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

Cinéma

フランス映画を見よう
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Cinéma

フランス映画を見よう

日本におけるフランス映画はなんだか肩身が狭い。
映画館の上映も限られる、
ビデオからDVDに変わったらレンタルショップから
多くのフランス映画が消えてしまった。DVDで見れなくなった作品は
インターネットオークションで出品される中古のビデオを手に入れるか、
テレビ放映を探すか・
・
・。
盛り上がれ、
日本のフランス映画。頑張れ、
フランス映画。

1

2

素顔のパリ

１. コンコルド広場。世界一美しい広場と
いわれる。映画のシーンに出てきますね！
２. 急いでる人は、マシーンで入場券を。

20区物語

３. フランス人もハリウッド映画よく見るよ。
４. 数々の映画で撮影された、ビルアケム
橋の高架下。
５. 大きな映画館。迷っちゃうねー。
何見ようか？
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６. おい、今日は何見るよ〜。学校帰りの
リセ（高校）
のお兄ちゃん達。

Photo : 2.3.5.6Yolliko SAITO
1.4 Doi Harumi

映画に出てくるような美しい街パリ、
至る所に映画館がある。
やっぱり、パリは Cinéma 映画の街。
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フランス映画のテーマは恋。
フランス式純愛を貫くお薦め映画。
隣の女 La Femme d'à côté 1981年公開

3
4

男と女 Un homme une femme 1966年公開

監督：クロード・ルルーシュ 音楽：フランシス・レイ
出演：アヌーク・エメ、
ジャン・ルイ・
トランティニャン、
ピエール・バルー
スタントマンの夫を撮影中の事故で亡くした女と自殺で妻を亡くしたレーサーのラブストーリー。過去と現在、
モノクロとセピアで表現し、
テーマ曲、挿入歌も美しい風景を盛り上げる。
フランス映画
40年以上前のパリの風景も、今のパリとあまり変わらない。
初心者の方へ
大人の恋の始まりの切なさと辛さにドキドキ度満点の映画。

妻への恋文 Le Zebre 1992年公開

2

リボリー
通り

監督：フランソワ・
トリュフォー
出演：ジェラール・
ドパルデュー、
ファニー・アルダン
8年前まで恋人同士だった二人が、隣人として再会する。
それぞれ別のパートナーと幸せな生活があるにも関わら
ず、心を残したまま別れた二人は再び求め会う。
「男はいつも恋の素人だ」
「 一緒にいたら苦しいけど離れては生
きられない」
そんなに好きだったら別れなきゃよかったのに・
・
・と、見ていてイライラする場面もあるけど、本当の幸
せってなんなのかを考えさせられる。出会わなきゃよかった。恋は人間を狂わせていく
・
・
・。

監督：ジャン・ポワレ 出演：ティエリー・レルミット、
カロリーヌ・セリエ
監督・脚本は国民的喜劇俳優としても知られる、
ジャン・ポワレ。平凡な結婚
生活を刺激ある生活にしようと夫が匿名で妻へ恋文を送る。正体がわからな
い相手からの恋文に心ときめく妻を見てドキドキを募らせる夫。夫婦の恋の
駆け引きをコメディタッチで描くが、
ラストはシリアス。
あり得なさそうであり得る
ストーリに涙。妻役のカロリーヌ・セリエが美しい。
（残念ながらDVD化されていいないので、
ビデオを手に入れるしか見る方法がないかも。）

ヌーベルヴァーグ(フランス語
で
「新しい波」）
という新しい時
代を作った
タイプの全然違う3人の監督
の作品を見るのがお薦め。

ジャン＝リュック・ゴダール
フランソワ・
トリュフォー
●エリ
ック・ロメール
●
●

貴方は誰の映画が好きですか？

仏蘭西倶楽部
インタビュー
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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/

ワインを楽しむための
表現を知る！
日本一のソムリエによる
本邦初のワインヴィジュアル本

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。

本誌コラム「ワインなひと時」ですっかりお
なじみのソムリエ・佐藤陽一さんによる初の
自著が満を持して出版の運びとなりました！
ワインの感応表現に言及したその名もズバリ
『ワインテイスティング』。2 月 28 日の出版
に先駆け、ご自身の言葉で語って下さった
中身とその魅力をほんの少し…。

ソムリエ

佐藤陽一さん

インタビュー

よしのまどか

佐藤陽一のワインなひと時
vol.15 シネマ
趣味→映画鑑賞というくらい映画は大好きです。最近
はあまり見に行く機会や時間も減りましたが、やはりフ
ランス時代は時間があれば映画館に行っていました、
というか自宅にテレビが無かったので、ほとんど唯一の
楽しみだったといっても良いくらいでした。
今はどうかわからないのですが、あのころは朝一番の
上映は（といっても昼くらいですが）少し金額が安いと
いうこともあり休みが取れた日などはテクテクと、レアー
ルに行ったり、モンパルナスに向かったりと、こまめに
出かけていました。
フランス映画的とでもいうのでしょうか登場人物が少
なく、ストーリーも唐突だったり、急に終わったり、と、
恐らく日本ではかからないような小ぶりな映画も、ガイド
ブックから探して、見に行ったのを思い出します。（アン・
モンド・サン・ピティとかル・トン・ド・ジタンなど、印

Yoichi SATO

象に残ってますね）

執筆のきっかけは？

ワインの勉強をする時に色や外観は大事な要素ですが、私
がフランスから帰った時、日本にはヴィジュアルの充実した
テイスティングの本がなかったんですよ。そこで、膨大なワ
インの色のヴァリエーションをきちんとまとめてみたいと思
いました。細かいニュアンスを写真でとらえていただけて、
感謝しています。

テイスティングとは何ですか？
表現する上で気をつけることは？

一言で言うとワインの状態を見て、分析すること。表現は
控えめに、自分が本当に感じてないことは言わない。そう
いう勇気も必要です。例えば「ただ若くてシンプルなだけ」
と思うならそれ以 上語らない。その 代わり何故だろう？

地味ながらじっくり見たいときはデ・プレでとか、大き
輸送の問題なのか振って注いだせいか、今閉じているだけ
なのか…と理由を考える。私たちはワインを薦める立場な
ので、最初はなぜこれを薦めるかという理由と説得が必要
なんですね。でもお客様の信頼を得た暁には、ソムリエと
してのオーラだけでやっていけるようになる。だから私も
70 ぐらいになったら
「いいから飲んで！飲めばわかるから」っ
て言うかもしれませんけど（笑）

どんな方々に向けたどのような本ですか？

タイトル通り、ワインのテイスティングの本です。フランス
語と日本語の表現の違い、私自身がこれまで疑問に思った
こと、飲んであるいは作り手に会って初めてわかったことな
どをできる限り盛り込みました。約 3 年半かけて撮影され
た四季折々の食材イメージ、微妙な色の差異がわかる 130

種以上のワインの写真、ぶどうの品種ごとのチャートなど、
熟成されたこだわりの資料たちと共に（笑）
そういうわけで、基本的にはテイスティングを勉強される方
やプロの方用の専門書ですが、若い世代の人が学ぶ上での
ベースや手助けになればと思いますし、この本を通して最終
的にはサービスの考え方、発想する楽しさを伝えたい。
ワインの味を表現する際の感応表現を知りたい一般の方々
にもぜひ読んでいただきたいですね。
鞄にスッと入って邪魔にならないサイズ、洋書のような体裁
やスムーストランス調のイラストも気に入っています。余白は、
テイスティングメモとして使い込んでもらえると嬉しいかな。

な音で楽しみたいときは、サラウンドシステムの音がす
ばらしいマックス・リンデールまでわざわざいったりと、
今考えると、時間がかなりあったので、良く通っていま
した。
マルクス・ブラザースをずっとかけている映画館があっ
たり“ほかの映画館には無い個性”が尊重されるのが
パリの映画館の特徴かと思われます。
映画が面白く、その感想に浸りながら近くのカフェで
少し甘めの“シルヴァーナーの白”を飲んだりと、映画
とワインはシチュエーションに影響されますね。

カンペール

「ねえ、映画に行かない？」このメールを彼に送るのに
何時間も携帯とにらめっこ。丸 1 日放置でやっと届い
た「いいよ。」の返事。今日は大好きな彼と初めての
映画館。2 時間も隣に座れるなんて夢みたい。二人
で一つのポップコーンを食べながらラブストーリーを見た
かったけど、結局見たのはホラー映画。（彼がホラー
好きだったなんて）おまけにバケツのような大きなポッ
プコーンをそれぞれで買う羽目に。肩がふれあったらど
うしようなんてドキドキはリニューアルされたゆったりシー
トと幅広の肘置きに阻止された。「快適だね！」と微笑
む彼に苦笑いの私。はあー、思い通りにいかないの
が恋なのね。映画の爆音と彼のポップコーンを食べる
音がこんなに悲しく聞こえる。スクリーンを見つめる真
剣な彼の顔。スクリーンじゃなくてそっちをずっと見てい
たい。映画館を出て思い切って言ってみた。「うちでポ
この 2 種類に限り
トフでも食べない？」「ごめん、ポップコーン食べたから
３月末まで 15% 引き
お腹すいてない。じゃ、また。」彼は、メトロの中に消
アッシュペル FRW プレート
えていった。ふうー！撃沈・・・。
20ｃｍ 15,540 円
（税込）
結局おひとり様ディナーか。昨日の夜から煮込んでい
15ｃｍ 10,395 円
（税込）
たポトフ。宝石箱みたいな綺麗なお皿にお行儀よく並
べた野菜とお肉にかなり癒される。片思いだもん、
まあ、 海に囲まれたブルターニュの半島と多くの島々を
こんなもんでしょ。「私が好きな事、気がついてないの
イメージシリーズ「アッシュペル」。今回ご紹介するものは
かな・・・。」Cinéma のような夜は、こうして更けて 「フルリーロワイヤルーホワイト」洗練された筆の技とデフォルメされた
いくのでした。
（真乃ソロ） 形はスタイリッシュな生活空間を演出します。

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。
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
TEL 03-5353-0567 営業時間：11:00 〜 19:00

Photo : Katsumi MERA

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
TEL 045-640-1151 営業時間：10:00 〜 17:30
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http://www.unifrance.jp/festival/
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−

フランス女優のような美しい肌をめざして、

日間の海藻パック、スタート！

DAY 1 連続パック開始。シャワーでパックを洗い流した

女優の中の女優 ジュリエット・ビノシュ
ボーイッシュな美しさ、独特な空気。愛に翻弄されながらも自らの意志を貫く強い女性を演じる事が多
い女優だ。パリの真ん中にある美しい橋 ポンヌフ〜 Pont neuf を舞台にした若さと愛と狂気を描い
た ポンヌフの恋人たち （1991 年）。年下の男性を愛し純愛を貫くヒロインを演じた 溺れゆく女 〜
Alice et Martin （1998 年） 年下のひと〜 Les Enfants du siècle （1999 年）ではジョルジュ・サ
ンド役でミュッセとの天才作家同士の破滅的な激しい恋を演じている。
©Photo de Brigitte Lacombe pour Lancome International
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パリ 映画の街の映画の通り
お宅 リュ・デュ・シネマ Rue du Cinéma
＊住所 2, 4 rue du Cinéma, Forum des Halles（1 階）
訪問 ＊メトロ最寄り駅 「les Halles」4 番線、「Châtelet Les Halles」RER B・C・D 線
冬のパリの日曜日は退屈。お店は閉まってるし、外は寒い。そんな日曜日
の救世主、映画通り～ Rue du cinéma。3 年の改装工事をへて
「Forum
des images（フォーラム・デ・ジマージュ）
」がリニューアルオープン。そ
のそばに、映画専門「フランソワ・
トリュフォー図書館」がオープン。トリュ
フォー作品は最近日本であんまり見かけなくなったけど、映画といえばパリで
はやっぱりフランスワ・トリュフォーなのね。館内で DVD みれちゃいます。

美しいたたずまいのポンヌフ。
映画公開後は観光名所になった。

＊「Forum des images」フォーラム・デ・ジマージュ
開館時間 12:30〜22:30（土・日曜は14:00 〜）
月曜休館
http://www.forumdesimages.fr
＊「Bibliothèque François-Truffaut」
フランソワ・トリュフォー図書館
開館時間 12:00〜19:00 ／月曜休館

後、
いつものお手入れをして肌チェック。化粧水のなじみ
が早い！まずは毛穴の汚れをパックで取ることが後で使う
化粧品の効果をより高めるんですね〜。翌朝、肌のキメ
がいつもより整っていました！

2

DAY
指がキュッと滑るくらい肌はすべすべ。毛穴の
お掃除もだいぶされたのかな？心なしか肌のトーンが明る
くなったような気が。
このパック、生のワカメのような海藻
の匂いがあるので好みが分かれるのですが実は、
この
「効きそうな匂い」にリピーターのお客様が多いのです。
お肌の艶めき＆うるおい感がたっぷり
！
DAY 3 起きた時、驚きのうるおい感。いつもと同じお手

入れしかしていないのに、肌が違う。寝ている間にうるお
いが湧き出してきたみたい。朝の洗顔で実感、肌がつる
つる！嬉しい！
３日でこれか〜！
という感じです。
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

−

７日間︑海藻パックで本格タラソをやってみました

上映作品：ジュリエット・ビノシュ主演 夏時間の庭
L HEURE D ETE 他、セザール賞3部門ノミネート
『サガン ― 悲しみよ こんにちは―』、『美しい人』、
2008 年カンヌ映画祭「ある視点」部門 HOPE 賞受
賞の社会派映画『ジョニー・マッド・ドッグ』など
魅力あふれる最新フランス映画の祭典です。

【使い方】
★7日間、夜のバスタイムに使用。
（顔に海藻パックを塗って、15分湯船につかりリラックス。）
★お風呂上りは、
いつもと同じお手入れ。
（化粧水→美容液→乳液→クリーム）
。
【パックの作り方】
フランス・ブルターニュ産の海藻粉末を、
お水で溶いて顔に
塗ります。
そのつど作るからフレッシュ。余計な添加物はほと
んど使われていません。

4

DAY パック後のチェック＆感想・
・
・
「肌がフラットになっ
た」。鏡を見てすぐ分かるくらい肌の凸凹がなくなっていま
した。毛穴もかなり目だたくなり、
プルプルの潤いは持続さ
れっぱなしです。

美しさの基本は、お肌のつややかさ。手に入れる
ためには集中的なお手入れも必要ですよね。
ブ
ルターニュの海藻粉末をたっぷり使ったフェイ
シャルパック「マスクドブランメール」を1週間
使ったらどんな結果になるだろう？と販売元の広
報みずから試してみました。女優のような輝くお
肌を目指し、贅沢にやってみましょう
！

毎年恒例のフランス映画祭。
今年は、ジュリエット・ビノシュが
団長として来日します。
3 月 12 日（木）〜 15 日（日）
TOHO シネマズ六本木ヒルズにて。

バスルームでめざせ！女優肌！

フランス映画祭 2009

5

DAY 海藻パックの美白効果をあらためて実感。身体は
のぼせ気味で赤いのに、顔だけは白みがかってます！あわて
て化粧水をつけなくてもお肌は十分な潤いを閉じ込めてい
るよう。つっぱっりやかさつきとは、
まったく無縁です。

6

DAY もう、始める前とは格段にうるおい保持率が違う！
そして、肌のなめらかさ。化粧水や美容液をぐんぐん吸収し
ていくのが嬉しい！そのつどフレッシュなパックを手作りする
から、保存料は最小限に、
しかも手軽に本格的なタラソテ
ラピーができるというのがこのパックの一番の魅力ですね。

70

DAY0
7日間、
ずっと続けて使ってみたマスクドブラン
メール。最後に洗い流した後は、毛穴がほとんど目立たな
いツルツルの肌。1週間前に比べてお肌の明るさ、透明感
がまったく違います。久しぶりに会ったお友達にも褒められ
ました。週に1度の使用でもうるつや肌が実感できそうです！
フランス生まれの天然の海藻成分とハーブ成分のやさし
さで、陶器のようなお肌にみちびく海藻パック。
あなたらしい美しさを引き出すお手伝いをしてくれそうです！

ブルターニュ産海藻パック
マスク・ド・ブランメールお試しセット

1,050円（税込）
（２回分）
文／渡辺敦子
（（株）
アクアメール）
フランスの美味しいものをお届けする㈱アクアメールの広報担当。
「タラソテラピーは、
ブルターニュ発祥の美容法です。
７日間、
自分
の肌でやってみて改めて海藻の持つパワーを感じました。海藻
パックがくれた乾燥知らずの肌、持続させたいです！」
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シャンソン至上主義

vol.15

Sachiko KAIYAMA

私の一番大好きな映画音楽 思い出の夏
ミッシェル・ルグランの「思い出の夏」を聞くと、私は切ないモードになる。
シャンソンやジャズ通なら絶対に知っているスタンダードだけど、意外と
知らない人も多いのです。数ある映画音楽の中でもこの曲は私にとって
ダントツ一位。実はこれはアメリカ映画。
“Summer of 42”
が原題です。

vol.15
カトリーヌ・ドヌーヴの伝説の 2 作品が
デジタルリマスター版にて蘇る。
映像、脚本、音楽が織りなす素敵な世界。
1960 年代のフランス映画の素晴らしさを
堪能できる伝説の 2 作品がデジタルリマ
スター版にて現代に蘇る！

シーンの連続。24，5 歳（多分ね）の人妻が悲しみを埋めるために 15
シーン。そこに流れるテーマ曲。極まりなく美しくそして残酷。
次の日、置き手紙を残して人妻は消えてしまう。1942 年のこの夏は
少年にとって永遠の思い出になるのでした。でも、この人妻にとっては
つらい思い出だと思う。 夫の戦死の知らせがあったこの夜の出来事。
愛しい夫を思い出すたびに、少年の人生を心配してたんじゃないかな。

パリのシンボル、エッフェル塔のモチーフを使ったアクセサリー、小物、

Les Parapluies de Cherbourg

トートバック等の新しいコレクション

“ロシュフォールの恋人たち”
Les Demoiselles de Rochefort

歳の少年と結ばれる一夜は切なさを通り越してなんだかつらくなってしまう

北海道から沖縄まで、全国のフランス大好きを結ぶ本誌で
情報発信、PR をしませんか？詳細はお問い合わせください。
キャトルヴァンアンコーポレーション
TEL/03-5488-0245 info@salut-paris.com

仏蘭西倶楽部セレクション

“シェルブールの雨傘”

美しい年上の女性と 少年のひと夏の思い出を綴ったラブストーリー。
前半はバリバリの青春映画で驚いちゃいますが、後半はセンチメンタルな

サリュ・ラ・フランス
掲載広告募集

“Salut-Paris サリュ・パリ” 新登場！

監督・脚本・作詞 ジャック・ドゥミ
音楽
ミッシェル・ルグラン

エッフェル塔でパリ気分！
仏蘭西倶楽部 HP にてお買い求めいただけます。

ジャック・
ドゥミ（監督・脚本・作詞）とミッシェル・ルグラン（音
楽）のゴールデンコンビ。 戦争で引き裂かれた悲しい恋物
語の“シェルブールの雨傘”
。25 歳で急逝した実姉のフラン
ソワーズ・
ドルレアックと共演の“ロシュフォールの恋人たち”
。
まったく違う2 作品ですがドキドキするお洒落な映画です。
映画館のスクリーンで堪能してね！

http://www.franceclub.jp/

「思い出」ってどんどん美しくなる気がする。時間の経過と何度も思い出

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

すうちに自分の都合のいい場面以外を切り捨てる。いやな事を反復する

＊アクアメール（株）

のは精神衛生上よくないし、前を向いて生きていくためには必要な防衛

＊仏蘭西倶楽部セレクション

＊株式会社ミュゼ

海藻パックお試しセット エッフェル塔ネックレス カンペール
（2 回分）
5 名 ゴールド 1名 / シルバー 1名
ペーパーナプキン 5 名

本能なのかもね。

貝山幸子 アルバムインフォメーション
今だから伝えたい歌…愛の歌をあなたに

愛の言葉〜 Les mots d’
amour
エディット・ピアフを歌う
愛の言葉・バラ色の人生・群衆・美しい恋物語・私の神様
愛の讃歌

全 6 曲収録

シネセゾン渋谷にて絶賛公開中 以降全国順次公開

１,８90 円（税込）

パリの素顔が聞こえてくる

“月を噛む”
（ベルギー録音）
思い出の夏・ウィーンにて・脱走兵・半ダースのバラ
夢で逢えたら（フランス語）他 2,700 円（税込）
お求め方法

©Ciné-Tamaris Photo©Agnès Varda

『シェルブールの雨傘』『ロシュフォールの恋人たち』
デジタルリマスター版

全国 CD ショップ、インターネット、
メール：info@salut-paris.com にて

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
http://salut-paris.com/
O型

●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。（2009 年 3 月 31 日締め切り）
●編集後記 アラフォー世代の私は、名画座で 3 本立てのフランス映画をよく見たものだ。昔見た映
画を DVD で見直してみた。パリの風景は 40 年前も今もあまり変わらない。今見てもリアルタイムでド
キドキできるのがフランス映画なのかも。（S）

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

Salut La France
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