに来た友達が持ってきた美味しそ
うなお土産です

3. プレゼントの王様はお花
   メトロ St Peaul 駅近くのお花屋さんでパチリ
4. お洒落な街マレ地区で人気のショップ
5. 写真集は定番のプレゼント　 
6. 子供のプレゼントはなんでも聞いておくれ！
　 こだわりのおもちゃ屋のおじさん
7. サンミッシェルの本屋さん。
    朝から晩までいつも賑わってます

Photo : Haruimi DOI

素顔のパリ
20区物語
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Voilà c’est un cadeau! ヴォアラ セ タン カドー（ほーら、プレゼントですよー！）　楽しい演出が大好きな
パリっ子はプレゼントが cadeau が大好き。喜ぶ顔が見たいから、cadeau 選び頑張っちゃいます！ 

フランスのプレゼント事情

■リスト・ド・マリアージュ （List de Mariage）
フランスの結婚のお祝いはとっても合理的。新郎新婦が
欲しい物をリストアップし、友人や親族が欲しいものをあ
げるシステム。インテリアやキッチンウェアのショップ、デ
パートではこぞって“リスト・ド・マリアージュ”を掲げている。
新郎新婦がお店を選び、欲しい物リストを作成する。お
祝いをする側はその店に出向きリストの中から予算に応
じてプレゼントを選ぶ。
既に購入済みの品物は店側がチェックしてるので、他の
贈り主と重複することは無い。
新婚家庭が本当に欲しい物、必要なものを貰える合理
的なシステムなのです。

■ノエル（クリスマス）
日本と違ってクリスマスは家族と過ごす日。お正月みたい
に帰省する人が多いのがフランスのノエル。集まる人み
んなの分のプレゼントを用意して大人も子供もプレゼン
ト交換。エスプリの効いた粋なプレゼントを考えるのも楽
しみの一つです。

■おうちのディナーにおよばれしたら
定番のプレゼントは、お花やショコラ。アペリティフのお
酒なんかもいいかもね。選ぶのが難しいのがワインとフロ
マージュ。その家の好みやお料理に合わせたものがもう
用意されているかも。私はケーキも控えます。デザートま
で用意してるのがフランス、ご自慢のケーキを焼いてくれ
てたらダブっちゃいますからね。食後酒のカルバドスなん
てのはどう？ 話が弾むかもね。

TAMAKO
パリ・フォーション本店で紅茶アドバイザーとして活躍。１０
年のフランス生活を経て帰国。現在、東十条の名店「アド
リア洋菓子店」のプロデューサーとして、パリで産まれた
二人の子供のママとして奮闘の日々。美味しいスイーツと
紅茶に癒されてます。

アドリア洋菓子店
東京都 北区東十条4-7-17  
ＴＥＬ 03-3911-5767 

仏蘭西倶楽部のメンバーの中にもファンが多い、
ピンクと黒の素敵なロゴのフォーション。
フォーション・マドレーヌ本店の

紅茶アドバイザーＴＡＭＡＫＯが教える、
ノエル・カドー（クリスマスプレゼント）

ランキング

☆ チョコレートの詰め合わせ

☆マロングラッセ

☆フォアグラの缶詰め＆
                イチジクのジャムセット
☆紅茶いろいろ または 
          コーヒーいろいろ詰め合わせ
☆パネトン

ＴＡＭＡＫＯお薦めのカドー

やっぱり、無難だけど一番美味しいものだから!

ノエルには　これがなくっちゃ！

ノエルの時期になると出てくる　ドライフルーツ沢山のパン。
発祥はイタリアなんだけど、フォションのはふんわりしてて
美味しいの！

オレンジチョコ（大）
　　　1,890円（税込）

（あらっ、フランス人も詰め合わせが好きなのね・・・）
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インタビュー貝山幸子
（仏蘭西倶楽部主宰）

本格的なフランス菓子店の広島市「ポワブリエール」は、パリの街角みたいな可
愛いお店。お菓子職人でもあるジョスリーヌさんは広島市内に４店舗を経営して
いる。ご主人のフランス留学中にツールで知り合い結婚後、1974 年からご主人
の故郷広島に住む。フランスの温かい味を伝え続け日本全国にファンが多い名店
である。

ポワブリエール　舟入本店
広島県広島市中区舟入南 3-12-24
TEL 082-234-9090
10：00 ～ 20：00　無休
www.poivriere.com

パリ生まれ。シンガー＆アコーディオン奏者。フルート、
トランペットなど、マルチプレイヤーとして活躍。数
多くの CM、ＴＶなどに出演する一方、クロード・チ
アリのバンドリーダーをつとめるなど、アコーディオ
ンを弾きながら歌うシャンソン歌手として幅広く現在
日本で活躍中！これまでに 5 枚のヴォーカルアルバム
と 5 枚のアコーディオンアルバムをリリース。ＣＭの
作詞、歌唱も数多く手掛ける。

本誌でもおなじみの開店３５年を迎える老舗フレン
チレストラン“シェ・ピエール”オーナーシェフ、ピエー
ルさん。

アリアンス・フランセーズ仙台院長。2008 年
9 月院長就任。また、東北大の講師も務める。

アリアンス・フランセーズ仙台は、仙台の各大学や大学の先生方との協力
により、さまざまなクラスを開催していきます。 また文化催事や、数々のテー
マ別講座 ( 西洋美術史・フランス地方講座・シャンソン・フ ランス映画・
フランス料理教室 )、を通してフランスに関心を持つ皆さん全 員の出会い、
交流、発見の場となるよう頑張っています。 

2周年記念 特別アンケート

仏蘭西倶楽部
インタビュー
仏蘭西倶楽部
インタビュー
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A1. フランス政府からいただいた農事功労章。日本における全ての僕の仕事が評価され
たんだ。１９９８年だったかな。いい思い出です。

A2. ２０年間も私の仕事と私の家族のために頑張ってくれた義理の姉ＹＵＫＯに日本食レ
ストランをブルターニュに開きました。僕の感謝の思いをいっぱいこめて。

A3. 感謝の気持ちを表す為のもの。絶対に、「つまらないものですが」なんて言って渡さ
ない。Cadeau には僕の心がこもってるんだ。

A4. 美味しいワインかシャンパン。カスクート用のサラミ。週末田舎でパーティーのために。
シンプルで美味しいものはいいよね。

A5. 何にもいらないかな。私が cadeauをあげる時は私も幸せだから。
A6. もし、プレゼントを探してるんだったら、私の故郷、ブルターニュの誇りでもある、

カンペール陶器がお薦め。伝統のある手描きの美しさ、私も大好きです。サリュ・ラ・
フランスを通して多くの人にフランス文化を知ってもらえればいいですね。

A1. ひとつを選ぶのはとっても難しい。どれもこれも好きだから。ど
うしても選ぶんなら、いつも持ってるものかな。時計、ネクタイ、
万年筆とか・・・取っておけないものは・・・ワイン（笑）

A2.９月２７日、アリアンス・フランセーズ仙台のスタッフに
     コーヒーを。
A3. 贈り物、それは愛情とか感謝のしるしだと思います。
A4. 送りません .
A5. 別に、特にないです。
A6. クリスマスだからって、無駄なものに費やさないでね。

A1. １１歳頃にもらったダークグリーンのサイクリング自転車。クリスマスの朝目が覚めた
ら部屋に置いてあったんだ。すごくうれしかった。

A2. 去年のクリスマスに。奥さんにジュエリーをあげたよ。
A3. 心に触れるもの。愛がこもっているもの。日本は“あげなければいけない”カドーが

多すぎる。それって変だよ。カドーは義務じゃないからね。
A4. 小さい子たちには日本製のＴシャツ。みんなすごくよろこぶよ。アニメのＮＡＲＵＴＯが

ついてるとみんな大喜び。大人には、日本の漆塗りや萩焼の器。
A5. 先にわかっちゃうとうれしくないでしょ。だから、自分にあげるのは考え付かないな。
A6. カドーはわかりやすくみんなが喜ぶものを選んだほうがいいよ。フランス製の石鹸をあ

げた時、お菓子だとおもって食べちゃった人がいたんだ。チョコとかワインとか、食べ
物のカドーを選ぶのがいいと思うよ。フランスには美味しいものがたくさんあるからね！

日仏交流 150 周年記念   KAKEHASHI　
フランコ・ジャポネ シャンソンコンサート2008
東　　京 10月22日（水）スイートベイジル STB139
名 古 屋 10月23日（木）名古屋ブルーノート（予定）
神　　戸 10月24日（金）神戸文化ホール・大ホール
千葉舞浜 10月26日（日）クラブイクスピアリ　

出演：パトリック・ヌジェ他（詳細はお問い合わせください）
KAKEHASHI 実行委員会（タイムオフィス内）
TEL：047-350-6781
URL：http://www.time-office.com/kakehashi/

『Swing Rendez-Vous in 
　　　　　          AnotherDream』
2008 年 11月21日（金）
会場　大阪　アナザードリーム
TEL06-6211-5759
http://www.an-dream.com/
出演　パトリック・ヌジェ （アコーディオン&ヴォーカル）
          ZaZaー山口早智子（ヴォーカル）他
開場 18：30　
開演 19：30 ～ 20:15 ／ 20：45 ～ 21：30
料金  前売り￥3,700・当日￥4,200（ドリンク別）

インフォメーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

インフォメーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1. ８歳の時、母がくれた、名前入りのお誕生日のケーキ。味はモカでした。もう一つは、友人
がくれた、アンティークのナイフ・フォーク置き。

A2. 先週、美味しい桃、阿部白桃をつくっている阿部さんに、ケーキを。
A3. 喜びを与えてくれるものであって、与えるもの。クリスマスの時ショコラとか、ケーキとか。食

べ物は食べればなくなるけど、心に残る。大切にできるものを選んでプレゼントを選びます。
　  ずっと前にもらったアクセサリーも、大切に使っているわ。
A4. フランスの家族へ、毎年ショコラとクリスマスケーキを送ってます。もちろん私の手作りです。
A5. やっぱり食べ物かな。美味しいギョーザとか、日本の美味しいもの。東京に行けば、美味し

い鰻を自分にプレゼントしちゃいます。
A6. cadeau はいつも、喜びをあたえてくれる。そして思い出に残る大切な物ですね。

市原ジョスリーヌさん

パトリック・ヌジェさん Patrick Nugier

ピエール・プリジャンさん Pierre Prigent

ドゥニ・ドゥウ ィ゙エンヌさん Denis Devienne

テーマ  cadeau.プレゼント

Q1. 一番うれしかった cadeau は？
Q2. 最近、あげた cadeau はなに？
Q3. 貴方にとって cadeau とは？ cadeau って何？
Q4. フランスの親しい方へ日本からクリスマスの cadeau を送るとし

たら何を選びますか？
Q5. 今、自分に cadeau をあげるとしたら何をあげますか？
Q6. 読者の方へ、メッセージの cadeau をお願いします

シェ・ピエールのボジョレー・ヌーヴォー
11月20日・21日・22日の三日間　食べ放題飲み放題
5 種類のボジョレーが味わえるスペシャルメニュー
￥11000（税・サ込）
18：00 ～ 20：30と20：45 ～ラストまでの二回転方式です。

フレンチレストラン 　シェ・ピエール
〒 107-0062 　東京都港区南青山 1-23-10
TEL 03-3475-1400 ／定休日  月曜日
アクセス
地下鉄千代田線乃木坂駅（5 番出口）徒歩 1 分
地下鉄銀座線青山一丁目駅徒歩 8 分
http://www.chez-pierre.co.jp/

仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ
〒 980-0014 仙台市青葉区本町 2-8-10 ４階５階
ＴＥＬ 022-225-1475
http://www.alliancefrancaise-sendai.org/



「毎年秋になったら、自分にプレゼントをあげるの。」
「へえー、どうして？」「私が頑張ってる事一番分か
るの自分だもん。私から私へのご褒美。」「でも、ど
うして秋なの？」「だって・・・・秋だから。」

秋は特別な季節。夏が終わって冬がはじまる。落
ち葉が風に舞おうものなら、センチメンタルだったり、
ロマンティックだったり。秋になると、自分へのプレ
ゼントを選びたくなる。今年もあと数カ月。１年頑張っ
た自分へのご褒美を。今年のプレゼントは、「秋色
の朝食」。日曜日の朝、ちょっぴり曇り空だけど秋
の演出にはなかなかいい天気。ベランダにテーブル
を出してテーブルクロスをかければ、遠出しなくてヴァ
カンス気分。マルシェで買った美味しそうなブドウと
ヨーグルト。お塩のアクセントが効いた、濃厚な桃
のコンフィチュールとバターをたっぷり塗ったパン。お気に入りのシードルカップに今日はお紅茶を。
アールグレイの香りを楽しみながら、秋色の空気を思いっきり吸う。

「あれっ、もしかして私疲れてた？」自分の事って自分が一番分かってなくちゃいけないのにね。大きく深呼吸。なんだ
か、心が元気になっていく気がする。ゆったりと流れる時間に身をまかせる日もあったっていいじゃない。突然、部屋
の中で携帯が鳴りだした。心を鬼にして電話を無視。ベルが鳴り終わるとすぐに、電源をＯＦＦ。「今日は自分との会
話を楽しむ日。」秋色を満喫しながらのんびりと過ごす極上の時間。それが、私から私への今年のプレゼントなのです。

（真乃ソロ）

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

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

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。　

Photo : Katsumi MERA

カンペール

サリュ ラ フランス特別価格 8,610円を 6,300円
期限 11 月 15 日注文まで
ＷＥＢショップ、プラスオペラ、サロンドゥミュゼ供　同価格

シリーズ名　アジョン
プレーンボウル 16cm　￥8,610　
スモールバスケット　￥15,750
ピッチャーラスティック　　￥16,800

（税込価格）

デコール　アジョン
　黒と黄色の縁どりを基調に黄色のハリエニシダとピンク色の花ヒースが描かれている。
　このシリーズはひときわ華やかな雰囲気ながら陶器の土の色が見事に調和し、ナチュラルさを醸しだしている。
　この二つの花をテーマに描かれたものはカンペール陶器のアンティークに数多く見つけることができる。

私から私へのプレゼント。
だって…秋だから。
私から私へのプレゼント。
だって…秋だから。
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おフランスで暮らしていたころ、「日本から荷物が届いてい
るぜ！取りに来るかい？」という手紙が珍しくちゃんと郵
便受けに入っていて（日本から送ってもらった本などは、
重かったせいなのか、ほとんど届かなかったのですけど、、）
ここのところお金もそこをついたし、着るものも（もとから）
無いし、これはまさに天からの授かり物、やはり親はわかっ
てくれていたのか！！と、郵便局に走っていきました。
実際には手に取るまではどうなるかわからないのがパリの
郵便、まだまだ油断や安心は禁物、「ポテチくらいは、もし
かして気を利かせて入れてくれていたら、、」など、思いは
膨らむばかり。窓口の親父のやる気の無さも今日は気にな
らず、おっ、奥から出てきたではありませんか、、
期待を（かなり）裏切るような、意外に小さな小包（なぜ
筒状なの？）を開けたところ、富士山をバックに着物を着
た人の立っているカレンダーが、ぽつん、、と入っていて何
もここまで笑いを取らんでもと、自称気味にふふっと微笑
んでしまったことも、今となってはいい思い出かどうかは
わかりませんが　（うちの父は繊維関係でした）、やはり何
がほしいのかを見極めて送るのが、そして気持ちがこもっ
ているのが贈り物であると思います。
　まあ、ある意味“人に頼らず、あてにせず行こう！”と
更に心に誓ったような気も少しはします。（気持ちはこもっ
ていたのかなー？）

困った時のＦＮＡＣ（フナック）
ＦＮＡＣ　モンパルナス店 Paris-Montparnasse
136 rue de Rennes 75006 Paris
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パリを歩くと、必ず目につく、ＦＮＡＣの看板。フランス全国、いたるところにＦＮＡC があります。ＣＤ・ＤＶＤ・
コンピュータ・本・カメラ・コンサートのチケット・・・。いったい何屋さんと表現したらいいんだろう。プレゼント
選びに困った時は、ＦＮＡＣに直行。必ず何かが見つかります。フランスのＣＤには定価がない。ＦＮＡＣにはプ
ロモーション商品があって、新譜でも安くなってるので私のＣＤ選びは必ずここ。お得な買い物ができます。これ
からの季節、クリスマスプレゼント用のセットＣＤが店頭に並びます。おばあちゃんが、孫へ古いシャンソンＣＤセッ
トを選んだり。子供から大人まで楽しめる情報発信地、それがＦＮＡＣ。ちなみに、サンジェルマンとモンパルナ
スの間にあるこの店舗は、仏蘭西倶楽部パリ支局のメンバーの待ち合わせによく使う場所です。（Ｓ）

佐藤陽一のワインなひと時
もらってうれしかったことvol.13

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。 

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/

パリ
お宅
訪問

商品のご購入・お問い合わせは　

株式会社アクアメール  東京都港区赤坂8-4-7電話03-5414-7187 
http://www.aquamer.co.jp

フランスの美味しい食材をお届けする
（株）アクアメールの広報担当。
「ゲランドの塩専用のソルトミルなんてとても珍し
い！と好評をいただいています。普通のミルとは違
い、まず逆さまにしてつまみを回し、歯車を回転させ
て挽くのですが、シャリっとした挽き加減が伝わっ
てきて楽しい！プジョーのライオンマークも可愛らし
くて食卓にあると話題が広がりますよ。」

文／渡辺敦子（（株）アクアメール）

小さなミルに秘められた歴史、贈ってみませんか。

プジョーソルトミルセット
6,510円（税込）
プジョー社・木製ソルトミル・ゲランドの塩「海の果実」125ｇ各１個
特製化粧箱入り

フランスを代表する自動車メーカー、プジョー社。雄 し々いライオンのエンブレ
ムと、フランスらしい小粋なフォルムの車で世界中の人々に親しまれているプ
ジョー社は日々の生活に寄り添うキッチン用品や雑貨も幅広く揃えています。
スイスとの国境に近い、フランシュ・コンテ地方。プジョー社の祖先はこの地の
ちいさな村で粉挽きを営んでいました。1793年、“ル・グラン（どんぐり）”の愛称
で親しまれていた水車小屋が、偉大な企業の初めの１歩だったといわれてい
ます。１９世紀のフランスでは「道具を使う手仕事」が教育の必須科目として
小学校や中学校で教えられていました。プジョー社は鋼を使った刃物、たとえ
ば様々な職人が使う専用のナイフや道具箱セットなどを生産し、順調に事業
を拡大していきます。そして1840年、歯車を得意とするプジョー社のコーヒー
ミルが登場し、のちにペッパーミルの考案へとつながっていきました。数世紀を
経た今でもライオンのエンブレムのついたペッパー＆ソルトミルはスタイリッシュ
で実用的なものとして、自宅のキッチンに並べたい憧れのアイテムとして人気
を誇っています。私たちが暮らす現代は、お塩ひとつでも様々な種類のもの－
岩塩や海塩、それも世界のどんな国のものでも－が料理に合わせて選べる時

代。21世紀に入り、プジョー社はフランスの代表的な海塩「ゲランドの塩」の
ためだけに、専用のソルトミルを開発したのです。その味わいのよさと希少さで
、世界中の美食家たちから愛されるゲランドの塩。塩田で結晶した塩の粒は
一切加工されていないため、他の塩にくらべて水分がとても多く含まれる塩な
のです。海の恵みをぎゅっと閉じ込めたゲランドの塩は、ステンレスの刃をもつ
従来のソルトミルでは挽くことができませんでした。水分が多すぎて詰まりの原
因になり、刃をだめにしてしまうからです。プジョー社の開発した、その名も「ゲ
ランド」というソルトミルの歯車は大変珍しい「木製」です。固さのあるツゲの木
でつくられ、希少な海の塩をソフトにすりつぶしてくれます。木製のオーガニック
な歯車は、小麦を大切に挽いていた水車小屋の時代への懐古のようにも感
じ取れます。そしてまた、フランスの西の海で輝く塩の結晶をたゆまなく生み出
す塩職人たちへ、森に住まう東のアルチザンたちがささげたオマージュのよう
にも…。プジョー社の精神は「Designed for your pleasure」。フランスの誇
るゲランドの塩のためだけに作られた木製歯車のソルトミルは、このモットーに
一番近いのかもしれません。品物だけでなくその歴史も大切なひとへ贈る…。
そんなギフト選びもまた素敵ですね！

ソムリエ佐藤陽一氏がテイス
ティングの本を執筆中
構想３年、テイスティングは「五

感の総動員と同時に、理知的アプローチである」との持論を
もとに構成されています。わずかなワインの色の違いを表現
するため、特別の撮影法を開発するなど、凝りに凝った内容。
まもなく刊行予定。お楽しみに。（発行：株式会社ミュゼ）

サリュ・ラ・フランスの

本の紹介
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●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。（2008 年 11 月30日締め切り）

※本誌ご紹介の商品は全て、7ページ掲載のプラスオペラにて取り扱っております。

●編集後記　パリがくれた cadeauそれはエッフェル塔。いつも素敵な写真をとってくれるＹＯＬＬＩＫＯさん
は今回は船の上からとってくれました。メルシー！（Ｓ）

Bunkamura ル ･ シネマ 20 周年記念上映作品第１弾
ＰＡＲ IS　試写会ご招待
■日時：11 月20 日（木）　１８時００分開場 / １８時３０分開映
■場所：一ツ橋ホール（千代田区一ツ橋２-６-２）
■ご招待人数：１０組  ２０名様　（応募締切　１１月１０日）

本誌ライターのプロデュースの２００９年手帳。
表紙は透明ポケットなので自分だけのオリジナル
カバーに。使いやすさにこだわった手帳です。

サリュ・ラ・フランス創刊２周年記念
スペシャル読者プレゼント

仏蘭西倶楽部会員募集中（年会費・会費無料）詳細は http://www.franceclub.jp/ にて
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Sachiko KAIYAMA

シャンソン至上主義

C’est un cadeau!（セ タン カドー）は粋な言葉。 （パリ）
vol.13

PARIS
正月 Bunkamura ル・シネマにて公開
監督：セドリック・クラピッシュ
出演：ジュリエット・ビノシュ、
　　　ロマン・デュリス、ファブリス・ルキーニ他
フランスで 170 万人を超える大ヒットを記録。
配給・宣伝：アルシネテラン

これがパリ。誰もが不満だらけで、文句を言うのが好き。皆、
幸運に気づいていない。
歩いて、恋して、口論して、遅刻して、なんという幸せ。
気軽にパリで生きられるなんて。
―ピエールの言葉 < 本編より>

© CE QUI ME MEUT - STUDIO CANAL- STUDIO 
CANAL IMAGE – FRANCE2 CINEMA

今回は、これから公開の映画の。題名がズバリ
「ＰＡＲＩＳ」。悲しい事も楽しい事もいい事も悪い
事もすべてのみこんでくれる街がパリ。美しい街の
中で繰り広げられる、人々の生々しい日常。１６区
パッシーに住んでソルボンヌに通い、その後ベルビ
ルの側に住んだ私。本作のシーンでこれらの私の懐
かしい場所がたくさん出てくるのです。「ようこそパ
リへ！パリを好きな人はパリに愛された人よ。」パッ
シーのアパルトマンの大家のマダムに最初に言われ
た言葉を思い出してちょっぴりノスタルジックな気
分になっちゃいました。パリ好きにはたまらない映
画です。

■あらすじ■
ムーラン ･ ルージュの元ダンサー、ピエールは心臓
病で余命わずかだと告げられる。助かる方法は心臓
移植しかなく成功率は 40%。彼は移植提供者を待つ
日々を静かに過ごすことを選ぶ。ソーシャルワーカー
で 3 人の子供を育てる姉エリーズは弟を案じ同居を
始める。彼女にとって日々はせわしなく、ただ過ぎ
ていくもの。もう若くないと人生を楽しむことを諦
める姉に「生きているんだ。人生を謳歌しなければ」
とピエールは言う。そして、ピエールの今の一番の
楽しみはアパルトマンのベランダからパリの街を行
き交う人々を眺めることだ。

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。1993 年単身パリへ。パリでたくましく生活をしながら音楽探訪の日々を
送る。97 年パリで音楽活動を再開。99 年帰国。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。2003 年にアルバム“月を噛む”発
表（NES18964 2700 円）。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。乙女座　O 型  　http://salut-paris.com/

＊タパック（株）ピエール・ラニエ 
ハートウォッチ

（定価１４,０００円）　３名

＊L'agenda TRATIA
 ２００９ 

オリジナル手帳
（定価 1,520 円）5 名

＊アクアメール（株） 
プジョー
ソルトミルセット
9P 掲載　1 名

　下町のメニールモンタン駅のアパルトマンに住んでいた時、私の部屋には洗濯
機がなかった。（７年近いパリの生活で、バスタブと洗濯機を持ったことがなかった
のです）空気が乾燥しているから少しぐらい絞りが甘くても洗濯物は乾く。文明の
利器がなければない分人間は慣れてくるのだ。でも、大物は手じゃ洗えないのでコ
インランドリーへ。カラカラ廻る音を聞きながらぼんやりと読書をする。「あー、なん
かコーヒー飲みたいな～。」と思った瞬間、ランドリーの叔父さんがコーヒーを差し出
してくれた。「ヴォアラ　マドモアゼル」きょとんとしている私に、バチンとウィンク。
「セ タン カドー！」隣のカフェからわざわざコーヒーを持ってきてくれたのだ。「ニホン
ノヒトデスカ？」オジサンの口から流暢な日本語が。「ワタシニホンガダイスキデス」きょ
とんとしている私に古いアルバムを見せてくれた。色あせたカラー写真にはハンサム
でダンディな若者と日本の風景。「ワタシワカイネ。トオイオモイデ。」どうやらこれが
オジサンの話せる全ての日本語のようだ。日本語で質問しても恥ずかしそうに笑って
いる。このコインランドリーのオジサンはアルジェリア出身で、大金持ちの御曹司だっ
たらしい。いろんな事情で国を離れアメリカ経由でフランスに移住してメニールモンタ
ンでコインランドリーを開いたそうだ。目の前にいるオジサンとアルバムの中の素敵
な若者、同じ人なんだ・・・。ちょっぴり複雑な気持ちになった。それからしばらく
の間、コインランドリーの待ち時間はオジサンの出前コーヒー付きの日本の思い出を
聞く時間になった。小銭が無くなって、乾燥機を短めに切り上げようとしたときも

「セ タン カドー」と言って小銭を入れて乾燥機を回してくれたり、洗剤が無くなった
時も「セ タン カドー」の言葉とともに差し出してくれた。ある時オジサンが鮮やかな
ブルーのシャツと白パンツでコロンをぷんぷんさせて嬉しそうにコーヒーを運んできた。

「お寿司屋さんで知り合った日本の女性と今日デートなんだ！」髪の毛をきちんとして
お洒落たしたオジサンはとってもお坊ちゃま。「セ タン カドー」の言葉がとっても粋
に聞こえた昼下がりでした。

貝山幸子シャンソンコンサート
         ボージョレー・ヌーヴォーを楽しむ夕べ　
会場 観音埼京急ホテル 開催日  ２００８年１１月２０日（木）２１日（金）
料金・１００００円（コース料理・ボジョレーヌーヴォー・サーヴィス料込）　　時間・１８：３０～
ボジョレー・ヌーヴォーとシャンソンとフランス料理で楽しい夜を。
スペシャル宿泊プランもご用意。
お問い合わせ・０４６-８４１-６１１８（観音埼京急ホテル）
http://www.kannon-kqh.co.jp

仏蘭西倶楽部プロデュース  ふれんち日和
日本とフランスのコラボレーションで美味しい“ふれんち
日和”が出来上がりました。
 

●ゲランドのお塩入り　桃ジャム
福島県伊達市梁川の美味しい桃とゲランドのお塩のコラボ
レーション。クラシックなフレンチスイーツを。桃がたっぷり入っ
てます！ 
定価・７３５円（税込）　１５０グラム

パリ発奇跡のメダイユアクセサリー
“奇跡のメダイユ教会～ Chapelle Notre Dame de la 
Medaille Miraculeuse”（7 区）この教会のメダイユ
を身につけて祈ると願いがかなうといわれ世界中からた
くさんの人がやってきます。

●スワロスフキーブレスレット 定価３３００円（税込）

●ネックレス　定価４８００円（税込）
 （商品の詳細は仏蘭西倶楽部ＨＰに掲載）

仏蘭西倶楽部セレクション

＊カンペール陶器
シードルカップ
フルリーロワイヤルホワイト	

6.7P 掲載　３名


