書くことが楽しい、
もっと次のワインが楽しみになるノートが発売されました

フランス大好きな人のための小さな情報誌

好評発売中
ノートの帯は 4 種類。
どれが届くかは、

今だから伝えたいフランス
［サリュ・ラ・フランス］

届いてからのお楽しみ。

特集

パリに住む

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
下記にご注文の場合送料サービス

■ ご注文・お問い合せは
FAX 03-5488-7783
E-mail france-club@cia.co.jp
HP http://www.salutlafrance.jp/
ワインテイスティングノート販売店募集中

サリュ・ラ・フランス第6期 定期購読募集
年間送料手数料 900 円（32 号～ 37 号）
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3/31 まで

2 冊組・60 本の
味わいの想い出が書き込める
ワインテイスティングノート
■ 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・第 6 期定期購読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。
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Une brochure sur la France

Février.2011

パリに住みたくなったら、３日でも１週間でも
住んでみよう。高い目標は時として自分を苦
しめるもの。冬は寒いし、言葉もなかなか通
じないし、日本では感じる事のないストレス
が多いのも事実。自分にちょっと優しくして
1

事を目的としよう。パリへの留学＆遊学は人

素顔のパリ

3

20区物語
vol.27

２・パリのワンちゃんは何語でなくの？
ワンワン？
！
３・街灯だってなんだかお洒落
４・マレ地区のアパルトマン。
風情があります
6

パリに恋して
住み始める。
圧倒的に大人の女性が多い。仕事で
成功して自分へのご褒美の為に滞在す
る人や第二の人生をパリで過ごす人。
語学学校に通えば日本では接点がな
かなか持てない若い世代と友達にな

り、相談相手や日本の味を食べさせて

くれる素晴らしい存在に。日本人の友
達がいればフランス語が話せなくても
パリではかなり楽しく過ごせます。パ
リで働くことを考えなければパリは素
晴らしい街！ね。

4

自分探しの旅の
スキルアップを
目指しての覚悟の渡仏
レストランやパン屋さんでスタージュ
（見習い）になって本場の技術を学ぶ
為に頑張る人には女性も男性もいる。
年齢も様々。朝早くから夜遅くまで現
場に入り、フランス語も現場で覚えて
いくので上達も早い。帰国後の自分の
ビジョンをちゃんと持っている人が多
くて、パリ滞在は６カ月～３年くらいが
平均的。

１・パリと言えば・・・石畳ですね。

６・アパルトマンの素敵なサロン

生のエッセンス。一番の収穫はパリの街との
出会いと、かけがいのない友人達なのです。

5

いうことありません…
パリは全てにドキドキします

５・パリと言えば…なぜかＰＨＯなのです。

余裕を持った予算組みで、パリ生活を楽しむ

2

パリ に住む

パリを愛する者はパリに愛される。
パリに恋をしたらパリに住みたくなる。
短期でも長期でもいいじゃない。
だって、パリに恋してるんですもの。

為の渡仏
２０代女性に圧倒的に多い。社会に出て、少し疲
れちゃってこのままの人生に疑問を持ち渡仏。語
学学校に通いフランス語も身につけ仕事を始め、
そのままフランス人と結婚！！パリに恋をして素敵
なパリジャンと恋をして…！あー理想的ですねー！

ワーキングホリデー
期間を決めてのパリ生活。アルバイト
をしながらパリ生活を楽しむ！

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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今回はパリに住んだ経験があるお二人にアンケート方式で答えていた

Q

だきました。なんと、二人はソルボンヌ大学文明講座のクラスメイト。

貝山幸子

１・渡仏の動機とパリの生活
２・パリの生活で困った事
３・フランス語の習得方法

４・パリから戻って困った事
５・パリに行ってよかった事
６・これからパリに住もうとする人へのメッセージ

教は？」と訊かれ、
「宗教には属していない」という言葉がわからず「無神論者です」
と答えてしまい、
「かわいそうな子ね」と怪訝な顔をされたこと。アパルトマンで初めて
洗濯した時に水漏れしてしまい、下の階のマダムにポリスを引き連れて怒鳴り込まれた
こと。

住んでみたいとずっと思っていました。大阪の美容室に７年勤務した後、思い切って
パリに行きました。
ソルボンヌ大学文明講座（初級フランス語）でフランス語を学んだ後メイクアップの
学校へ行き、素晴らしい出会いがあって、世界的なメイクアップアーティスト、チボー・
ヴァーブル氏（現クラランス社のアートディレクター）のアシスタントを２年勤めました。
フリーランスのメイクアップアーティストとして雑誌や広告の撮影やショーの仕事をす
るようになり 2000 年に拠点を東京へ。

3 私立の語学学校に 3 ヶ月通い、その後ソルボンヌ大学文明講座のフランス語講座（初

級〜中級）でフランス語漬けの毎日。とにかく人の話やラジオを聞いて、わからない音
をカタカナでメモし、後で調べて憶測する、これをひたすら繰り返しました。一年経っ
てフランス語で夢をみた時は、嬉しかったですね。

2 公的な手続関係が（滞在許可書等）担当する人ごとに必要書類が違う。水道屋
3 仕事の現場での実践、テレビ・映画をみてよく聞くフレーズをピックアップ、友人
との雑談、小旅行。

4 物価が高すぎる（得に家賃と食費）、撮影現場でのディスカッションが少ない。
5 楽しい貧乏生活を知りシンプルに生きる方法とこの世に不可能が無い事を知っ

Madoka
YOSHINO

本での拠点をなくして渡仏したものの、母は労働許可が下りず 1 年ほどで帰国。私はそ
の後、友人のアルバイトを手伝いつつ学校に通いました。帰国後は上智大学仏文科を
卒業し、古代の秘儀を受け継ぐマルセイユタロットに魅せられてタロット の道へ。

2 言葉の壁で困ったことは山ほど。よく覚えているのは、学校の友達に「あなたの宗

1 夢を持つ大切さを美容学校の校長先生が教えてくれて、卒業旅行で行ったパリに

さんとか工事系のアポがなかなか取れず時間がかかる。お湯がガス式じゃなくタンク
に電気で沸かすタイプだったから、人が泊まりに来るとシャワーが浴びれない（一人
分ぐらいのお湯しかないので、次に沸くまで２時間ぐらい待たないといけない）

1 高校卒業と同時に画家の母の渡仏の為、1993 年に１９歳でパリへ。思い切って日

4 街が変わり過ぎていてビックリ！しばらく東京のスピードについて行けず、逆カル
ＥＬＬＩ さん
ヘア・メイクアップアーティスト
女優・モデル・アスリート・文化人
などの著名な方々の撮影やテレビ、
ファッションショーの仕事。フラン
ス語、英語、中国語を話す。約７年
間のパリ生活を経て現在東京を基盤
に活動。

た。世界は広いけど繋がっているし人種・民族はそれぞれ違っても、お互いに尊重す
る事が大切だと知った。日本の良いところ・悪いところがよく見えた。世界で超一流
の人達は人間としても超一流で他者に優しいと知った。他人に流されずに自分の価
値観をしっかり持てた。

6 これからパリに住もうとしている人へのメッセージ

パリの生活を通して昔から大切に受け継がれている歴史が、今もきちんと生きている
という事の素晴らしさを感じて欲しい。 他民族と接する事によって、考え方の違いを
お互いに受け入れて理解する事の大切さを知って欲しい。様々な食を楽しんで欲しい。
孤独な時間を通して、世界の中の自分の大きさを感じて欲しい。世界は広くて素晴ら
しいですよ！

ELLI

■4 モバイルブログ「空が好き」ELLI http://m.ameba.jp/m/blogTop.do?unm=soratoumitokumo777&guid=ON

チャーショックでした。

5 フランスのカルチャーはその後の私の人生すべてに影響しています。本物のアートに

触れることができたこと、フランス人から日本の良さを教えてもらい日本が以前より好
きになったこと。また、仕事道具であるタロットカードを深く知るためにパリでの生活
は役立っています。パリに住むと、芸術はある日降って湧いたものではなく、紛れもな
く日々の暮らしの匂いの中から紡ぎ出されたものだと感じます。部屋に集って飲む、食
べる、語る、そういう小さなことを楽しむのが向こうの人は本当にうまい。人間の匂い
や温度を賛美する心と、多くのアイデアや芸術を生み出す土壌をパリの生活は教えてく
れました。

6 大切なのは情熱と勢い、それに行っちゃえば何とかなるくらいのおおらかな気持ち。
期間が限られている場合は特に綿密に計画を立てがちですが、それは逆効果だと思い
ます。パリに行ったら、感性に身を任せ心をオープンにして「何もしない」を楽しんでほ
しいと思います。空や木、建物、看板、道行く人を観察しながら“空気”を感じるとい
うのは、旅行ではなく住んでみる人の特権なんじゃないかな。
著書
『手ばなすことからはじめる リセット・ノート』
（PHP 研究所）
発売中。
今年 6 月
（詳細未定）
には、オリジナルタロットカード“グレースカード”
を出版します。お問い合せは info@gratia52.com まで。

よしのまどか さん
タロットヒーラー＆ライター（サ
リュラフランスにも素敵な文章を
書いてくださってます）

“パリに住んだら…”
パリに恋してから私の人生は変わった。街に恋するなん
て信じられない！でもパリってそんな街。私みたいにパリに
恋して旅だった日本人女性は何人いるのかな？パリに住
んで一番初めにやりたかった事・・・自分が借りたアパル
トマンでお気に入りのティーセットでドラジェを食べながらマ

フルリー

リアージュ・フレールのマルコポーロを飲む事。ドラジェは

トラディッション

結婚式のお菓子。それとマリアージュ（結婚）をかけた
私的には、
パリっぽいダジャレなんだけど…。
（誰かに笑っ
てもらえれば幸せよ）なんて気持ちのいいティータイムな
んでしょう。私の夢がかなった瞬間。さてと、これからパ
リでどんな夢を追いかけようかな。
パリが私を愛してくれますように…。ずっと住んでいたい
そんな街です。

（真乃ソロ）

フルリーロワイヤル
ホワイト

ティーポット6人用（各種）16,800円→15％ OFF 14,280円
ティーポット6人用（トラディッションのみ）
21,000円→15％ OFF 17,850円
割引は3月26日まで
表示価格は税込みです

カンペール陶器も出展します
３月３０日
（水）〜４月５日
（火） 阪急うめだ本店 10 階・11 階催場
詳しい情報は最後のページをご覧ください。

フルリーロゼ

300 年の伝統を誇るカンペール陶器

フルリーブルーシリーズ

Photo : Katsumi MERA

ティーポット 6 人用
カップ＆ソーサー
クリーマー 180cc
シュガーボウル
ミニバターディッシュ
プレート 21cm

16,800 円
6,825 円
6,930 円
9,240 円
3,400 円
7,560 円

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
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

フルリーブルー

佐藤陽一のワインなひと時
vol.27

佐藤陽一

ワイン産地に行きたいな

今回はどんなテーマでもいいですよ！ということでしたので、と
ても希望的な意見で行きたいと思います。
この仕事をしているとありがたいことに「シャンパーニュでテイ
スティングがあるけれど参加しますか？」とか ｢ ボルドーの新酒
を利く会があるんだけれど席は取っておきますか？｣ など「お

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。

おきに！ありがとう
！
！」と叫びたくなるご連絡をいただくこともあ
るのですが、店をやっていますとなかなかに休んではいけない
んですね。これも運命（destin）というものだと、フランス
人的な解釈 ( ←根拠はない ) でやり過ごしてはいるのですが、

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/

たまにはじっくりと集中してワインと向き合わないとなーと、悔
むことも多いですね。様々なワインをテイスティングした後、
ゆっ
くりとその村や畑の周りを歩きながら、造り手やワインに対す
る感想や意見をまとめていく、そんな産地廻りに行きたい今日
この頃です。

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中

http://www.franceclub.jp/

Paris・パリ・巴里

3

ブルターニュのちいさな村へ。
ブルターニュは、ちいさな村めぐりがたのしい。海に愛された小さな漁村、
ケルトの伝説にいろどられた森のなかのひなびた村…。手つかずの自然が
のこっている素朴な村の横顔は、それぞれの歴史を宿し、旅人を魅了しつづける。
その飾らない美しさゆえに芸術家に愛されたポン・タヴェンと、
海とともに生きるロスコフ、ふたつのちいさな村へと旅してみよう。

ポン・タヴェン

ブルターニュの古都カンペールからほど近い村ポン・タヴェ
ン。村の名前は“アヴェン川にかかる橋”という意味だ。や
がて大西洋へと注ぐアヴェン川は、降り注ぐ日差しをきらきらと
反射させながらのんびりと村を流れ、村の水車をゆったりとま
わしつづける。濃い緑色の森にかこまれ、静かな時間が流れ
るポン・タヴェンは、ひとりの偉大な画家によってその名を美
術史に残すまでになる。ポール・ゴーギャン、フランス印象
派後期の大きな流れをつくった画家。ポン・タヴェンの素朴さ
を愛した彼は、後年に残るいくつもの傑作をこの村で手がけ
ている。いつしか村はアート・コロニーとなり、
「ポン・タヴェ
ン派」というストリームまで生み出す。アートな雰囲気のこの
村の散歩はほんとうに素敵だ。つましい暮らしをしていた画家
たちも、絵筆を休めてはブルターニュのバターたっぷりのクッ

Vol.

パリに住む
私は今、引退した老夫婦の一部屋を借りて住んでいます。 私の部屋は、
７階（日本式 8 階）なので、眺めがいい！
！エッフェル塔も見えるんですよー！ベ
ランダもあって、夏には、友達とご飯食べたり、飲んだりしました。部屋借り
のいいところは、ある程度大きいお部屋に住めることかな。また、マダムとムッシューがいるので、何かの時には頼りになる。生活の様子も見
られて、おもしろいかも。洗濯機もあるし、快適です（笑）この洗濯代もばかになりませんからね。
パリの 1 ルームの部屋って、9 ㎡も当たり前のようにあって、本当に狭い、暗い、そして、家賃が高い。パリの部屋探しって、本当に大変。
友人の紹介で見つけたほうが、早く見つかりやすい。あとは、タイミング。頑張るしかない。
パリは、いろんな EXPO が行なわれる。ちょっとしたものなら、サイトから招待状をダウンロードすれば、無料。先日も、Bien-etre という自然、
アロマ、マッサージなどの健康を意識した市や Salon Mer&Vigne という食材市に。試食、試飲して、気に入ったものがあれば、そこで買える。
安いのでお買い得！フランスだなーって思うことは、ワインの Expo が多いこと。規模も大きい。1 日居てもあきませんが、目星をつけていかない
と、歩き疲れると言う結果にもなりかねない…。タダで楽しめることが多いのも、パリならでは！皆さんも、いろんな楽しみを見つけてね。
小島三幸（パリ在住・ジャーナリスト＆フォトグラファー）

ゲランドの塩（540 円～）
ブルターニュ産オイルサーディン（850 円～）各種
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

キーをつまんだりしたのだろうか、などと想像しながら。ベロン
牡蠣というそれはミルキーな牡蠣も、この村の名産。きりっと
冷えた白ワインと生牡蠣で、芸術をはぐくんだポン・タヴェンと
ゴーギャンに乾杯したくなる。

ロスコフ

海のかなたは、アイルランドかイギリスか。静かな朝陽とま
ろやかな空気がロスコフのちいさな漁港をつつむ。ばら色の
朝陽がはるか水平線を空に溶かしている。穏やかな海を見て
いると、自分も船に飛び乗って、まだ見ぬ世界に旅立ちたく
なる…。ブルターニュ人は、冒険家であり勇敢な船乗り、だ
れもがそう言う。つねに海のリズムにいだかれているから、
ちょっ
とやそっとの変化にはびくともしない。そして、視線はいつも
水平線の向こうへ…。ロスコフには、ちょっと変わった伝説
が残っている。１９世紀、ジョニーという男がいた。ロスコフ
名産の小ぶりで美味しい赤たまねぎを何十キロも、それも自
転車に！
どっさり積んでは、はるばる海を渡ってイギリスまで売り
にいったのだ。だれもやらないことをやる、そんなチャレンジ精
神がブルターニュ人には息づいている。ジョニーたちが自信を
持って売り歩いたロスコフの赤たまねぎ、そのコンフィはほん
のり甘くてお肉のつけあわせにぴったり。ぱらっとゲランドの塩
をふりかけて、ブルターニュ名産のポークソテーと仲良くお皿
に並べていただけば、彼らの元気をもらえそう。

文・写真／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。
「ブルターニュの美味しいものをお届けするアクアメールは、創業１６年目を迎えます。５周年
から入社した私ですが、何年たってもブルターニュの魅力の奥深さへの興味は尽きません。ご
紹介したポンタヴェンはパリから TGV で Quinper へ、そこからバスで１時間。ロスコフは
パリから TGV で Renne 経由 Morlaix､そこからローカル線で３０分です。」
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ニューアルバム
貝山幸子 Sachiko KAIYAMA

vol.27

“夢のあとさき…”
パリに恋をした瞬間をはっきりと覚えている。それは初めてパリに降り
立った時。体中の細胞が踊り始めドキドキした。私の恋心は冷める事は
なく現在進行形で続いている。パリに恋をした時から、私はバルバラ
にも恋をした。１６区のアパルトマンに住んで、バルバラを聞きながら
アールグレイを飲む事と、彼女が作りだした歌を歌う事が私の夢。
バルバラは私にとってフランスの象徴だった。あれから時が流れ、私
の夢は叶ってしまった。 夢が叶った瞬間に目の前に広がるのは現実
の世界。この作業を何度も繰り返し人間は人生を積み重ねていくの
かな。パリに恋してパリに住んで、そして、今歌い続ける私。
「夢のあとさき…」人間は常に前に進んでいる。前を見て頑張ってい
きましょう
！今の自分があの頃の自分に伝えたい言葉なのかもね。
■ ニューアルバム発売記念ライブ
３月６日（日）仙台 ばーるだーちゃ １４時３０分／１８時 ３, ８００円
３月11日（金）東京 公園通りクラシックス １９時３０分
３, ８００円
お問合せ ０８０- ３３３４- ６０６１ シャントゥーズプロジェクト事務局
info@salut-paris.com
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/

Sachiko chante BARBARA

～画家モネが愛した風景～

フランス西部に位置する、ケルト文化の流れをくむブルターニュとノルマン
（バイキング）の流れをくむノルマンディー。モネはブルターニュのベルイル
～ BELLE-ILE-EN-MER（美しい島）に滞在して海の風景を描き上げた。
そして、ノルマンディーのルーアン大聖堂、晩年はジベルニィーに住み名

バルバラを歌う

作睡蓮を。この二つの地方の美しさにモネは魅せられ名作を残した。
ノルマンディーが誇る世界遺産のモンサンミッシェル。
ブルターニュ人によっ

発売開

始

て代々受け継がれている美しいカンペール陶器。美味しい海の幸とゲラン
ドのお塩。リンゴのお酒シードルとカルヴァドス。カマンベールチーズ、塩キャ
ラメル、そしてガレット…。
日本人にはどこか懐かしく、そしてワクワクさせてくれる
魅力がぎっしりと詰まっている。

時代を超えて歌い継がれるバルバラの名曲達を
今貴方に伝えたい。
ドキドキするような様々な愛の形
時空を超えて言葉を超えて
SACHIKO 初の全曲日本語詞
収録曲■小さなカンタータ・黒い鷲・いつ帰ってくるの
ピエール・孤独・ナント・ウィーンにて・死に憧れて
夢のあとさき（オリジナル）

定価：2,500 円 LLCM-1004
2011 年 2 月 23 日発売
CDショップ・インターネットショップ
貝山幸子 HP http://salut-paris.com にて発売

『ラストタンゴインパリ』

vol.27
監督：ベルナルド・ベルトルッチ
『ラストエンペラー』
『シェルタリング・スカイ』
出演：マーロン・ブランド
マリア・シュナイダー
原題：Ultimo tango a Parigi
１９７２年／イタリア
販売元 : 20 世紀フォックス・ホーム・
エンターテイメント・ジャパン

憧れのブルターニュと
ノルマンディー

あらすじ 冬のパリ。中年男のポール（マーロン・ブランド）は、アパルトマンの空き部屋で

偶然出会った若い娘ジャンヌ（マリア・シュナイダー）と深い関係に。でも 2 人は何事もな
かったかのように別れる。ジャンヌには婚約者がいた。そして、ポールは妻が自殺したばかり
で人生に絶望していた。2 人はその後もアパルトマンの空き部屋で会い続け、互いの肉体
におぼれていく。衝撃的で考えさせられるラスト！

パリ、アパルトマン、住む…となると、この映画が浮かぶ。今見ても衝撃的な内容。１５区
と１６区を結ぶ、ビルアケム橋でのシーンが美しく幻想的。４０年前の映画だけどパリは何に
巨匠ベルナルド・ベルトルッチが弱冠 も変わらない。この映画のヒロイン、ジャンヌ役のマリア・シュナイダーは２０１１年２月３日
30 歳にして作り上げた当時の問題作。 ５８歳の若さでガンで亡くなった。１９歳の彼女は、この映画で鮮烈なデビューを飾った

３月３０日
（水）〜 ４月５日
（火）
阪急うめだ本店 10 階・11 階催場

※催し最終日は６時終了

今年の阪急フランスフェアは、ノルマンディー＆ブルターニュを特集いたします。
魅力の食材はもちろん、
サヴィニャック・ポスターコレクションやカンペール陶器、モネなどの印象派グッズまで。

サリュラフランス タイアップイベント
４／４（月） ①１１時〜 ②１５時〜 10 階催場 フランスフェア会場内イベントスペース
ドラマティックに生きたシャンソン歌手と愛の街パリを知ろう〜エディット・ピアフ、バルバラ、ダリダ…
講師 貝山幸子（シャンソン歌手・仏蘭西倶楽部主宰）

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） ゲランドの塩顆粒２５０ｇ 5 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 3 月 31 日締め切り）
●編集後記 パリに住むと小さい事にこだわらなくなる…。これっていいのか悪いのか？
！（Ｓ）

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