
■ 応募要項 原稿用紙３枚1200 字以内
■ 応募方法  お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスをご

記入の上封書にて
■ 締め切り 2009 年９月３０日（水）（当日消印有効）
■ 宛　　先 〒108-0074 東京都港区高輪2-1-13-205
 キャトルヴァンアン内「ミーシャ」読書感想係
■ 審  査  員 サリュ・ラ・フランス編集部

全世界１７カ国の人々に読まれたベストセラー「ミーシャ・ホロ
コーストと白い狼」の読書感想文を募集いたします。
ナチスに占領された戦禍のヨーロッパを、一人のユダヤ人少女が両
親を捜し求め、３０００マイルに及ぶ過酷な旅に出、生き残るた
めに狼の群れに入り、ホロコーストを生き延びた感動の物語です。
２１世紀を生きるあなたの感想を是非お聞かせください！

読書感想文コンクール

フ ラ ン ス 大 好 き な 人 の た め の 小 さ な 情 報 誌  
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特集

Une brochure sur la France

今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］Vacance ヴァカンス

最優秀賞 1 名

優秀賞 1 名

準優秀賞 1 名

お名前入りのオリジナル
　　ステーショナリーセット
手帳、封筒、便せん、ノートなど
オリジナルデザインで作成します

カンペール陶器  
持ち手つきボウル（ペア）

ペットお散歩用
エッフェル塔付きトートバッグ

Photo:Yolliko SAITO

1 直接
発行元へ

株式会社ミュゼ
電話 03-5488-7781

2 お近くの
書店へ

お店にない場合は
ISBN 番号を添えてお申し込みを

3 インター
ネットで

amazon をはじめとした
書籍販売サイトに

4 関連
サイトで

仏蘭西倶楽部
http://www.franceclub.jp/

SURVIVRE AVEC LES LOUPS
『ミーシャ ホロコーストと白い狼』
原作　ミーシャ・デフォンスカ
監訳　仏蘭西倶楽部

定価 1500 円　税込み 1575円 
ISBN 978-4-903204-01-7

■ご購入に関するお申し込み
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素顔のパリ
20区物語
vol.17 ヴァカンス編

太陽がまだ昇っているのに、もう夜？
昼間が長いから何をしていても楽しいのです！

Vacance
コートダジュール、プロヴァンス、ブルターニュ・・・フランスの夏の

お薦めヴァカンス地はたくさんありますが仏蘭西倶楽部一番

のお薦めは、ナンシー。ガレ、ドームのガラス作品はもちろんで

すが、街自体が宝石箱。１９世紀に一世を風靡したアール・

ヌーヴォーが100年を経た今でも色あせることのない美しい街。

ナンシー駅についたら世界遺産のスタニスラス広場（Place 

Stanislas）にある観光案内所を目指しマップをもらおう。ナン

シーの観光案内所は日本人観光客の為に日本語のわかりや

すいマップが２種類。１日観光というよりは、数日滞在してゆっ

くり楽しみたい街だ。日帰りでストラスブール、１泊でコルマー

ルとワイン街道、リュクセンブルグ公国にも日帰りで(片道１時

間３０分、２１～２５€)行けます。

 ガラスで有名なバカラ村や、ヴィッテル村、コントレックス村へ

も足をのばせます。

取材協力：ベルエ教子
京都出身。ナンシー在住。日本人の皆様がナンシーで
心地よく滞在できるよう、“同行通訳サービス”を
友人と立ち上げナンシーの魅力を紹介。
Bon voyage à NANCY
http://www.geocities.jp/miyakonancy/pro.html

ナンシーへのアクセス
フランスの東部ロレーヌ地方の中心都市で、パリから東へ３１０km、
ドイツ国境近くのストラスブールからは１６０km。ＴＧＶでパリから１時間３０分

マカロン発祥の地と言われ、
ベルガモットキャンディー、
ミラベルのジャムや
リキュールも名物です。

美味しい
フォアグラもお手軽に
食べれちゃいます！

仏蘭西倶楽部お勧めヴァカンス
アール・ヌーヴォーの街ナンシーに行こう！

アール・ヌーヴォーの傑作。
元クレディ・リヨネ銀行内の

ステンドグラス。

世界遺産の
スタニスラス広場。1

3

4

6
5

2

１・パリ１５区シトロエン公園のバルーン
２・あきちゃったかなー？ＴＧＶの長旅です
３・夕食の時間なのにこんなに明るい…
４・レンヌの市場。魚屋さんも子供達の
 遊び場です。
５・ 電車の中のおなじみマーク。
 携帯はお休みに！
６・ 休日の定番はピクニック。
 パリの公園はどこも渋滞です！



インタビュー・仏蘭西倶楽部主宰　貝山幸子

仏蘭西倶楽部
インタビュー

特別編特別編

マリーアンドレ：夏のヴァカンスは遠くへの旅行は避けるようにしてます。子供も大
きくなってくるとそれぞれ友達との予定が優先になってくるし私と主人の休みも
なかなか合わないの。去年は５日間だけ私の両親の家へみんなで行っただけで、
私は２週間のお休みのほとんどを家の中でゆっくり過ごしたわ。子供達はそれぞ
れ友達のうちに泊まりに行ったりね。主人は１０日休みをとってたけど、家の改装
で大忙し。ヴァカンスをとって大工仕事をするのが大好きなのよ。

今年のヴァカンスの予定は？
マリーアンドレ：今年は主人と私の日にちが全く合わなくて・・・。田舎の両親の家にも一緒に行けないの。私のヴァカンスは
７月後半で主人は８月半ば。彼は増築した物置きの色を塗り替えたいみたいよ。ブルターニュは夏が短いから夏の間うちの
庭はとっても気持ちがいいの。どこかに行かなくても十分リフレッシュできるわ。休みがあわないってわかってたから今年は
４月に休みを合わせて、ボルドーへ行ってきました。主人はワイン好きだからたーくさん赤ワインを買ってきたのよ。息子は
バカロレア試験の勉強があるから夏は勉強！娘はオーディション番組に夢中で友達とダンスの練習をするそうよ。

パリ近郊の病院に勤めているので毎日家を出るのは朝６時半頃。帰りも夜８時く
らいになるから、毎日くたくたです。夏と冬に２週間づつとるヴァカンスがなにより
も楽しみ。パリの日常を忘れて思いっきりリフレッシュするのさ。

今年はどこに行きますか？
パートナーの故郷プーケット島（タイ）に家を建てたんだ。だからヴァカンスはいつ
もタイに行く。２週間のんびり過ごすのさ。８月と１月は必ずプーケットにいるから、
友達もフランスからやってくるんだ。美容師をしているパートナーは僕よりも休みが
多く取れるからいつも１か月里帰りしてる。今年は７月の末に一緒にパリを発って、
彼が戻ってくるのは８月の終わりかな。今年こそはもう少しタイ語をマスターしよう
と思ってるよ！

目の前がコートダジュール。のんびりとした時間が流れるこの街は私の
自慢なの。ここでホテルを経営して３０年になるわ。夏は世界中から
お客様がやってきてくれるし、我が家のテラス（ホテル内に住んでいる）
で、友人達とのんびり食べる食事は毎日のお楽しみ。ロゼワインが
お薦めよ。アペリティフにパスティスを飲んで、食事の時はロゼ。夏の間は夜
１１時くらいまで明るいから、食後酒を飲みながら夕陽を眺める事もあるのよ。
ここは最高の場所！日本の皆さんにも是非、ヴァカンスで来てほしいわ！！

ヴァカンスはどう過ごしますか？
私のヴァカンスは冬。夏は仕事が大忙しでしょ、だから冬にのんびりと休みを
とって、スキーを楽しむの。この前の冬もシャモニーでスキーを楽しんだわよ！

モニカさんの経営するホテル…本当に素敵なホテルです。コートダジュールの
隠れ家的なホテル。花に囲まれた素敵なヴァカンスを楽しめます。

BAGATELLE（バガテル）
Avenue Honoré Sauvan 06230
SAINT-JEAN CAP FERRAT
TEL/ 04 93 01 32 86
FAX/ 04 93 01 41 00  
E-mail  hotelbagatelle@wanadoo.fr 
URL  http://hotelbagatelle.free.fr/

フランス北西部ブルターニュ地方の玄関口、レンヌ市近郊の閑静な住宅
地に住むブリアン夫妻。奥様のマリーアンドレさんはレンヌ市役所勤務、
ご主人のヤニックさんはＳＮＣＦ（フランス鉄道）の運転手さん。二人の
子供（長男マキシム　１８歳・長女クロエ１５歳）との４人家族。

パリの病院でレントゲン技師として忙しい毎日を送っているセルジュさん。
パリの真ん中モントルグゥイユの市場通りすぐそばの素敵なアパルトマンに
タイ人のパートナー ユットさんと一緒に住んでいる。

コートダジュールに面した高級リゾート地、
SAINT-JEAN CAP FERRAT（サンジャンカップフェラ）でホテル
を経営するモニカさん。素敵な花に囲まれる瀟洒なホテルは世界
中の人に愛されている。ニースに住む姪のヴィオレットさんと共に、
南フランスの素敵な時間を演出してくれる。

マリーアンドレ・ブリアン
　　   ヤニック・ブリアン ご夫妻

セルジュ・デラージュさん  Serge

モニカさん  Monica

７月１４日の革命記念日前後から
フランス国民お待ちかねのヴァカンスが始まる。
今年のヴァカンスはどこに行きますか？
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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）

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 

トラディション ケーキプレッター  37cm 

　24,150円（税込）→ 15％引き 20,527円（税込）

アッシュペル パッシフルール ケーキプレッター 37cm

　19,950円（税込）→ 15％引き 16,957円（税込）

ケーキプレッターが 15パーセント引き！
シリーズ /トラディッション・シリーズ／アシュペル他

いろんなシリーズをご用意しております。

パティスガストロノミー協会 

ブドウ畑の代わりに
神様がこの地に与えてくれたものは…

ワインと言えばフランス、フランスだったら、どこでも彼処で
も、ワインができる…と思っていませんか。確かにフランスは、
とてつもなく高級で有名なワインを世界に送り出しています
し、何より、国の形がぶどうの葉っぱにそっくりでもあります。
しかし、フランスの中でもワインがない、作れない地域もあ
るのです。それはブドウが育たない寒冷な気象を意味し、カ
ンペールの故郷ブルターニュもそのひとつです。
　三方を海で囲まれたブルターニュは、フランスの、例えば、
プロヴァンスの海岸線とは全く違った装いを見せています。
底抜けに明るい地中海気候とかけ離れ、吹き荒れる潮風を受
ける荒涼としたブルターニュ。海と大地が織りなす自然の厳
しさは、ブドウの代わりに特有の産物をもたらしました。上質
の乳製品とミネラル分豊富なゲランドの塩です。海風にあお
れる牧草を食んで育った牛のミルク、それから作られる生ク
リームやバター、チーズの類いのおいしさといったら。当然、
お料理やお菓子には乳製品をたっぷり使います。

乳製品とゲランドの塩から
ママンはこんなにおいしいお菓子を作りました

　今回ご紹介するのは、ブルターニュの銘菓、ガレット・ブ
ルトンヌ（写真手前）。この地方独特の有塩バターを使った焼
き菓子です。甘くて、少し塩っぱい、ザクザクした食感はマ
マンの味そのもの。お菓子作りには無塩バターを、と思いが
ちですが、この地では海水から作られる塩入りバターが日常
品。土地の産物を生かした郷土菓子が受け継がれ、親しまれ
ているのはどの国でも同じですね。

パティスガストロノミー協会　鈴木博士

トラディション ケーキプレッター 37cm

カンペールの故郷ブルターニュの
海と大地が育んだ

“ガレット・ブルトンヌ”

※絵柄により商品の価格が異なります。詳しくはお問い合わせ下さいませ。
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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。「ヒマンタリア入
浴剤 1 回分は旅先でも使えて、とても便利。お好みのアロマオイルをたらして愉し
むこともできます。スーツケースに必ず入れる、私の旅の必需品です。」

フランスは意外にも海に囲まれた国、大きな河や湖にも恵まれた
きれいな水の国でもあります。美と水にまつわるヴァカンスの思
い出を、いくつかご紹介したいと思います。
初めて訪れたフランスは、個人旅行のパリとニースでした。“コート・
ダジュール”“紺碧海岸”という言葉の響きに魅せられ、ずっと憧
れていた場所。美しく輝く海がとても泳げるような水温ではないこ
と、砂浜が砂ではなく小石だったのもすべてが驚き。でも、から
りとした空気に色とりどりの花たちが咲き匂うニースの街、紺と白
のストライプのパラソルが並ぶ海辺は、思い描いていたリゾート
そのもの。今でも私の心に残るのは、ビーチチェアに黒のビキニ
で横たわる白髪のマダムの姿です。かっこいい、の一言！年齢で
自分をあきらめないヨーロッパ女性の心意気が、まだ学生だった
私をノックアウトした海辺の夏でした。
もうひとつは、水の町エヴィアンでのスパ体験。レマン湖を渡る
定期船で、スイスのローザンヌへも気軽に行けるちいさな町エヴィ
アン・レ・バンは、世界でも有数のミネラルウォーターの湧き出
る山と湖に囲まれたスパ・タウン。体験したエヴィアン・スパの
内容は、インストラクター指導の水中運動、スチームミストサウナ、
フェイシャルなど。館内では自由にエヴィアン水を飲むことができ
ます。町の広場にもこんこんと湧き出る清水が。地元の人が、
次 と々やってきてはタンクに満たしていました。きれいな水は、美
の基本なり。美味しい水ってカラダが内側から浄化されるようで、
飲んでいて気持ちがいいですよね！
とっておきはなんといっても、海の恵みを全身で感じる「タラソテ
ラピー」。ブルターニュ地方は、海藻パックや温めた海水を使っ
た全身美容・タラソテラピー発祥の地なのです。エメラルドグリー
ンの海辺が見える大きなガラス窓から、光が降り注ぐ真っ白なタ

ラソセンターは、美しさと健康
の殿堂のよう。バスローブ、ミ
ネラルウォーター、タオルが入っ
た可愛いアメニティバッグを受け取り、いよいよタラソ体験開始
です。温めた海水をホースで身体にあてたり、一人用ジェットバ
スで代謝を促すマッサージをしてもらったり、温めた海藻パックを
全身に塗られたり…。これ、全部ハダカで受けました。今だけは
恥じらいという言葉は忘れるのよ、と自分に言い聞かせつつ。文
化の違いも体験したなぁ、とツルツルになった肌を撫でながら海
水の美容パワーにうっとりした夏の１日でした。
フランスは美しい水の国。美容と水、さらにバスタイムの関係は
密接です。ブルターニュの海藻入浴剤「バン・ド・ヒマンタリア」
は、フリーズドライしたブルターニュの海水成分２０％、ヒマンタリ
アという保湿にすぐれた海藻の抽出成分８０％だけでできた、ま
さに「海水美容」が体験できる入浴剤。サンドベージュ色の粉
末を湯船に溶かすと、色も香りもつかないことに驚かれるかもし
れません。でも、余分な香料・着色料を入れずに天然の素材を
100％使っているからこその透明度。お湯がやわらかな肌あたり
に感じられ、海藻成分でしっとり美肌をめざします。じんわりゆっ
くりと温まるので、のぼせずに発汗効果も期待できるすぐれもの。
今宵はバスルームで夏のヴァカンス計画を練りながら、フランス
式・海水美容をしてみてはいかがでしょう？

vol.17
パリにいながらヴァカンス気分
　　　パリの中華街の中で一番お洒落なレストラン
タイ・ロワイヤル  Thai Royal

13 区の中華街はタイ、ベトナム、ラオス料理のレストランが目白押し。パリで堪能するアジア
料理は最高！仏蘭西倶楽部パリ支局御用達の超ウマレストラン、その
名もThai Royal（タイ・ロワイヤル）。こだわりの内装とこだわりの味。
パリにいながらタイにヴァカンス気分が楽しめます。なんでも美味しい
けど、メニューに困ったらオーナーのＳＡＭさんに聞いてみよう。お勧め
お料理を教えてくれます！本誌を持って行ってみてね！

■Ｔｈａｉ Ｒｏｙａｌ タイ ロワイヤル　ＴＥＬ ０１-４４-２４-２２-１１
　９７ Ａｖ ｄ‘Ｉｖｒｙ ７５０１３ Ｐａｒｉｓ　（火曜日定休日）

パリ 
お宅
訪問

　バカンス、素敵な言葉です。バカンス、それは青い空、
砂浜、木々の生い茂る山間の散歩とフランスにおいてはイメー
ジが広がっていきます。翻って日本のバカンスというと、お盆
のころは込み合う、観光地、高い食べ物・飲み物、海沿い
では湿気があって蚊に噛まれてしまう？と、なんか違ったイメー
ジになってしまう気もします。
　フランスにいたころ、日本ではバカンスはどれぐらいあるのと
聞かれて「まー取れて１週間かな」と答えると、少し驚いたよ
うに、それはバカンスとは言わないよ、お休みというんだと、
まるで私がバカンスの意味を勘違いしているかのように言われ
たこともあるのを思い出しました。私が働いていたレストランの
シェフは自転車が趣味だったので、バカンスの前になると地
図を広げて今回はここに行ってひたすら毎日走るんだと、それ
はまるで夢見るように語っていました。フランスやヨーロッパで
はバカンス＝大人の夏休み、やりたいことがあっても、もし何
も無くても、休みをとるぞ！という意識を大事にして、また９月か
らの１年が始まるというものなのかもしれません。

佐藤陽一のワインなひと時
バカンスvol.17

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/

思い出の美と水の
ヴァカンス！

海藻入浴剤
「バン・ド・ヒマンタリア」
1 回分 25 ｇ 490 円（税別）
お徳用 1ｋｇ入り12,000 円（税別）
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Sachiko KAIYAMA

シャンソン至上主義

“いやー、落ちちゃいました！”
vol.17

『幸せはシャンソニア劇場から』

監督・脚本：クリストフ・バラティエ
製作：ジャック・ペラン、ニコラ・モヴェルネ
音楽：ラインハルト・ワグナー
出演：ジェラール・ジュニョ、カド・メラッド、
　　　クロヴィス・コルニアック、
　　　ノラ・アルネゼデール他

２００８年／フランス・チェコ・ドイツ／ 120 分／シネマスコープ
35mm ／ドルビーデジタル／カラー／原題：『Faubourg 36』
配給：日活　宣伝：日活×アルシネテラン　　　　　　　　
http://www.chansonia.jp/
1936 年パリ。　下町の人々から愛されるミュージックホール：
シャンソニア劇場を舞台に巻き起こる、人間模様。キュンとす
るようなノスタルジック、ラブストーリ、親子の愛情、友情・・・
９月公開の本作品の試写会に行ってきました！待ってましたー！と
言いたくなるようなパリとシャンソンの魅力満載の映画です。サ
スペンス要素あり、お笑あり、涙あり・・・・。公開前には監
督が来日。次号の仏蘭西倶楽部インタビューに掲載予定です！

ⓒCos Aelenei

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

パリに行ってきました。初めての母とのヴァカンス旅行で久しぶりの５月の
パリ。のんびりとした３週間を過ごしてきました。私が住んでいた場所や
友人達を母に会わせるという、「ＳＡＣＨＩＫＯの思い出をたどる旅ー！！」
思えば１年の予定でパリに飛び立ち、気がつけば７年がたっていた。
パリに行ったのも小さなきっかけだけど、帰国のきっかけもひょんな事。

「絶対すぐパリに戻ってくるよー！」という友人達の下馬評ははずれて、私は
活動の拠点を完全に日本に移した。パリにいたい！という気持ちは体に表れて、
帰国後すぐ体調を崩して１年の療養。パ…という言葉を聞くだけで涙する
日々を経て、体育会系シャンソン歌手の貝山幸子は“素顔のパリを”
伝えたいという思いで、本誌サリュ・ラ・フランスを発行し始めました。
私は…またパリに恋をしてしまったのです。
エッフェル塔の上からパリを眺めた瞬間に、カクン！ 再び落ちちゃいました。
１５年前にパリに恋をした時はまだまだお子ちゃまだったけど、今回はちょっぴり
大人の恋。そして再びシャンソンにも恋を。こんなにまで私を夢中にさせる
なんて！パリとシャンソンは永遠の恋人なのです！
きゃっ、いやーん！！

●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 7 月30 日締め切り）

●編集後記　フランスへヴァカンスに行ってきました。３週間あっても時間が足りない。やっぱり
見どころ満載のフランスなのです！でも…グレーブ（スト）に遭遇。一筋縄ではいかないフランスです。（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

＊株式会社ミュゼ

ミーシャ・ホロコースト
と白い狼　　　　 3 名

＊アクアメール株式会社 
海藻入浴剤
バン・ド・ヒマンタリアセット

3 名

＊株式会社ミュゼ
映画「ミーシャ・ホロコーストと白い狼」
オリジナルグッズ ウルフぬいぐるみ

　3 名

7 月 14 日（火） 
毎年恒例のパリ祭。
昨年に引き続き美味しいフランス料理と
貝山幸子スペシャルシャンソンコンサート
ギター：白土、庸介
豪華景品の当たるクイズもあります。
料金：10,500 円（コース料理とワイン飲み放題）
お祭りです！多いに楽しみましょう！

【プレイガイド】
チケットぴあ　0570-02-9999（Ｐコード：326-978）
Bunkamura チケットセンター　03-3477-9999
e+（イープラス）　http://eplus.jp（パソコン・携帯）
ローソンチケット　0570-000-407　0570-084-003（Ｌコード：72435）
ＣＮプレイガイド　0570-08-999　http://www.cnplayguide.com/ 
東京文化会館チケットサービス　03-5685-0650
東京芸術劇場チケットサービス　03-5985-1707

© Kate Barry

Jane Birkin 来日公演
〜 冬の子供たち 〜
2009年 9 月 17 日（木）、18 日（金）
Bunkamura オーチャードホール
開　場：18:30 ／ 開　演：19:00
料　金：S 席9,000円／ A 席8,000円
発売日：7 月12 日（日）
※未就学児童は入場できません。 
主催：朝日新聞社 / テレビ朝日 / ぴあ / J-WAVE
共催：東京日仏学院
後援：フランス大使館 
協力：Bunkamura / EMI ミュージック・ジャパン 
　　　ローラン・ペリエ
オフィシャル・エアライン：Air France
企画制作：カンバセーション

■予約・お問合せ：チケットスペース　TEL 03-3234-9999

本誌おなじみ、乃木坂のフレンチの名店

シェ・ピエールのパリ祭 
フレンチと貝山幸子コンサート

〒 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/

●ご予約・お問い合わせ 

６月１２日〜１６日
サリュ・ラ・フランスin 大阪

“フランスを体感する５日間”無事終了
プチマルシェ、カルチャーサロン、コンサートなど
サリュ・ラ・フランス満載のイベントはフランス
文化を愛する方がたくさん集まってくださって、楽しく
終了！本誌、サリュ・ラ・フランスが多くの方に届いて
いる事を肌で感じた幸せな５日間でした。素敵な空間
を作ってくださった、Le Salon の芳村久美さん、ありが
とうございました！（Le Salon はパリのアパルトマン
のような素敵な空間のフラワーアレンジメント教室を
中心としたレンタルギャラリーです）
Le Salon HP
http://www.flowerarrange.jp/


