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仏蘭西倶楽部HP、全国書店にて発売予定

フランス映画祭で大喝采をあびた映画

公開

ロードショー

　ナチスに占領された戦火のヨーロッパ、
　　　　　　　　　一人のユダヤ人少女が
両親を探し求め 3000マイルに及ぶ過酷な旅に出る。
　　　生き残るために狼の群れに入り、
　　　　　　　　　　　　彼らの一員となって。
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１.２. フラゴナール（Fragonard）の香水博物館
       Musée du parfum　9 rue Scribe  75009 PARIS　オペラ座近くに広がる香しい空間です
３. この中には音楽に関するあらゆるものが。Musée de la musique（ミュゼ　ドゥ　ラ　ミュージック）
　 には中世の時代の楽器などお宝がたくさん。
４.５.  Musée Jacquemart-André  ジャックマール＝アンドレ美術館
　　  優雅な空間とアート。併設のカフェもお気に入りです。
６.  Musée Baccarat（バカラ美術館）
   １６区の閑静な住宅地にあるクリスタルの殿堂。豪華なレストランがあります！

Photo :  Doi Harumi

素顔のパリ
20区物語
vol.16

小さいミュゼもなかなか楽しい！
お気に入りの場所
教えちゃいます。

Musée ミュゼから旅に出かけてみよう！

マルモッタン美術館（Musee Marmottan Monet）。閑静な住宅街にあり、ブーローニュの森の近くです。ここ

は、モネの作品が充実しています。モネが暮らしていたジヴェルニー（Giverny）に保管されていた作品を受け継

ぎ、世界的にも貴重なコレクションが展示されています。必見は印象派の由来となった「印象・日の出」。モネの

作品にいやされながら、優雅なひと時を。「印象・日の出」の舞台となった、ノルマンディー地方のル・アーブル

（Le Havre）へon y va !　フランス第2の港町で第２次世界大戦後近代都市へと変貌を成し遂げている街で

2005年に20世紀の建物としてはフランスで初めて世界遺産に設定されました。パリともかけ離れ、フランスと

も思えない街。そんな街で、モネが見た視線と重ね合わせるのもおもしろいものですよね。

次はパリ・オペラ座近くのフラゴナール香水博物館(Fragonard)で香の世界を堪能してから香水の街南仏グ

ラース（Grasse）にあるフラゴナール香水工場へ！丘の斜面が広がっていて景色も最高！ Grasseには、国際香

水博物館もあります。古代から現代までの香水の歴史や香炉、香水瓶があり、コレクションは、なんと5万点！こ

この目玉は、マリー・アントワネットが所有していたとい

う「旅行用の化粧箱」。驚きの大きさです。

旅のキーワードはミュゼ！パリでお気に入りのミュゼを

見つけてそこからオリジナルのフランス旅行の計画を

立ててみてはいかがですか？

プロフィール
小島三幸　Miyuki　Ojima
東京工芸大学写真学科卒業。07年～09年
パリでデザインとフランス語を学ぶ。旅行、異
文化を発見することが好き。
ただ今、イタリアの芸術、文化を知りたくローマ
滞在中。 ルアーブルの海

南仏グラース
で出会った

可愛いワン
ちゃん
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表紙の写真／ジヴェルニー モネの家
パリの西約７０ｋｍジヴェルニーにあるモネの庭園。印象派の巨匠モネが４３歳から８６歳で亡くなるまで人生の半分
を過ごした場所。水面に浮かぶ睡蓮、しだれ柳、太鼓橋、この美しい庭を描き傑作を作り出しました。
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クリストフさんのお仕事とは？
ワシリエフ氏のアシスタントとして働き出して 10 年になりま
す。氏とはベルギー・ブリュッセルにあるラコンブルという
モード学校で出会いました。当時彼はモード史の先生、私
は彼の生徒 だったんです。現在の私の具体的な仕事は、ま
ず次期コレクションに向けた洋服の購入。コレクションの
管理運営。大学や専門学校の講師。そして今回のような展
覧会の監督。
昔の女性の服装はとても複雑でね。19 世紀の終わり頃、
女性は 1日に 7 回も洋服を着替えていたんですよ！そうした
背景を考慮して、展示の組み合わせや配置を決めていく。ま
た衣装の修復やアイロンがけの指示も出します。衣装の多
くは素材が絹なので、皮脂で衣装を汚さないよう私たちは
いつも手袋をしていますが、衣装の数を数えたり、アイロン
をかけたりする時はさらに細心の注意を払って優しく扱わな
いといけない。気の遠くなるような作業です。根気がいるね。

ブリュッセルの学校を選んだのはなぜ？
12、3 才の頃からモードプラトー（舞台衣装）に興味を持っ
ていたので、世界中のモード学校を吟味して決めました。
ラコンブルはドイツのバウハウスをお手本に建てられた学校

です。小さなアトリエに分けられた異なる芸術（彫刻、建築、
舞台芸術、モード、絵画…）が互いに刺激を与え合う。だ
から文化的に豊かなんだよね。フランスだとモード界の人は
モードのことしか学ばないけど、ここではあらゆる芸術に触
れることができる。それが気に入って。

ところで、東京の印象は？
素晴らしいのは、人が多いのにストレスを感じないこと。
東京は、整備された町という印象だね。あらゆる流れがス
ムーズで、完璧！渋谷のスクランブル交差点なんか象徴的。
赤信号になると膨大な数の人々がピタッと足を止めて待つ。
そして信号が変わった途端、一斉に動きだし、交叉し、混
じり合う。とてもアーティスティックでしょう？ まったくスペ
クタクルですよ。日本では当たり前かもしれないけど、フラ
ンスではあり得ない光景だよね（笑）

最後にパリでお気に入りのミュゼは？
19 世紀絵画が大好きなので、オルセー美術館にはよく行き
ます。ジャックマール・アンドレ美術館も好き。リッチで美
しいコレクションに魅せられますね。

C h r i s t o p h e  D u b o i s  R u b i o

ドレスに残る 人物の歴史と香り
私は 19 世紀の香りを感じているのです

ロシア人亡命者がパリに遺した美の軌跡
「革命とファッション」展を支える
クリストフ・デュボワ さん

パリのファッション界に影響を与えた
亡 命 ロシア人によるファッションメゾン

「革命とファッション」展
−亡命ロシア、美の血脈−

〜アレクサンドル・ワシリエフ コレクション〜

今月25日から1ヶ月間、多摩美術大学美術館で開催される「革命とファッ
ション」展。ロシアの代表的な舞台芸術とファッションの研究家・アレ
クサンドル・ワシリエフ氏のコレクションが、日本で初めて公開される。

今回のインタビューでは、この 展覧会の舞台裏を取り仕切る専任アシ
スタントのクリストフ・デュボワさんにお話を伺い、準備作業の一部を
そっと覗かせていただいた。

アレクサンドル・ワシリエフ氏略歴
Alexsandre Vassiliev　1958 年モスクワ生まれ。
舞台芸術家、ファッション研究家。1982 年からパリ在住。

父親は有名な舞台芸術家でロシア人民芸術家、母親は、舞台女優という芸術一家に生まれる。
子どもの頃から舞台とアンティークに興味を持っていた。MKHAT（モスクワ芸術座）付属演劇学校に在学中からアンティークのドレスや
衣装のコレクションを始め、その数は 500 点を超える。その貴重なコレクションは、ロシア国内をはじめ、パリ、ロンドン、香港などで
も展示された。舞台芸術家としても世界的に活躍し、ロシア、西ヨーロッパ、アメリカ、日本、中国、トルコなどで舞台制作を行っている。
マイヤ・プリセツカヤ、ユーリー・リュビーモフなど著名な芸術家たちの舞台も手がけている。
また、ロシアファッションの研究家として、フランス、イギリス、ベルギー、日本、ロシアなどで、服装の歴史に関する講演も行っている。
1986 年には、フランス初の舞台衣装の専門学校を設立。1990 年代後半から、ヨーロッパ、ロシアのファッションに関する著書を次々
と出版。ロシアでは、革命以前の時代への回顧ブームとも相まって、その著書はベストセラーとなる。

■アレクサンドル・ワシリエフ氏　ホームページ（英語）   http://www.vassiliev.com/

ロシア革命を契機とした亡命ロシア貴族とロマノフ王朝の美意識の世界的
拡散をファッションモードにて提示いたします。20 世紀初頭から1930 年代
のファッションモードとロシアが与えた文化を紹介します。

会　　期 ：  2009 年 4 月 25 日（土）〜 5 月 24 日（日）　
開館時間： 10 時〜 18 時（入館は 17 時 30 分まで）
会　　場：  多摩美術大学美術館　
 （東京都多摩市落合 1-33-1  Tel.042-357-1251）
 京王相模原線・小田急多摩線・多摩モノレールで
 「多摩センター」駅下車、中央口より徒歩 5 分 
休 館 日 ：  火曜日（5 月 5 日を除く）
入 館 料 ：  一般 300 円／大・高校生 200 円
主　　催 ：  多摩美術大学美術館
後　　援 ：  在日ロシア連邦大使館、繊研新聞社
協　　賛 ：  （株）マルナカインターナショナル
協　　 力 ： （株）ベオルナ東京、SLOVO Publishing（ロシア）
企　　 画 ： AVC 実行委員会

当時のロシア・ファッションの特徴を象徴する４つの
テーマを取り上げ、展示を行います
■帝政ロシアのファッション 
■ディアギレフの「バレエ・リュス」とファッション 
■亡命ロシア人によるパリのファッションメゾン 
■世界に散った亡命ロシア人とファッション 
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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
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。

人と食を結ぶ会員制ネットワークです。シェフを招いての講習
会やイベント、作って楽しむ定期講座や勉強会などを多数開催
するほか、スイーツ、パンのディプロマ検定を実施。食に興味の
ある方なら、どなたでもご入会いただけます。（年会費 3000 円）
　 ＜シェフの講習会＞

「パティスリー 1904」松野シェフのお菓子講座 ５月18 日（月）
「ル　ポミエ」マドレーヌシェフのお菓子講座 ６月予定
「アルティザン　クピド！」パン講座 ７月予定
「スリジェ」和泉シェフのお菓子講座 ８月予定

URL http://patis-swing.net/ 
目黒区五本木 1-40-5
TEL:03-3714-0625  FAX:03-3714-7779
E-mail patis.swing@s7.dion.ne.jp 

春のガストロノミーフェスタ  4月29日（祝）
スイーツ ディプロマ、 パン ディプロマ５級試験も同時開催！
スイーツとパンの祭典です。大森由紀子先生と「ビゴの店」藤森シェフ、パティ
スリー「1904」落合マダムのコラボレーション。素敵なお話、人気のお菓子、
パンとチーズのマリアージュ…贅沢な１日です。

（１）11:00 〜 15:00    　　　　　　　　
　大森先生のお菓子講座／藤森シェフのパン講座／落合マダムのラッビング講座
　パンとお菓子のブッフェ／素材紹介デモンストレーション／試食会 など盛りだくさん

（２）15:00 〜 15:45
　スイーツ、パン ディプロマ５級テスト（筆記＆楽しいテイスティングクイズ）

■参加費 （1） メンバー 5000 円　一般 7000 円
 （1）+（2） メンバー 7000 円　一般 8000 円
■会　場 代官山ヒルサイドテラス　　　　

フルリーロゼプレート 
21cm   7,560円（税込）

25cm 10,080円（税込）

28cm 11,550円（税込）

シードルカップ ハンドル付
120cc 3,990円（税込）

　「将来何になりたいですか」と子供たちに尋ねてみて下さい。
　女の子だったら、たいてい、お菓子屋さんという答えが返ってくるでしょう。いえいえ、そればかりか、最近ではパティ
シエールときちんと答える子供が多い。本当にびっくりします。
　パティシエという言葉が一般的になり、今や、時代はパティシエールの活躍期に移りました。
　パティシエはお菓子を作る人、その女性形がパティシエールです。2000年を迎える前までは、日本のお菓子屋さ
んの厨房は男性の世界でした。パティシエという言葉がやっと使われ始めた頃で、女性は希望しても、なかなか厨
房に入れてもらえない時代が長く続きました。それが今では、製菓学校を見ても女性が７〜８割を越え、現場で
も女性が大活躍。機械や機具がシステム化され、コンパクトになり、女性にも扱いやすくなったことも大きな要
因でしょう。今日のスイーツブームは作る側も、そして買う、食べる側も女性が支えているのです。
　パティシエやパティシエールという言葉からわかるように、日本のお菓子業界はフランス至上主義。フラン
スの一流ブティックが次々に出店していますが、フランス人の日本志向が目立ちます。お菓子にユズや抹茶な
どの日本素材が盛んに使われるようになっているのを皆さんも感じていることでしょう。これはお料理の世
界でも一緒。フランス菓子も料理も時代の影響を受けながら、変わっていっているんですね。
　そうそう、フランスにお菓子が伝わったもとは、イタリアだと言うフランス人が多いのですが（イタリア
から伝わったことさえも否定するのがフランス人なのですけれど…）、実はそのもとはアラビアのようです。
もちろん、ギリシャを含めた地中海。そこでは胡麻が多く使われています。フランス菓子のルーツを求め
て、今回は、胡麻油でお菓子を作ってみました。いつか、フランス菓子がもう一度、アラビアを顧みる
日が来るかもしれません。

パティスガストロノミー協会　鈴木博士
この種類に限り
5 月末まで
15% 引き

パティスガストロノミー協会 

フランス菓子のルーツは、異国にあり 〜パン・ド・ジェーヌ〜
胡麻のパン・ド・ジェーヌ
お菓子にはバターを使わなければ、というのは北ヨーロッパでの流儀。南へ下れば、オリーブオイルの
お菓子があります。今回はフランス菓子のルーツとされるアラビアに思いを馳せ、イタリアの影響を強
く受けたとされるフランスの代表的なお菓子パン・ド・ジェーヌを胡麻油で香ばしく焼き上げました。
Photo : Shinji ABE

フルリーロゼシリーズ
プレート 21cm
シードルカップ 120cc
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ジュートバッグ
「ファン・コレクション」シリーズ
価格：各 3,200 円（税別）
S サイズ　H：20 × W：25 × D：10cm
素材：麻（ジュート）made in India

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

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。「オルセー美術館ならシンボルの大時計の裏にあ
るカフェ、海洋博物館ならシャイヨ−宮にあるカフェ・ド・
ロム、エッフェル塔が間近にそびえるカフェならケ・ブラン
リー美術館…。なぜ美術館カフェはかくも魅力的なのでしょ
うか。“観賞後のコーヒーと程よい倦怠感”味わいたさに
美術館に足を運ぶような気もします。」

パリジェンヌ、と聞いて思い浮かべるのはどんな女性？
高級メゾンとパリコレクションの常連客、フォーブル・サントノーレで
お買い物が似合うシックな大人の女性。品良くおしとやか、シンプル
で上質なＢＣＢＧ（Bon Chic Bon Genre）スタイルが得意な、16 区
のお嬢様。それとも、キレイめ、上品をあえてはずしたヒップなスタ
イルが好みの BOBO（ブルジョワ・ボヘミアン）のキャリアウーマン？
パリは、お洒落の街。個性あふれる女性たちの街。洋服も、髪型もバッ
グも、自分が一番輝くスタイルを見つけるのが最高に上手な女性たち
と出会える街。
そんなパリジェンヌの中にも、ちょっと風変わりなスタイルが好みの
女の子たちがいます。
たとえていうならモンマルトルのカフェを一躍有名にした映画「アメリ」
のアメリ・プーランのような。まわりのみんなをちょっとした悪戯で少
しだけ幸せにしてゆく彼女は、独特の世界観を持つもうひとりのパリ
ジェンヌ。
彼女はきっと持っているのです、空想好きなハートを。そして、無垢
で優しく、純粋で残酷なハートを。ふんわりキュートなものが大好き
なのに、不思議でダークなものにもどうしても魅かれてしまう。もしも、
彼女みたいな女の子がポップでユニークなバッグを手に、石畳の坂道
を軽やかに歩いていたら、思わず振り返って見つめてしまいそう。
ラ・マレルエディションのバッグは、どこかつかみどころのない不思議
なデザイン。ブルターニュ・レンヌ出身のマドモワゼル・エロイーズが
デザインしたバッグやポーチには、少女の甘い夢見心地と、心魅かれ
ずにはいられないダークな世界が、色彩ゆたかに踊っています。
いつもと同じ日常、いつものファッションスタイルに飽きたら、こんな
アンビバレントなバッグと一緒に、アートを探しに出かけましょう。き
れいなものだけじゃない、不可思議な闇の香りにも引き寄せられてし
まうあの気持ちを加速させて。春風に出会う街角をさわやかな麻仕立
てのバッグと一緒に歩けば、こころが軽くなるのを感じられるかもしれ
ません。
パリは、美しいものだけでなくさまざまな影をも抱き取って、芸術に変
えてきた街。

「アール・ド・ヴィーヴル　−人生の芸術−」が猥雑さのなかにもきら
りと光っているから、そんな人間らしい街パリに私たちは憧れ続ける

のです。
＊アンビバレント：両面の。また、相反する感情が同時に存在するさま。

あなたの心を映す、アンビバレントなバッグ。

特別編 vol.16 日本で出会えるフランスのミュゼ
メゾン デ ミュゼ ド フランス
＊住　　所　東京都中央区銀座 7-7-4　DNP 銀座アネックス
＊アクセス　地下鉄 銀座駅 A2 出口徒歩 5 分
＊インフォメーションセンター　TEL 03-3574-2382

フランスのミュゼを体感できる素敵な場所、Maison des Musées de France。フランス
の美術館情報はもちろんのこと、日本国内の情報も豊富。講演会やイベントもあって為
になる楽しさ１２０％。フランス国内では「ミュゼ」と認められた美術館・博物館である
ミュゼ・ド・フランスは、国立・私立・財団を含め 1,000 館以上。ミュゼ好きだったら
通いつめたくなっちゃう場所です。場所は銀座の真ん中。銀ブラついでにフランス散歩。
銀座が遠い方…必見は HP。キラキラ宝石箱のごとく情報がつまってます！

＊Maison des Musées de France
 メゾン デ ミュゼ ド  フランス
＊ 開館時間 11:00 − 19:00
 インフォメーションセンター
 11:00 − 13:00 ／ 14:00 − 19:00
＊ 定休日　日・祝祭日
＊ http://www.museesdefrance.org/

パリ
お宅
訪問

フランス・パリにはいろいろな美術館があり、有名なルーブル
は勿論のこと、下町の片隅にあるギュスタブ・モローの雰囲
気のある美術館、ワイン博物館も勿論あります。
　じっくりとデッサンを続ける人がいたり、老夫婦が静かに、
お気に入りなのか一つの絵の前でじっとたたずんでいたりと、
やはり独特の静けさと、柔らかい光の差し込み具合がヨーロッ
パの美術館の特徴のように感じます。
　私としてはやはり美術館に流れる雰囲気に加えて、流れる
香り？も同時に記憶しています。敷き詰められた木の床や壁
から出ている、少し湿ったオリエンタルな木の香りとか、その
名のとおりセーヌ川の川岸にある、オルセー美術館を包んで
いる水と、濡れた石の香りなど、訪れた季節やそこで見た絵、
入り口でチケットを買うために並んで入る時、入ってから、そ
して見終えて出てきた際にふっと感じた香り、それらが一つと
なってその美術館の思い出を形作っています。少し残念なこ
とに、日本の美術館にはあまり思い出に加わるような香り、
匂いが少ないように感じています。

佐藤陽一のワインなひと時
ミュゼvol.16

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/
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シャンソン至上主義

“人生とはタイミング・・・っすね”
vol.16

“恋人たちのアパルトマン”
Fanfan

監督・脚本　アレクサンドル・ジャルダン
出演　ソフィー・マルソー　ヴァンサン・ペレーズ

「妻への恋文」の脚本・監督を手掛けたアレクサンドル・ジャ
ルダン。永遠のアイドル、ソフィー・マルソーと私の大好きなヴァ
ンサン・ペレーズが織りなす、ちょっとマニアックなラブストーリー。
主演の二人はとってもチャーミング。パリの若者の生活も覗け
ちゃいます。この前の世界フィギャで村主選手がこの映画の
テーマ曲を使って滑っていた・・・。１５年前の作品だしね。
だれが選んだのかな？驚いちゃいました。

平凡なフィアンセとの関係
に嫌気がさしてきたパリに
住む青年アレクサンドル
(ヴァンサン・ペレーズ ) は、
嵐の中、家主の孫娘ファ
ンファン(ソフィー・マルソー)
と出会い一目で恋に落ち
る。ファンファンへの情熱
を保つために彼女と関係を
持つことを断つ決心をした。
ファンファンは彼への思い
がつのるばかり。愛の情熱
はどうしたら続いていくのか・・・アレクサンドルは試行錯誤の
上奇妙な決断をする。

発売・販売元：竹書房
©1993 Gaumont - France 3 Cinema

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/

アルバム“愛の言葉”
絶賛発売中

※写真はイメージです。

私が住んでいたメニールモンタンのアパルトマンの中には、エディット・ピ
アフ記念館があった。３年以上そこに住んでいたけど行ったのは帰国の
前日。中央玄関から左右に振り分けられている建物で私は右、記念館
は左。もし記念館が右側にあったら足繁く通って貴重な資料や音源に
たくさん触れただろうけど（なあーんてね）近すぎて行かなかったのか、
ピアフに興味がなかったのか、帰国してから私はピアフに目覚め、記念
館へ何度も足を運ぶようになった。行くたびに後悔。

「あー、住んでた時に目覚めときゃよかったなー」。ピアフの衣装、靴、
楽譜、アクセサリーなどお宝だらけ。記念館のオジサンとは、アパルトマン
の入り口でよくすれ違ってたのにね。人生とはタイミング。
お宝が目の前にあると全然興味がなくなるのかも。
ピアフ記念館は完全予約制で行きにくい場所にあるけどピアフ好きには
お薦めです！（仏蘭西倶楽部ＨＰのバックナンバー６号に掲載してあります。）

●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 5 月30 日締め切り）

●編集後記　ルーヴルやオルセーだけじゃない小さなミュゼも楽しいものです。
サリュ的目線でパリのミュゼ散策はいかがですか？（Ｓ）

サリュ・ラ・フランス 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

＊ル・サロン・ドゥ・ミュゼ
印象派グッズ
　 カード、メモ帳セット  3 名

＊アクアメール（株） 
ジュートバッグ
「ファン・コレクション」シリーズ

1 名

サリュ・ラ・フランスが大阪にまいります！
Salut la France in 大阪
フランスを体感できる５日間
２００９年６月１２日（金）〜１６日（火）
メイン会場　Le Salon　他
地下鉄　南森町駅 /JR・大阪天満宮駅　から徒歩 5 分 

●カルチャーサロン
　メイクアップアーティスト　Elli による特別メイクアップ講習・フランス式
　フラワーアレンジ・簡単フランス語講座・簡単チーズの選び方…他
●ワインパーティー・プチマルシェ（フランスの美味しいものがいろいろ並びます）
●貝山幸子コンサート・仏蘭西歌会〜夏〜（６月１４日）
●カンペール陶器を使ったテーブルコーディネイト＆販売会 

現在進行形で企画が進んでます。パンフレット、詳細ご希望の方は
info@salut-paris.com へお問い合わせください。

＊株式会社ミュゼ
フルリーロゼ 
タイル  10.8cm 　3 名

速報！イベント決定！

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


