さよならパリ︒

父の匂いを

この街に残して︑

幸せだった家族に突然訪れた

ある悲劇と再出発を 慈愛溢れるまなざしで描く︒

私たちは歩いていく︒

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］

famille 家族
特集
映画「あの夏の子供たち」特集号

Avril.2010

第 62 回カンヌ国際映画祭 < ある視点部門 >
審査員特別賞受賞
監督・脚本：ミア・ハンセン＝ラブ／
出演：キアラ・カゼッリ、ルイ＝ドー・ド・ラングザン
2009 年／ 110 分／フランス／カラー／ドルビーデジタル／ 1:1.85 ／
協力：東京日仏学院、ユニフランス／配給：クレストインターナショナル

ミア・ハンセン＝ラブ監督作品

Variety 誌 2010年最も注目の監督10人に選出！

５月下旬、恵比寿ガーデンシネマ他
全国順次ロードショー

特別鑑賞券￥1,500（税込）
絶賛発売中！
当日一般 ￥1,800（税込）のところ劇場にてお買い求めの方に限り、
“夏のガーデン” 〜春蒔き種のアソート 素焼きのポット入り〜を
（数に限りがあります） 提供：コトリ花店
プレゼント。

www.anonatsu.jp
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Photo
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５月下旬、恵比寿ガーデンシネマ他
全国順次ロードショー
第 62 回カンヌ国際映画祭 < ある視点部門 >
審査員特別賞受賞

『あの夏の子供たち』Le père de mes enfants

1

素顔のパリ

20区物語

2

特別編
映画「あの夏の子供たち」で歩くパリの素顔
1・グレゴワールの映画製作会社・ムーンフィルムはサンドニ門のそば
2・ シモーヌ＝ド＝ボーヴォワール橋を歩く、グレゴワールと妻シルヴィア
3・長女・クレマンスと新人監督・アルチュール
4・セーヌ岸を歩くクレマンス
5・さまざまな人生が交錯する。パリの街角
6・次女ヴァランティーヌ、末娘のビリーにとって父のオフィスは遊び場

1

監督・ミア・ハンセン＝ラブ
出演・キアラ・カゼッリ、ルイ＝ドー・ド・ランクザン、
アリス・ド・ランクザン 他
2009 年／フランス／ 110 分
配給・宣伝 クレストインターナショナル
http://www.anonatsu.jp/index.html

日常の中に起きる非現実の出来事。悲しみの中でも人間は笑い、食事をして生きていく。素顔のパリの映像の中で
まるで自分がその場所にいたかのような錯覚になった。時間の経過と共に淡々と描かれる家族の生活。この映画を
２９歳の女性監督が撮っていたなんて・・・。驚き！何も起こらない当たり前の時間こそが幸せなんだと改めて感じた
映画。エンディングに流れるのは「ケ・セラ・セラ」。
そう、人生はなるようになるんだ。明日の事はわからないもん。今を生きる事を楽しまなきゃね。

あらすじ
映画プロデューサーのグレゴワール・カンヴェル（ルイ＝ドー・ド・ランクザン）は映画愛とユーモアに満ち、
仕事を精力的にこなし、妻シルヴィア（キアラ・カゼッリ）と 3 人の娘たちを愛するよき父親。その父の突然の死。
残ったのは多額の借金と未完成の映画。生き生きとしたパリの素顔と、様々な感情を映し出す光と影の映像美と
共に描かれる、家族の悲劇とその家族の再生の物語。

3

家族を考える…

4

「フランスは結婚という形式にとらわれないで自由奔放に生きてる人が多い。」これは間違いだと思う。島国日本とは
違って、フランスは多民族国家。家族の成り立ち方が複雑な面はある。自分の生き方に責任を持ちしっかりした考え
方を持つ女性が多いフランスは結婚という形式に縛られない人は多い。だからこそ日本よりも家族のつながりを大切
にしていると思う。車で１時間圏内だったら、毎週末パリからママやパパの家にいって食事をする人も多い。
（両親が
離婚している場合も多いから、それぞれが新しいパートナーと暮らしている場合も多い）パートナーは変わる可能性が
あるけど、自分を産んでくれた親、そして兄弟は永遠だから。えっ、永遠に変わらないパートナーを見つけているって？
それは、本当に幸せな事ですよ！！
5
2

6

仏蘭西倶楽部
インタビュー

インタビュー・仏蘭西倶楽部主宰
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貝山幸子

実体験から生まれた物語
『あの夏の子供たち』
で
家族の絆を静かに描く
映画監督ミア・ハンセン＝ラブさん

Mia Hansen-Love

愛情に溢れ
強い信頼の絆で結ばれ
太陽のような暖かみに包まれた家族
この映画で描いた家族の姿
それは、まさしく私の理想とする
家族像なのです
女優から批評家、脚本家、監督へと見事な転身ぶりを披露す
る若手女流監督、ミア・ハンセン＝ラブさん。飾り気のないジー
ンズスタイルと無造作に首に巻いたスカーフが何とも様になる
パリジェンヌだ。透き通るような肌と端正な顔立ち、知的で清
澄な語り口調…文句なしの才色兼備。でもまったく嫌みがない。
3 月某日、六本木ヒルズで開催されたフランス映画祭の合間を
ぬってインタビュー。映画への情熱、物語が紡ぎ出す家族の
生き様を、監督の個人的な視点と共に語っていただいた。
「映画というのは亡霊を露に見せる一つの術」
という彼女。淡々
と流れる物語の中で、地に足の着いた日常の一コマがリアルで
もあり、夢のようでもある。現実が重さと軽さの絶妙なバラン
スで描かれたこの美しい作品を観て、彼女の言葉に頷いた。

女優デビューから批評家となり監督へと至った経緯は？
もともと女優志望というわけではなかったですね。フランスで
よく行われる抜き打ちのキャスティングオーディションで、当時
高校の演劇部に所属していた私がアサイヤス監督の目に止ま
り、映画に起用されたのがきっかけでした。とはいえ私は 2 本
の映画にしか出演していません。女優業がどうも自分の天職で
はないと思っていたんです。ただ映画作りとは、さまざまな職
業の人たちを融合し一つにする術であると身をもって感じた。
そして、映画制作というのは孤独な作業だけれども、一方で様々
な人間が一つになるという側面もあって、スピリチュアルな部
分と現実的なものが合体する美しさがある。芸術でありフィク
ションだけれども、登場人物を「生きる」ことで現実に引き戻
してくれる。そんなところに惹かれて、映像の世界にのめり込
んでいきました。

どのようにして原題“Le père de mes enfants”
（私の
子供たちの父）がつけられたのですか？
フランスでは、離婚した女性がよく自分の別れた夫のことを子
供たちに話す時、元夫の名前ではなく「あなたたちのお父さん」
とか「私の子供の父親」という言い方をするんですね。そこに
は距離を置きたいという思いとある種の親密さ、どちらも含ま

れているように思います。そしてこの言い方が、母シルヴィアに
とって最も適切なんじゃないかと思ったんです。また父と子の
関係は単に血縁関係だけでなく、例えば映画や会社、様々な
ことが父となりまた子となる、という意味合いも込めてつけま
した。

主人公のモデルとなった実在の人物アンベール・バルザ
ン氏は、監督にとってどんな人ですか？
最も私が描きたかった人物に近い存在です。もともと彼は貴
族の出身なのですが、彼の人格の中に存在するその「貴族の
風貌」というか
「人格の光」とも言うべきものを彼は多分に持っ
ていました。映画に出てくる自殺という行為も、いわゆる一般
的な自殺というより、貴族が持つ自分の誇りの表現の一環で
あったように感じるんですね。彼のプライベートを私は一切知
りませんが、少なくとも私が知っている仕事での彼はユーモア
溢れる人。エレガントで、チャーミングで、独特なオーラがあり、
そして何よりもあたたかみのある人でした。

この映画に描かれた家族は理想に近いとのこと。監督の
実際のお父様はどんな方？理想とする父親の男性像は？
私の父は、今回の主人公とは全く関係のない世界の人間で、
哲学の教授をしている素朴な人です。
そして理想の男性像ですか…非常に答えにくい（笑）
。と言う
のも、私にはこれという男性像はないんです。例えば今回の主
人公グレゴワールというのは、一般的には男として欠点もたく
さんあるし、借金を抱え、それを残して最終的に死んでしまう
し…色々問題があって、まぁ、誰にとっても決して理想の男性
像ではあり得ないですよね。でも不思議とこの男性は魅力溢れ
る人物だと思います。数々の欠点がありながらも、彼の内面の
美しさが、彼を非常に魅力的な男性に創り上げていると思うん
ですね。だから理想像として固定されたものはないけれども、
やはり内面の美しさがその人の魅力となってにじみ出る、そん
な人が素敵ですよね。

パリがいきいきと描かれた本作。監督はパリのどの場所
が好きですか？どこで生まれ、今はどちらにお住まい？
そう、この映画は映画プロデューサーの日常と家族を描きなが
ら、同時に現在の活気溢れるパリを紹介した作品でもあります。
パリは全部好きですが…強いて言えば、ブルジョワ色の強いと

ころや、まるで活気のないところは嫌いかな。でもそれ以外は
すごく好き。中でも映画に登場するサンドニ通りやモンマルト
ル通りのような非常に活気溢れる場所が好きですね。
私は、活気のない場所の一つ、オーステルリッツ駅近くで生ま
れました。幸い近所に植物公園があったのが救いですね。ち
なみに今住んでいるのは活気あるマレ地区です。

1981 年パリ生まれ。1998 年、
オリヴィエ・アサイヤス監督『8
月 の 終 わ り、9 月 の 初 め 』 で
女 優 デ ビ ュー。2000 年、 同
監 督 の『 感 傷 的 な運 命 』 に 出
演。 そ の 後、 映 画 誌 カ イエ・
デュ・シネマで批評活動を行う。
同 時 期 に、 短 篇 映 画「Après
mûre réflexion」
（03）、
「Offre
spéciale」
（05） を監 督。 続 い
て初の長篇映画『すべてが許さ
れる』
（07）の監督と脚本を手
がけ、カンヌ国際映画祭でルイ・
デリュック賞受賞。監督・脚本
の長篇第 2 作目『あの夏の子供
たち』
（09）では、カンヌ国 際
映画祭《ある視点》部門の審査
員特別賞を受賞。2009 年、オ
リヴィエ・アサイヤスの娘を出産。

『あの夏の子供たち』
原題：
“Le père de mes enfants”
映画プロデューサー、アンベール・バルザン氏の自殺という、
監督の実体験から生まれた作品。父喪失の悲しみを健気に乗
り越えようとする母と 3 人の娘たちの再出発を、慈愛溢れる
まなざしで静かに描く。光と影の織りなす瑞々しい映像美が
胸を打つ、珠玉の感動作。

マリアージュから始まる新しい家族
ブルターニュ出身のマリーの家で可愛いカンペール陶器の
カップ＆ソーサーで出してくれた桜湯。真中に浮かぶ春色の桜の花びら。
「大好きな日本と故郷のマリアージュよ。」
心が暖かくなる素敵な出会い。
桜湯の後は、香しいアールグレイとチーズケーキ！
仏蘭西倶楽部の仲間がマリアージュで新しいスタートを切りました。

フルリーロワイヤルモデル 新シリーズ
ＨＢアンリオ社で長年筆をとってきた 絵師たちが、
フルリーロワイヤルをモデルとした花だけを描いたシ
リーズです。特別注文ですので、プラスオペラで
しか手に入れることの出来ない限定品です。
さわやかでモダンな生活にぴったりです。

Le coeur（ル・クール）＝心がこもった、ISHIMOTOシェフの
お料理には美味しく優しい愛があふれてます。
料理：仔羊くら下肉のローストジャガイモのグラタン添え

ミニバターディッシュ 限定販売！
人気のあった商品の最終販売
今回特別にオーダーした商品です。

（通常価格 1点 ￥4,410の商品）
フルリーロワイヤルホワイト／フルリー
フルリーロゼ／フルリーブルー／プレステージ（5種）
フルリーロワイヤルモデル

上記5種の中から好きな絵柄を3枚セットで
￥10,000
上記5種  5枚セット
￥15,500
フランス料理 ル・クール
千葉県千葉市中央区新宿 1-2-10
TEL/FAX 043-246-2387
http://www.lecoeur-llc.jp
定休日 毎週水曜・第 3 火曜日

I・M・I ビル１階

Lunch 11:30 〜 15:00（ＬＯ 14:00）

前菜・スープ・メイン（魚ｏｒ肉）
デザート・コーヒーｏｒ紅茶（小菓子付）
¥2,100

フルリーロワイヤル
ミニバターディッシュ ￥4,410
バスケットタイプオーバープレート
（現品のみ） ￥25,200
Photo Mayumi ABE

Dinner 17:30 〜 22:00（ＬＯ 21:00）
アミューズ３品・前菜３皿・魚料理・肉料理
デザート・コーヒーｏｒ紅茶（小菓子付）
¥5,250

カップアンドソーサー ￥7,140
プレート18cm
￥6,300

4月末まで、フルリーロワイヤルモデルのカップアンドソーサーと18cmプレートを
セットでご購入のお客様は￥12,000 でおもとめいただけます。
※品切れの際は予約注文となります。

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
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
 EL 045-640-1151 営業時間：10:00 〜 17:30
T
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佐藤陽一のワインなひと時
vol.22

家族について

家族ってそれぞれ違っていて、でもそれぞれにテーマ
や方向性があって、ひとつとして同じものが存在して
いないという点ではワインと同じではないかなと思って
います。

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。

どの家族にもそれぞれ考えがあるので、他の家族の
考えやライフスタイルを聞いて感心することも多いで
すし、世界中の家族がそれぞれ幸せに「暮らしてい
ければね」と願って毎日を暮らしているということはあ
る意味素敵なことではないだろうかと思います。

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/

昔って（漠然としていますが）当たり前だと思って過
ごしていたことが多かったように思います。あまり他
はどうだろうとか検索も出来なかったし、してみようと
も思わなかったし。この暮らしが当たり前と過ごして
いたような。後になって思うとそれが家族ではないか
と、今回は少し哲学的に（？）

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中

http://www.franceclub.jp/

特別編

パリ 天気がいい日はサンドイッチを片手に公園へ。
お宅 お気に入りの場所を見つけよう。
訪問 パリの街の中には素敵な公園がたくさんある。

アンドレ・シトロエン公園

パリの真中ルーヴル美術館の傍にあるチュールリー公園（1 区）、カルチェラタンにあってお昼時
は学生さんが多くなるリュクサンブール公園（６区）
、パリにいながら自然を満喫できるビュット・
ショーモン公園（19 区）
、エッフェル塔を別の角度から楽しめるシャンドマルス公園（17 区）
、こじ
んまりとして美しいモンソー公園、思わずブラッサンスのシャンソンを口ずさみたくなる古本市が
立つジョルジュ・ブラッサンス公園（15 区）
、パリを一望できるベルヴィル公園（11 区）
、シトロエ
ン工場跡地にできた気球が目印の広ーい原っぱアンドレ・シトロエン公園（15 区）
などなど。
日光が入らなかったり狭かったりのアパルトマンを出て、外でのんびり過ごすのが大好きなパリっ
子達。どの公園も天気のいい日にはピクニックの人でいっぱいです！たくさんあるパリの公園。
一番お勧めなのは…行きやすい公園かな。泊まったホテルの傍に見つけた小さな公園。パリだも
ん、なんだって素敵よね。

“ブルターニュの味”発見、ある映画のなかで。
離ればなれになった恋人同士の愛の絆を描いた仏映画「ロング・エンゲージ
メント」。オープニングは第一次世界大戦の戦線。純朴な若い兵士マネクは
故意にみずからを傷つけ戦線離脱を図ったという理由で、味方のフランス軍
司令部からの処刑命令を待っている。敵軍に包囲された泥だらけの塹壕の
中、故郷ブルターニュにいる恋人との甘い思い出だけが危うい彼の精神を支
えている。彼女のぬくもりを思い出しながら
「帰ったらマチルダと結婚するんだ」
とまっすぐに語る彼の言葉を聞き、軍の調達係の男が言う。「さあ、今一番
食べたいものを言ってくれ。何でも持ってきてやるから。」
明日は処刑されてしまうかもしれない身のマネクは答えた。「はちみつを塗ったバゲットとココアが欲しいな」。
１５分後、調達係が大事に抱えてきたのは“ゲランドの塩入りのバターをたっぷり塗ったバゲットと、ニジェー
ルのココア”だった。ブルターニュの特産・ゲランドの塩入りのバターつきバゲットを、ココアに浸してほお
ばるマネク。
ふるさとの味をかみしめ、彼の周りの空気がほっとやわらいだ場面が印象的だった。彼の出身地を考えたの
か、ゲランドの塩入りバターまで手に入れてきた調達係の優しさが心に残る。贅をつくした食事もさることな
がら、幼いころから慣れ親しんできたなにげない日常の味が“ごちそう”になった瞬間だった。
薔薇色に染まる夕暮れのブルターニュの海、恋人たちを見守る灯台、大きな岩に隠れて
遊ぶ二人。雄大なブルターニュの風景が戦渦のふたりの恋のゆくえに色を添える、美しい
映画。ゲランドの塩も台詞で出演した特別な１本です。

ゲランドの塩
798 円（税込）

顆粒 250g

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。
「こころ軽やかになる春はすぐそこ。５月にはブルターニュの“聖イヴ祭”が東京・恵比寿で開催さ
れます。さらに、フランスの文化を伝えて 85 年、雑誌「ふらんす」5 月号特集「ブルターニュの心」
（4
月 22 日頃発行・定価 670 円／白水社）にてこのお祭りの詳細とブルターニュ文化の特集も。わた
しもゲランドの塩のことを書かせていただいていますので、ぜひ読んでみてくださいね！」
日本唯一のフランス語とフランス語圏文化の月刊誌『ふらんす』HP
http://www.hakusuisha.co.jp/france/
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“バルバラのナント”

information
カンペール陶器

ネズミの可愛いオブジェを贈りものにいかがですか

私只今レコーディング中です。大好きなシャンソン歌手「バルバラ」の曲だけのアルバムを作りたいと思ってからはや

子供の抜けた乳歯の入れ物として

１０年。尊敬する大好きなバルバラの曲を、
２１世紀日本に生きる私が歌います。パリと日本の素晴らしい仲間がサポー

フランスでは抜けた乳歯を枕の下に入れて寝ると ル・プチ・スーリと
いうチビネズミ（子ネズミ）が歯を持ってゆくかわりに プレゼントを
置いてゆくというお話があります。
こどもの日、誕生日のプレゼントに最適です。

トしてくれて CD に仕上がる事と思います。楽しみながら進行中です！
その中の一曲「ナント」。絶縁状態の父親の危篤の知らせを受け、ナントの中心部から少し離れた
Grange-au-Loup 通りの２５番地を訪ねる。父の元へ駆けつけるがもう父は一人旅立っていた。許せないはずの父
親を花に包み見送った複雑な心境を淡々としたメロディーで綴っている。今年の２月に私はナントを訪れた。ナントの

フルリーロワイヤルホワイト ミニマウス ￥4,000（税込）

歌詞のように、朝着いたナントの駅は雨。トラムとバスを乗り継ぎたどり着いた父親の終焉の地はナント市によって整
備され芝生と天を仰ぐポーズのバルバラの銅像があった。
バルバラの実体験を歌っているといわれているこの曲はずっと愛され続けている。
特集で取り上げている映画「あの夏の子供たち」を見て「ナント」と同じような感情が浮かんできた。
悲劇的な父の死が特別な事ではなく、日常の中の出来事として取り上げているからなのかしら。
その昔、仙台の実家から渡仏の為に旅立つ時、両親が仙台駅のホームまで私を送ってくれた。パリに着いたその日
のホテルしか決まっていないくせに、希望に満ちあふれて生き生きと旅立とうとする私に、
「どうしてうちの娘は、こうい
う風になっちゃったんだろうね。スーツケース一個だけ持って何にも決めずに知らない国にいっちゃうんだから・
・」
と言っ
た父。１年のはずが７年もすむ事になろうとは誰も思ってなかった。（私本人も全然思ってなかったからね）
メールも携帯電話もない時代。残される家族にとってはフランスは遠い遠い国だったのですね・・・。

ミニマウス
サイズ 横95mm×高さ55mm

Je t’
aime moi non plus ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ

【デジタル・リマスター版】

新宿武蔵野館 90 周年記念作品
主演・ジェーン・バーキン

６／５（土）
より、新宿武蔵野館にて
レイトショー公開！！
配給：株式会社メダリオンメディア／共同配給：シュートシネマ

1970 年代全世界に衝撃をセルジュ・ゲンズブールの
初監督作品。
1976 年／フランス映画／ 85 分／ R18 ＋

親不孝娘でごめんなさい。ペコリ。

お買い求めは 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
T EL03-5353-0567 営業時間：11:00 〜 19:00

http://www.medallionmedia.jp

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

貝山幸子 CD インフォメーション
（写真左より）

青葉城恋唄 フランス語 / 日本語ヴァージョン（cos18964 1,050 円）
月を噛む（NES18964 2,700 円）
愛の言葉〜エディット・ピアフを歌う（cos2266 1,890 円）

＊ 雑誌 「ふらんす」４月号

「フランス語、挑戦の春」
（学習 CD つき）＆ ５月号「ブルターニュの心」セット 3 名様

＊ パリ・奇跡のメダル教会

メダル （持ち歩けるように、教会からのメッセージと共に御札型になってます。） 3 名様

● 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

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〜エディット・ピアフを歌う”
（cos2266 1,890 円）好評発売中 http://salut-paris.com/

＊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。（2010 年 5 月 31 日締め切り）
●編集後記

生きていればいい事も悪い事もある。それを乗り越えるのが家族の愛情なのね…（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

サリュ・ラ・フランス
個人定期購読受付中
年間送料手数料 900 円（21 号〜 26 号まで）
年６回（サリュ・ラ・フランスは隔月の発行です）
ご希望のご住所へ、５冊のお届け。
お申込締め切り 5/31 まで
■ お問い合わせ・お申込み
FAX 03-5488-7783
E-mail france-club@cia.co.jp
定期購読希望係まで
※ご住所・お名前・電話番号を明記
してください。
※本誌送付時に、お振り込み
インフォメーションを同封します。

Salut La France
■2010年4月10日発行
（隔月10日発行）第22号
発行 仏蘭西倶楽部
（キャトルヴァンアンコーポレーション内）
配布先／日本全国のフランス関係機関他
FAX 03-5488-7783
E-mail france-club@cia.co.jp
HP http://www.france-club.jp/
発行人：Yuko YOKOYAMA
編集人：Sachiko KAIYAMA
編 集：	Madoka YOSHINO
Harumi DOI
デザイン：Yuichi WATANABE
Mari KURIHARA
Photo： Mayumi ABE
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