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

フランスの一年

Décembre.2010

2 冊組・60 本の
味わいの
想い出が書き込める
2010 年■月■日発売

ワインテイスティングノート
1,470 円（税込）2 冊セットで販売
サイズ 120 × 210mm ／ 64 ページ
フルカラー

お求めはアマゾンで
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Une brochure sur la France
Photo Yolliko Saito

フランスの 1 年

素顔のパリ

フランスに行くならいつの季節が一番いいかな？ SOLD（バーゲン）の時期を狙うなら、
１月か７月。ホワイトアスパラを食べるなら初夏。誰もいない静かなパリを体験するなら
ヴァカンスの８月。イルミネーションなら１２月。３６５日フランスは素敵で楽しい。
どんな季節も最高なのです。

20区物語
vol.26 Photo : Asako NIBU

2011年 サリュお薦めイベント

2
1

ワクワクする
12 月のパリ

3

4

2 月 18 日～ 3 月 9 日
レモン祭り マントン Menton

7 月 2 日～ 24 日
トゥール・ド・フランス自転車レース

2 月 18 日～ 3 月 8 日
ニースのカーニヴァル Carnaval de Nice

7 月 7 日～ 27 日
アヴィニョン演劇祭 Festival d'Avignon

4 月 10 日
パリ・マラソン Marathon de Paris
５月１日
すずらん祭り FETE DU MUGUET
大切な人の幸せを祈ってすずらんをプレゼントする日

5 月 11 日～ 22 日

カンヌ国際映画祭

5 月 24 日、25 日 ジプシーの祭り
Les Saintes-Maries-de-la-Mer （プロヴァンス地方）
2 人の聖マリアと召使いのサラを崇拝するジプシー
達の祭り
5

1.エッフェル塔が飛んじゃう
2.かわいい不動産屋さんのウィンドウ
3.いつも賑わうデパート前
4.見よ、このゴージャスなお宝たち
5.ちびっ子も夢中
6.大きなもみの木どこに飾るの

6

６月２１日
音楽の祭典 Fete de la Musique
 リでは路上で演奏ＯＫの日。フランス全土で音楽
パ
が流れる

演 劇、ダンス、音楽などの公演が行われる南仏を
代表する演劇祭

7 月 14 日 革命記念日
シ
 ャンゼリゼ大通りで軍事パレード夜は花火が打ち
上げられる

9 月 11 日
シャトー巡りマラソン メドック Medoc 地区
仮装しながら、給水ポイントでは各シャトーのワイ
ンが支給されるほろ酔いマラソン

９月 劇場や新しい年間プログラムが発表になる。
新年度が始まります

１２月

クリスマス

NOEL

イルミネーションで街中が飾られます

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

Rebecca
LEE

26 フランス語教育と、フランスと日本を結ぶお仕事をしている

Vol.

お二人へアンケート方式でのインタビューです。

Q

貝山幸子

１・一番大切なイベントは？
２・故郷の特別なお祭りは？
３・一年の中で、いつのフランスが一番好き？
４・是非お薦めしたいフランスのお祭りは？
５・日本のお祭りで一番好きな物は？また驚いたことはありますか？
６・２０１１年大きなイベントはなんですか？

1
Matthieu
Bardiaux

1 大切なのはクリスマス。母、祖母、

アヴィニョンのフェスティバルとパリの Nuit Blanche（ニュイ・ブロンシュ）
です。アヴィニョンのフェスティバルは、ヨーロッパにおけるの素晴らしいス
ペクタクルを見る事が出来るし、Nuit Blanche は、パリの刺激的な夜を過ご
せる。たくさんの素晴らしい革新的なアーティスト、芸術家、ビデオ作家の
世界を体験できるんだ。

おばさんが作る御馳走が並びます。
父はとっておきのワインを出してくれ
る。家の外も中も美しく飾りつけら
れてとっても楽しみな日なの。

2 La sortie des Géants（「巨人た

2 フランスのどんな小さな村でもたいてい夏にはフェスティバルがあります。

Vichy から１８キロくらいの村ＧＡＮ AT（人口５８００人）で、１０日間で
７万人以上の人が世界の文化を楽しむフェスティバルがあります。中国、中
南米、アフリカなどのアーティストと一緒に各国の伝統的な音楽やダンスを
みんなで一緒に楽しむフェスティバルです。フランスでは様々な国の文化を紹
介したり体験したりできる機会がたくさんあります。素晴らしい事だと思うよ。

3 日本でもそうだけど、春と秋かな。
4 九州です。
5 答えるのが凄く難しいですね。日本ではどんな時も楽しかったり
驚いたりしてますから。

6 残念な事ですが、日本を離れます。それが一番大きな事です。

Rebecca LEE

レベッカ・リー さん

Matthieu Bardiaux

マテュー・バルディオ さん

九州日仏学館館長
オーヴェルニュ地方 ヴィッシー Vichy 出身。
ボルドーで国際関係を学んだあと、ブダペスト
（ハンガリー）へ。その後、ベオグラード（セル
ビア）をへて、現職の為福岡県へ。

九州日仏学館
〒 810-0041 福岡市中央区大名 2-12-6 ビル F
TEL：092-712-0904 E-mail：info@ifj-kyushu.org 休館日：日祝月は休館
http://www.ifj-kyushu.org/jp/
通年様々なイベントを開催してます。詳細はＨＰをご覧ください。
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横浜日仏学院院長
2010 年 9 月 1 日より、横浜日仏学院院長に就任。
（横浜日仏学院は、在日フランス大使館直属の公
式文化・教育機関で横浜市の支援のもと、語学
教育（受講者数年間延べ 3000 名）と文化の普
及（シネクラブ、ワインセミナー、フランコフォ
ニー祭、など）を２つのミッションとして、日仏
文化交流活動を行っています。
）

横浜日仏学院
〒 231-0015
横浜市中区尾上町 5-76 明治屋尾上町ビル 7 階
TEL：045-201-1514
E-mail：yokohama@institut.jp
休館日：月曜、祝日
■ 2011 年冬学期 1 月 5 日
（水）～ 3 月 15 日
（火）
※ 12 月 23 日～ 1 月 3 日は全館休館

www.institut.jp

通年様々なイベントを開催してます。詳細はＨＰをご覧ください。

ちのお出かけ」の意）
。Géant
（巨人）
はそれぞれの街の象徴の大きな人
形です。 街の中で巨人たちと歌っ
たり、踊ったり、散歩したりね。両親の家に一番近い街は、Douai です。そ
こには５つの巨人（中世の騎士の Gayant と妻と 3 人の子供たち）がいます。
これは北フランスとベルギーの伝統的なお祭りなのです。

3 春が大好き。でも、一番最初の日本の秋には大感動しました。まるで印
象派の絵のような美しい紅葉。自然が織りなす色合いは素晴らしいです。

4 夏のフェスティバルが大好き。夏の間フランス全土で芸術、文化のイベン

トがたくさんあります。レベルも高く、夏のヴァカンスのリラックスした要素
もあってどれも素晴らしいです。
アビニョンの Festival は有名ですが、Uzès という小さな町で２０１２年にあ
るフェスティバルはお薦めです！

5 今年の夏は、盆踊りを体験しました。凄く刺激的でした！それから、瀬戸

内アートフェスティバルも素晴らしかった。今は横浜トリエンナーレ（3 年ご
とに横浜で開催されている現代美術の国際展）を楽しみに待ってます。

6 横浜におけるフランス月間。２０１１年は６月１日～７月１５日です。コンサー

ト、ダンス、スペクタクル、グルメ、映画祭、などなど企画が盛りだくさん。
今年は新しく、お子様向けの企画も考えてます。

“仙台発・ワインとフレンチ”
私にとっての大イベントは冬の仙台へお一人様プチ旅行。
パリ帰りのワイン好きのお友達ご推薦のワインバーへ向かう。
大人っぽい空間に一人で入るのはちょっぴり勇気がいるけど
私、もうかなりの大人だもん、えいっとドアを開ける。
大きなワインセラーと素敵なギャルソンがお出迎え。
そのままカウンターへ。あっ、メールだ。
心配性の友達からのアドバイスだ。「ボンヌ・プラスの今村シェフは
ベルギーで腕を磨いたんだよー。メニューはお薦めをオーダーすべし！」
素直な私は彼女に従っちゃう。うふっ、おいしいー。
ワイングラスを持つ自分の指先を見つめながら
日常から解放された旅先で楽しむ優雅なひと時。
やだ―、私ってナルシスト？ 古いフランス映画のヒロインになった気分。
妄想指数６０パーセントの仙台の夜なのです。

Menu
鴨のコンフィ
ローストビーフ
トリップのトマト煮込み

フルリー

フルリーロゼ

フルリーブルー

アンリオ

バターケース（各種）12,600円→15％ OFF 10,710円
バターケース（トラディッションのみ）16,800円→15％ OFF 14,280円

トラディッション

表示価格は税込みです

仙台発・フレンチ＆ワイン エスペランスグループ http://www.espe-rance.com

ボンヌプラス

ラペ

〒 980-0811 宮城県仙台市青葉区
一番町 4 丁目 3-11 2M4・3 ビル 1F
Tel/Fax：022-211-7702
Open 18:00 ～ 03:00 不定休

〒 980-0811 仙台市青葉区一番町 3-7-1 電力ビル B1F

TEL：022-263-5788
Open 11：30 〜 14：30

17：30 〜 23：00（ラストオーダー 22：30）
年中無休（特定日をのぞく）

カンペール福袋のお知らせ ■ インターネットでのお求めは 12/27 締切。
プラスオペラ 1/4 初売、
サロンドゥミュゼ 1/5 初売でお求めください。

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
Photo : Katsumi MERA

スーププレート 22cm 12,600 円
プレート 25cm 12,600 円

バターケース 16,800 円
スープチュリーン 2.5ℓ 78,540 円

ＬＥ ＳＡＬＯＮ ＤＥ

営業時間：11:00 〜 19:00

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

佐藤陽一のワインなひと時
vol.26

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。

フランスのお祭り

ワインの世界では１１月にブルゴー
ニュで行われる“栄光の３日間”と呼
ばれる催 事がやはり有 名でしょう。
ボーヌの町にあるその名も“オスピス・
ド・ボーヌ”
で樽が競売にかけられたり、
世界中からワインファンが集まり、ブルゴーニュを飲んでおいしい
ものを食べてという内容です。ただしかし人は多いし、ホテルは取
りにくいしで、よほどやる気と根性がないと大変かもしれません。
個人的にフランスで感じるお祭り？で好きなのは、週末に目にす
ることの多い結婚式です。みんな楽しそうにシャンパーニュのグラス
を手にテラスでいろいろと語り合い、最後には新郎、新婦が空き

MAXIVIN マクシヴァン
TEL
昼
夜
定休日

〒 106-0032 港区六本木 7‐21‐22
03-5775-1073 FAX 03-5775-1074
水曜日から土曜日 11:45 〜 14:00 L.O.
月曜日から土曜日 18:00 〜 23:30 L.O.
日曜日 HP http://www.maxivin.com/

缶をいっぱいつけた車に乗せられ、ガラガラと音を鳴らしながら、さ
らにはクラクションも鳴らして ｢ 結婚したよー ｣と街中を走ります。
最初はその音にびっくりした街の人たちも「なんだ結婚式か、

んと伝わってくる、なかなかにフランス的なお祭りなのではと思っ

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中

http://www.franceclub.jp/

て眺めていた記憶があります。

Paris・パリ・巴里

フランスの北西部に位置するブルターニュ半島。フランスの中の異国といわ
れるブルターニュ地方に住む人々は、英国のウェールズ地方やコーンウォー
ル地方、アイルランドのケルト人をルーツに持ち、その文化も他のフランス
の地方とは異なる顔を持ちます。海に囲まれたブルターニュの四季を、ゲラ
ンドの塩やオイルサーディンのつくり手たちの 1 年とともにご紹介します。

● 1 月～ 3 月 晩冬～早春

● 7 月～ 9 月 夏

早春のブルターニュ。
イギリスへの玄関口であるロスコフは、
暖流のおかげで早獲れのじゃがいもやアーティチョークがはや
ばやと出回ります。寒い 2 月には「クレープの日」が。コイ
ン片手にクレープをひっくり返し、うまく返ればその 1 年は幸
運に恵まれるとか。春も間近の楽しみです。

緑色に輝く海と砂浜、ヨッ
トの帆がまぶしくきらめく夏。ブル
ターニュにヴァカンス到来！でも、塩田ではこの季節が 1 年で
一番忙しく塩職人たちが働く時期。太陽と風の力だけで浮か
び上がってきた塩の花（フルール・ド・セル）は夏の初めに
しか採れないのです。塩田では長い夏の日が暮れるまで、塩
職人たちの働く姿が見られます。オイルサーディンの缶詰工
場もいちばん脂ののったいわしを加工するために大忙し。ブル
ターニュの「パルドン祭」には何万人もの観光客が訪れます。

● 4 月～ 6 月 初夏

良かったね」みたいな感じで手を振ってあげたり、それに二人が
手を振り返したりと、こういうしみじみとしたそれでいて幸せがちゃ

ブルターニュ、海辺の一年。

2
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ノエル（クリスマス）と新年

春の訪れ、りんごの樹にも可憐な花が咲き出します。りん
ごの発泡酒・シードルはブルターニュのそば粉のガレットと相
性抜群。この時期、春の大潮のときにゲランドの塩田には
大西洋から海水が引き込まれます。3 ヶ月くらいかけて 1800
ヘクタールもの広大な塩田の貯水池から貯水池と海水を流
し、だんだんと塩分濃度を上げていく大事な作業で塩職人た
ちは神経を使います。5 月、ブルターニュの聖人「聖イヴ」
の誕生日のお祭りでにぎわいます。

この時期、イルミネーションがより一層華やかになりノエルのマルシェも、
シャンゼリゼ、教会の広場、
などいろんな場所で開かれる。見ているだけで、
ウキウキ！フランスはショコラ王国。この時期は特に街中がショコラであふれかえる。パリの百貨店、ギャラリーラファイエットでは、人気
のショコラティエの饗宴。そんな中、
日本人の Sadaharu Aoki では、
チョコの中にマカロンという新たなお菓子や抹茶味のマカロンもあっ
たりで、フランス人に大人気。どれも美味。今川焼きの中にマカロンという新作もでるそうで、どんな感じか気になるところ！
！

ゲランドの塩 あら塩
1ｋｇ入り 735 円

この時期はショコラ以外にも、たくさんのお菓子や食べ物、ワイン、シャンパンが出回る。各地方によって様々なのでそれを知るのも
楽しそうですね。貴方はどんなものを食べてみたい？私は、シュトーレン（お酒に浸かったドライフルーツやナッツが入ったパウンドケーキ）
が食べたいです。ドイツ菓子ですがフランスでもよく食べます。
パリの街はクリスマスプレゼントの準備でみんな大忙し。ではでは…皆様、Joyeux Noël!・・・Bonne année ! ☆
（小島三幸 パリ在住・ジャーナリスト・フォトグラファー・カラーセラピスト…マルチに活動中）

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

● 10 月～ 12 月 秋～初冬
秋も深まり、季節は冬へ。夏
の喧騒が去ったブルターニュ
は実りの季節。牡蠣やオマー
ル海老など魚介類も美味しく
なります。ブルターニュ名物
のこってりした魚のスープで暖
まりたい時期。塩田では、来年の春に向けて塩職人たちが
全員でメンテナンスをしています。しっかり掃除をして、また次
の夏に美味しい塩を作り出せるように…。海辺のブルターニュ
の 1 年が暮れていきます。

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。
「ブルターニュのベストシーズンはやはり夏！海辺は文句なしに楽しく、明るく、ヴァカン
ス気分にあふれています。でも、晩秋の気配も素敵。どこかもの哀しく、カルナックの
巨石群などが霧に煙っていたりするとミステリアスな雰囲気があるんです。」
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“激闘、フェットドラミュージック”

information
Salut La France 2011 年
特製カレンダー（サイズ W297*H420mm）

私が一番好きなフランスのお祭りは、音楽の祭典の～ Fête de la Musique（フェット・ド・ラ・ミュージック）
。６月

定価１,575 円（税込）

２１日夏至の日は一年で一番昼が長い。この日は街中どこで音楽をしてもいい日なのだ。
フランス中に音楽があふれる。
まずはフィガロ・スコープ（毎週水曜日に新聞フィガロを買うと付いてくるイベント情報）を隅々まで眺める。この日の
基本は入場無料なので、体力さえあれば朝から晩までコンサートが楽しめる。よく行ったのは世界各国の大使館で
行われるコンサート。音楽が楽しめる他、運がよければその国のビュッフェも楽しめる。さ、優雅に音楽を楽しんだ後は、
激闘コンサートへ。レプブリック広場やバスチーユ広場など、大きな広場では大きなステージが組まれビックアーティストの
コンサートがあったりする。その昔、ジェームス・ブラウンのコンサートもあった。コンサートが始まる前から大勢の人が
押し寄せ凄い騒ぎ。水まかれたり、催涙ガスかけられたり…。そりゃ体力勝負です。
サンジェルマン大通りをぶらぶらすれば、暗闇で笛をふくオジサン。元気なさそうにふいている。
時計を見ると、午前３時。いったい何時から彼はパフォーマンスをしていたのだろう。
もうふらふらー。あいているカフェを探して最後のビール。私ってタフな女だったのねー。
（今でもあんまり変わらないけどね）Salut!
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。７年間パリでたくましく生活をしながら音楽探訪の日々を送ったのち、日本での活動再開。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。フランス＆シャンソンに関するエッセー、講演、プロデュース等でも活動。2003 年にアル
バム“月を噛む”発表（NES18964 2700 円）
。その後、故郷仙台の“青葉城恋唄”をフランス語と日本語でリリース。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。
“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/
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夫の言いなりの“お飾りの妻”スザンヌが
突然、 夫の代わりに雨傘工場を経営する羽目に――！
？
2009 年 フランス カトリーヌ・ドヌーヴ主演

あらすじ

『しあわせの雨傘』
■ 2011 年 1 月 8 日 TOHO シネマズ シャンテ、
新宿 ピカデリー他全国順次公開
配給：配給：ギャガ
ⓒ Mandarin Cinema 2010
監督：フランソワ・オゾン 『8 人の女たち』
『スイミング・プール』
出演：カトリーヌ・ドヌーヴ・ジェラール・ドパルデュー
原題：POTICHE ／ 2010 年／フランス

他

スザンヌは優雅なブルジョワ主婦。夫のロベー
ルは雨傘工場の経営者で、「妻は美しく着
飾って夫の言うことを聞いていればいい」とい
う完全な亭主関白。突然ロベールが倒れ、なんとスザンヌが工場を運営することに。ブル
ジョワ主婦ならではの感性で、傾きかけていた工場は大盛況！だが、新しい人生を謳歌する
彼女のもとに、退院した夫が帰ってきた――。
カトリーヌ・
ドヌーヴって凄い女優だと思う。本当に、芝居が好きな人なんだろうなって・・・。
ドヌーヴが主演で
“雨傘”
って付くタイトル。監督があのオゾン。ドキドキしちゃう組み合わせ。
映画が好きな人が集まって作ったんだろうなって・・・作品です。ドヌーヴのジャージ姿は
必見。なんて美しいんだろう。こんな風に年を重ねて行きたいわー！

C A L E N D R I E R

パリのカメラマン YOLLIKO さんの素敵な写真で、
素敵な 2011 年を！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 アマゾン [ カレンダー
■お問い合わせ

Salut] で検索

メール france-club@cia.co.jp
F A X 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。
※カレンダー送付時にお支払いインフォメーションを同封させていただきます。
尚、お振込手数料はご負担ください。

好評により送料無料期間、延長！１月末日までお申し込みの方、送料無料。
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（9 ページ掲載） あら塩 3 名様
＊ 株式会社アクアメール オリジナルカレンダー 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

＊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。（2011 年 1 月 31 日締め切り）
●編集後記 ３６５日いつでもパリが大好きな我が編集部。その理由は美味しいＰＨＯが食べれるから・・。おいおい、
それってベトナム料理ジャン！
１３区の中華街のＰＨＯが世界で一番のごちそうのＳであった。

仏蘭西倶楽部会員募集中（年会費・会費無料）詳細は http://www.france-club.jp/ にて

Salut La France
■2010年12月10日発行
（隔月10日発行）第26号
発行 仏蘭西倶楽部
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