好評発売中

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

パリ・巴里・Paris

Salut La France 2010年特製カレンダー 定価１,575円（送料込み）
本誌表紙でおなじみのパリのカメラマン YOLLIKO さんの素敵な写真でドキドキするフランステイスト満載の
2010 年版カレンダーです。全面縦型写真と A4 横型写真の、2 パターンのカレンダーをお楽しみいただけます。
素敵なフランスをお部屋に飾って下さいね。
■ご注文・お問い合わせ

メール france-club@cia.co.jp ／ TEL 03-5488-7781 ／ 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。
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Une brochure sur la France
Yolliko SAITO
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巴里の空の下セーヌは流れる
原題 SOUS LE CIEL DE PARIS COULE LA SEINE
監督・原案・脚本 ジュリアン・デュヴィヴィエ
1951 年 フランス

シャンソンの名曲、「巴里の空の下」が挿入歌。パリに行った人は一度は聞い
たことがあるあのシャンソンです。１９５１年の古い映画だけど、パリのイメージは変
わらない。美しい街の中心に川があるって凄い事だなとあらためて感動してしまう。
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あらすじ
様々な登場人物がエッフェル塔、セーヌ川など、パリ
の象徴的な景色を背景に、関わりあっていく。残酷で
もあり生々しい物語が美しい街パリを舞台に繰り広げら
れる。名匠デュヴィヴィエ監督の戦後の代表作。
私はパリで日本の名匠「小津安二郎」の作品を見た。日本では映画館では
見られない作品ばかり。古きよき時代の日本映画はフランス人にとって憧れの
対象でもあるのかも。（女性はみんな従順だしね）
。名画といわれる映画は時
が経っても素晴らしい。DVDじゃなくて大きなスクリーンで見たいものですね！

“好きさ好きさ…パリ”

子供の頃みたサスペンスドラマの記憶。「ここはパリ、愛の街さ。この街には男と女しか存在しない・・・」と凄いくどき
文句で、いきなりラブシーンが始まった。よく考えると、どこの街でも男と女しかいないんだけどね。なんとなくパリが舞台だ
と説得力があったりして。 私がパリで最初に住んだパッシーのアパルトマン（女中部屋だけど）の大家のマダムは「ようこ
そパリへ！パリが SACHIKO を包んでくれるわ。 貴方はパリに愛されているのよ」と言ってくれた。 私は最初の半年は友達
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をほとんど作らないで、自分だけのパリに包まれていた。メトロの全ての駅でおりて、全てのバスに乗った。ベランダに椅

「パリを愛する人はパリに愛された人」
パリに住んだ最初の日に
アパルトマンのマダムが言ってくれた言葉
だから、パリは私の恋人なのです

素顔のパリ vol.19
パリ・巴里・

20区物語

Paris
photo& 文 Sachiko Kaiyamna

１・どの季節も、どの時間も、いつも変わらぬ美しさエッフェル塔を
見ると胸キュンです
２・パリの街は、お花屋さんがたくさん
３・夜の凱旋門のそばを歩くだけで
映画の主人公になった気分になるって、私って病気？
４・はいはい、落ちないでくださいよー
５・サクレクール寺院には青空がよく似合う
６・パリといえば・・・やっぱこれでしょ

2

子を出して、
ワインを飲みながら「バルバラ」を聞いた。エッフェル塔まで歩いて１０分だったから、毎日ご挨拶しに行ってた。
でも、こんなに愛するパリなのに半年経ったらパリにいるのが当たり前になって、友達が欲しくなってきた。 渡仏半年を経
てようやく人が恋しくなったのだ。それから３年後、あんなに好きだった１６区もエッフェル塔も当たり前になってきた。 次に
私が選んだ場所は、メニールモンタン。パッシーと正反対の下町だ。メニールモンタンはな何年住んでも当たり前にはなら
なかった。オーベルカンフとメニールモンタンは私が住み始めてから毎日変化していった。下町から若者の集まるスポットへ。
たくさんあったアラブ人のオジさんたちが集まってたカフェはほとんどお洒落なカフェへ。 飲む場所がなくなったオジさん達は
どこに行ったのかなー。 本気で心配なのでした。
5
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「仏蘭西倶楽部＆フランス語お料理教室 CuiCui」
コラボレーションイベント
素顔のパリを味わおう！～極上バゲットの楽しみ方
ミニレクシャー＆パーティ
日時・11 月 21 日（土）13 時 OPEN
会場・SO!Suidobashi02（JR 水道橋駅 30 秒）
ナビゲーター

仏蘭西倶楽部主宰・シャンソン歌手 貝山幸子
フランス語お料理教室 主宰 田中裕子

美味しい秋。バゲットを使った簡単フランス料理講座と素顔のパリの話
料金 3,500 円（ランチ＆ドリンク含む）

ご予約・お問い合わせ info@salut-paris.com
仏蘭西倶楽部 http://france-club.jp/
フランス語お料理教室 CuiCui（キュイキュイ）http://www.cuicui.jp

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。
最新アルバム”愛の言葉”
（cos2266 1,890 円）好評発売中
http://salut-paris.com/

仏蘭西倶楽部
インタビュー
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パリを拠点に生き生きとしたパリの風景と
フランス人の素顔を
独自の視点で描くイラストレーター
Yo k o U e t a

植 田 洋 子さん

初秋の土曜日の午後。パリのマレ地区にある
ご自宅へお邪魔しました。秋の土曜日の昼下
がり。１１月の日本での個展の打ち合わせに
日本から来ていたプロデューサーさんをまじ
えてお話をうかがいました。
東 京の 個 展のテーマは「Jours de Paris」
（いつもパリ）です。タイトルに「Paris」を入
れるのは初めてだそうです。エッフェル塔あ
り、バルコンの花あり、五月のすずらんから、
八百屋のアスパラまで・・・。

イラストの題材はどんな風にして
決めますか？
うーん、それはね、ほら、なんか良い人、
良い物を見たとき写真を撮るでしょう。
あの感じ。残したい、と思うわけね。
写真は写真で、才能ある専門家の方が
おられるでしょうけど、それとは別で。
私なりの残したい、という気持ちがわ
きあがってくる感じかな。

1983 年に渡仏なさった経緯を
教えてください。
Yoko Ueta プロフィール

1983 年よりパリ在住。フランスの週刊誌、月刊誌、日本では「フィガロジャポン」にイラス
ト掲載。著書「スノップパラダイス in Paris」、訳書「カクテルブルーズ in NY」、「カクテル
アンコール in NY」。2003 年、パリ・リッツホテル「バー・ヘミングウェイ」の、ヘッドバー
テンダーコリン・ピーター・フィールド著の「パリ・リッツのカクテル物語」にイラストを
多数掲載。2006 年秋「モードはワイン / ヴァンヴァンヴァン」（里文出版）刊行。
インタビュー・仏蘭西倶楽部パリ支局

エルジャポンの 連 載を 1 年 続けた直
後、区切りということでパリに旅行に
来たの。その旅行中に映画館で、偶然
に別れた恋人と鉢合わせしたの。本当
に偶 然！びっくりした。結局、彼と結
婚してそれ以来フランスに住んでるの。

現在のパリの生活の中で、
「日本
人だ」と思う時はどんな時？
二日酔いの朝に、
「おみおつけ」が飲
みたいなあと思うとき。

パリやフランス人の好きなとこ
ろ・嫌いなところは？
うーん・・・これ、とはとても言えない。
日本も同じでしょう、良いところ悪い
ところ、いろいろあって、人それぞれ
感じるわけだから。フランスと日本人
を自分の中で区別していないわね。

人の出版記念も兼ねてたんだけど…。
飲みものは、シャンパーニュと日本酒。
料 理 は ね、 手 作りの お 漬 物、 餃 子
160 個と、 刺 身、 鮨 …、 おまけ は、
フランス人の大好物のポテトサラダと
子牛のカツレツよ。

フレンチもおつくりになりますか
何でも作るよ。料理は大好き。昔はデ
ザートのお菓 子もみんな作ったけど
ね。レストランで食べたのを真似した
り、本を見てアレンジしたり。

パリ（フランス）のお薦めの場
所はありますか？

隣室から虎毛の猫タイガーちゃん（雌・12
歳）が出てくる

出不精になっちゃって、どこにも行か
ないからね。誘われれば行くこともあ
るけど…。家の近所が一番居心地がい
いわね。私の生きている場所！みんな
顔見知りだから。買い物も全部近所で
するの。下に降りてくだけで（お住ま
いは日本式で言うと六階）
、何でもそろ
うでしょう。全部あるから、八百屋も、
魚屋も。市場にも行く必要ない。でも
ね、みんな友達だと困ることもある。
二日酔いの時に、行きつけのカフェの
前を通つたら、
「まあ一杯飲んでいった
ら」って、声かけられちゃうでしょう
……。断りにくくてね。困っちゃう。

ある日うちのバルコンに子猫が現れた
の。どこかで飼われてたんだろうけど、
屋根伝いにやって来たの。
それからちょ
くちょく来るようになって、いつの間に
かうちの子になっちゃった。猫は飼い
主を選ぶから。あたしは選ばれた飼い
主（笑）
。 バターとクリームが大好き
で、前はすごく太ってた。今は足が悪
くて、 もうジャンプ できない のよね
……。

フランスのお薦めの食べ物は？
この料理！というよりも、私が日本の
人に知ってもらいたいのは食材ね。野
菜とアニョー。

手料理でおもてなしパーティーと
かなさるのですか？
それは得意。この前日本に行って帰っ
てきたときお帰りパーティーをやったん
だけど、40 人分くらい用意したの。友

ずっと小さい時から飼っていらし
たんですか。

植田さんのイラスト作品の中には、
よく虎毛の猫が描かれています。
素敵なイラストを描かれる植田さん
は、とってもチャーミングな方でし
た。日本での個展が楽しみですね！
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植田洋子
原画展
〜いつもパリ〜

世界で最も美しいと言われるパリ…。
セーヌ河辺の散歩、夜空に映えるエッ
フェル塔の照明、美味しい食事…笑っ
て、怒って、愛して…、毎日の風景が、
毎日新鮮。日常パリの魅力を華やかに
ちりばめた今回の原画展、植田洋子
の JOURS DE PARIS.（ジュールドゥ
パリ）今年もまた、ヨーコワールドへ
ようこそ ! どうぞご期待ください。

■ 伊勢丹 新宿店

11 月 4 日（水）〜 10 日（火）
本館 5 階 = アートギャラリー
※最終日は 4 時 30 分終了

■ ボーレザンサロン

11 月 14 日
（土）〜 19 日
（木）
広島県広島市中区大手町 2-5-18

「Jours de Paris」
植田洋子

画集

2009 年 11 月 1 日発行

限定 500 部

今年 11 月の原画展の為の作品が
シックなプティリーブルになります。
サイズ 200 × 210mm ／スケッチブックタイプ
発行元（株）ミュゼ

￥4,800（税込）
お買い求めは上記 原画展でどうぞ
及び
ミュゼ TEL 03-5488-7781
仏蘭西倶楽部 E-mail france-club@cia.co.jp

レストラン、ビストロ、ブラッセリー…どこへ行ったかより、大切なことは？
レストランの帰り道、ハッピーな気分になったら、そこは正真正銘のレストラン。レストランとい
う言葉には、元気回復という意味があるそうです。美味しい料理、心地よいサービス、それに見合っ
た価格であれば、気分よし。ハッピーです！
日本にはいろいろな形態のお店があり、店名や冠でどんなカテゴリーに入るのかが予想できます。
それはフランスでも同じ。日本の料理居酒屋と同列なのが「ブラッセリー」で、生ビールが飲める
カジュアルな店、あるいはアルザス料理を出す店を指すこともありま
す。パリの東駅付近に「ブラッセリー」が多いのは、東駅に付く列車
に乗ってアルザスからの出稼ぎ組みが多くやってきからです。
パリにはフランス全土から料理人が集まり、地方料理を売りにする
気軽な「ビストロ」がたくさんあります。
「ビストロ」は日本にも定着
しました。その格上である「レストラン」は、コースで料理を楽しみ、
ドレスコードにも気をつける点で「ビストロ」とは区別するべきも。
しかし、
今、
新しい流れが出来ています。それが
「ビストロノミー」
。
「ビ
ストロ」と「ガストロノミー」を合わせた新しい言葉で、スタイルは
気軽な「ビストロ」ながら、料理は一流という新ジャンルのレストラ
ンを指しています。この「ビストロノミー」スタイルのレストランが
数年前からパリで流行、東京へも進出してきています。
でも、レストランの使い分けよりも、結局は、誰と一緒にテーブル
フルリー キャニスター ９ｃｍ
￥5,775
（税込）→ ￥4,908
を囲むのかで、楽しい食事になったりならなかったりするわけです
11月の末まで
フルリー スクエアテーブルディッシュ ￥16,800（税込）→￥14,280
から…。
15％ＯＦＦ ! ! フルリー クープ１３cm
￥6,930
（税込）→￥5,890
パティスガストロノミー協会

鈴木 博

※ フルリーロゼ／ジャルダンデテ／フルリーロワイヤルホワイトも 15％ＯＦＦとなります！

パティスガストロノミー協会 インフォメーション

秋のガストロノミーフェア

私がパリに滞在した 1970 年代は、フランスの
豊かさと良心をビストロで感じることができた
時代です。デセールの定番は季節のフルーツを
丸ごと、砂糖をかけてカラメル色にじっくり焼
いたものでした。アツアツの焼き立てにたっぷ
りのバニラアイスクリーム。名よりも実、そん
な時代だったかもしれません。
フルリー スクエアテーブルディッシュ
フルリー クープ１３cm
Photo : Mayumi ABE

文化の日らしく、おいしく楽しく、ためになるフェスタ。
好奇心もお腹も喜ぶ、スペシャルデイ！
その道のプロにお話を聞き、本物を味わう集いです。
■ 11 月３日（祝）
■会費
第１部：3000 円 第２部：3000 円
■会場
パティスガストロノミー協会
■お問い合せ TEL:03-3714-0625
E-mail patis.swing@s7.dion.ne.jp

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。

＜第１部：11:00 〜 13:30 ごろ＞その道のプロにその道の話を聞こう！

粉やさんに小麦粉の話、蜂蜜やさんに蜂蜜の話、マーチャンダイザーによるデザート開発
から販売までのストーリーなど。知的好奇心を満たし、お腹もいっぱいに！

＜第２部 :13:30 〜 15:00 ごろ＞パティスリー「カカオエット

大人気のパティシエ、ジェロームシェフとマダムをお迎えし、
フランス人ならではの、発想、素材使いなどをお聞きします。
シェフのお菓子をご本人の解説付き、いろいろいただきましょう。

カンペール陶器日本総代理店

パリ」へようこそ！

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
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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佐藤陽一のワインなひと時
vol.19 パリはもう誰も愛さない
というのは加藤和彦さんの歌にあり、２０年前暮らして
いたパリで、何か嫌なことがあると、よくこの歌を口ず
さんでいました。人当たりが強く、職場で物がすぐ無く
なり、アジア人に対する多少の偏見も有するパリに疲
れたときはこの歌を口ずさみ「まあ他人の国だしね」と
自分をなぐさめていたのです。しかしあのころはまだパリ
はいいなーと漠然と思っていました。 落ち葉、石畳、
落ちている犬の糞も、埃っぽい空気でさえこれでいい
のだと思っていました。それからほぼ毎年パリを訪れて

日本初上陸！

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/

きましたが、最近はあまり感動することがなくなってきた
なと感じてきているのが正直なところです。勿論知り合
いのレストラン、知り合いの葉巻屋、行きつけの本屋
に行けば楽しいのですが、行くたびに、普通の街に近
づいているような気がして新しい感動はもう無いのかな
と最近は感じています。
“パリをもう私は愛せない”のか

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中

ラ・マレルエディションズ
魅力の秘密。

ミックスされた独特の雰囲気に満ちあふれ、彼女の幼い頃

パリの街角のセレクトショップで、雑貨店の窓から、ちょっと

の落書きが一層魅力的なアートとなって表れています。

ユーモラスでカラフルなバッグたちが呼びかけています・・・

彼女が作るのは“みんなのための”作品。それはいつも徹

さあ、これから私たちと冒険に出かけましょう
！と。持っている

底的にディティールにこだわり、かつリーズナブルな価格で

だけで心がうきうきするバッグ。

心くすぐる商品なのです

個性的なデザイナー、マドモワゼル・エロイーズのキッチュで

イラストレーター、デザイナー、デコレーター、画家である彼

シュールな世界観をあなたの日常にも！

女は、2002 年には夫となるファブリスとあらゆる面で運命

ブルターニュ地方レンヌ市にある「ラ・マレル・エディション

的な出会いを果たし、公私にわたるパートナーとなった二人

ズ」。彼らがプロデュースするカラフルなバッグや雑貨はヨー

は、ラ・マレルと共に新たなスタイルを確立していくのです。

ロッパで大人気を博し、とうとう日本にも上陸。そんな「ラ・

そして 6 年後の 2008 年、マドモワゼル・エロイーズは夫と

マレル」のデザイナーでありオーナーでもある、マドモワゼル・

ともに会社のトップとなります。「ラ・マレル」は彼女以外に

エロイーズをご紹介しましょう。

も有名デザイナーであるナタリー・レテをはじめ 60 人以上

彼女の作品には、映画監督ティム・バートンが表現するスー

のクリエイターを有しています。彼女は自身がクリエイターと

パーファンタスティックな世界から抜け出してきたような女の

しての才能を発揮すると同時に、他の有能なタレントを発掘

子や、可愛さと底意地の悪さという少女特有の二面性とが

することにも大きな喜びを持っているのです。

http://www.franceclub.jp/

もしれない。少し寂しいです。

パリ vol.19
お宅 ノスタルジック編
訪問 サリュ・ラ・フランス編集人貝山幸子がパリで最初に住んだアパルトマン
１９９３年～３年間住んだアパルトマンは、メトロ６番線パッシー駅３０秒の豪華なアパルトマンの女中
部屋。
（クレディ・リヨネの向かい側です）大家さんは２階と4 階を持っているブルジョワマダム。古いアパ
ルトマンには最上階に女中部屋がある。うちのマダムは、６つある全ての女中部屋を所有し、改装して一人
暮らし用のかわいい部屋に仕上げている。私の住んだ部屋は２５平米、シャワー、台所、ベランダ、家具付
き。家賃は７０, ０００円。部屋にはトイレはなく、６人で使う共同。いつも掃除が行き届いていたし、建物
全体が集中暖房で冬も暖かいから不便はなかった。面白かったのがエレベーター。無理やり作っているの
でとっても小さい。
（これより小さいエレベーターを見たことがない）一人乗りで、大きなかばんを持ってい
るときは頭にのっけて乗り込む。
小さな小さなベランダがあり、アパルトマンの中庭を見おろしながらワインを飲むのが至極の時でした！

シルヴェットのショッピングバッグ

3,800 円（税抜）素材：ポリプロピレン
サイズ：48cm × 35cm × 21cm

ブリリアントフラワーバッグ

3,800 円（税抜）素材：ポリプロピレン
サイズ：40cm × 32cm × 18cm

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。
「何度訪れても飽きない街パリ。キッチン付きパルトマンを借り、7 区で見つけた隠れ
家的シャルキュトリーの美味しいお惣菜をゆっくり愉しむ。お花を飾って CD を聴い
て…。窓を開ければパレ・ロワイヤルの喧騒。朝はバゲットを買いに近所のブーランジェ
リーへ。暮らすように旅するスタイルがしっくりなじむのは、
“やっぱりパリ！”ですね。」
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広島は県外・海外から多くの観光客が訪れ、二つの世界遺産もある国際文化都市
です。フランス語圏の人々が原爆投下間もない広島の地に踏入、恒久平和を訴え、
反戦運動や平和活動に大きく貢献したそうです。64 年前の日本を語り継ぎ、平和
的に復興を果たした現在の平和公園周辺に、明るく賑わう文化交流施設が立ち並
ぶことを切に願い地域活性化のお手伝いをすべく、ボーレザンプロジェクトはフ
ランスと日本の文化交流、賛同、参加型の文化事業を行っております。ときめき
とやすらぎの時間と空間を多くの方と共有できることを願って…
ボーレザンプロジェクト代表

卜部香緒里

フランスが、パリが、広島に出現

2009

植田洋子
原画展
〜いつもパリ〜

～日本とフランスをシャンソンでつなぐ夜～

『KAKEHASHI フランコ・ジャポネ シャンソンコンサート』
昨年10 月、
日仏交流150 周年を記念してスタートした『KAKEHASHI フランコ・ジャポネ シャンソンコンサー
ト』今秋は日本全国５箇所での開催です。
このコンサートに出演、
そしてプロデュースをするのは本誌でおなじみ、
ミュージシャン＆歌手「パトリック・ヌジェ」
さんとシャンソン歌手「風かおる」
さん。
シャンソンを通して日本を元気に
してくれるコンサートです。

神戸公演
11 月 15 日（日）
神戸文化ホール・中ホール
福岡公演
11 月 16 日（月）
NTT 夢天神ホール

熊本公演
11 月 18 日（水）
熊本国際交流会館
東京公演
11 月 19 日（木）
六本木 STB139

ボーレザンサロン

にて開催
11 月 14 日（土）〜 19 日（木）
時間 10：00 〜 19：00
会期中は原画展にちなんだスペ
シャルワインメニューをご用意して
おります。

お問い合わせ
■神戸・福岡・熊本
（有）
ウィンド・ミュージックカンパニー
TEL 078-691-2260
出演：パトリック・ヌジェ・風かおる 他 ■東京・千葉
（株）
タイムオフィス TEL 047-350-6781
※各公演で出演者が異なります。
公式ブログ
詳細はHP をごらんください
http://plaza.rakuten.co.jp/timeoffice/

千葉舞浜公演
11 月 23 日（月・祝）
クラブイクスピアリ

エコール・ド・プランタン（プランタン銀座）にて 毎月第三土曜日・
１１時１５分〜１２時４５分
サリュ・ラ・フランス編集人 貝山幸子の 「素顔のパリを１２０％楽しむ講座です」

新しい講座がスタートします

詳細は次号１２月１０日号にて

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

＊株式会社アクアメール

シルヴェットのショッピングバッグ 1 名様

＊株式会社ミュゼ

「日仏文化交流サロン」ボーレザンプロジェクト
国際都市広島で体感する、パリ＆フランス

カンペール陶器 プレート 12cm 3 名様

ザンプロジェクト。２００９年７月、コミュニ

＊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

ケーションの場として、平和公園側にサロンを
オープン。「日仏文化交流サロン」として花と
緑に囲まれた空間で美味しいおもてなしと共
わっています。
ボーレザンプロジェクト

公式 HP

www.beaux-raisins.com/

※カンペール陶器の写真
はイメージです。

● 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

２００８年年明けとともに動き出した、ボーレ

に、フランス文化を発信し、連日多くの方で賑

Salut La France
サイズ
48cm × 35cm × 21cm

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 11 月 30 日締め切り）

ボーレザン サロン

営業時間 10：00 ～ 19：00
広島県広島市中区大手町 2-5-18
info@beaux-raisins.com

TEL 082-247-5815

●編集後記 今号は、ベタなテーマ「パリ」。何ページあっても、何回やってもネタは尽きないのがパリなんだなーと
実感。パリのベトナム料理特集してーと、大騒ぎしている編集人 S です。

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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