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

南フランスへ行こう
！
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Une brochure sur la France

Mars 2013

リ
素顔のパ

2 0区物語

映画祭で有名なおハイソな街カン
ヌ。犬の落とし物を拾って捨てる専
用のゴミ箱があるなんて凄い！（パ
リじゃ拾うなんて習慣ないもんね）

特別編

vol.35
プロヴァンス
コート・ダ・ジュール訪問

モナコのカジノ。ドレ
スアップしてちょっと
遊びますか？

カンヌの
花のマルシェにて

プロヴァンスは丘と緑と古い建物が多いところ。
中世に迷い込んだみたいです。
鷲ノ巣村の代表 エズの丘から眺める地中海

夕暮れのコートダジュール
カンヌのメリー
ゴーランドは
どこか違う！

永遠の憧れ。モナコ公国グレース王妃のバラ園。
グレース王妃を偲びながらバラ園をお散歩。
現実はおとぎ話よりもドラマティックです。

ニースのマルシェ。
乾 燥トマトが美味
しそうです！

ロスチャイルド家の所
有して い たコートダ
ジュールを見下ろす別
荘。優雅ですー！

特別編
インタビュー・仏蘭西倶楽部主宰

貝山幸子

お菓子談義に花を咲かそう…
南フランス編

SACHIKO と YUKO の
お菓子なおしゃべり
サリュ・ラ・フランスの編集会議の定番は
チーズとパンとワイン。
ワイン片手に編集会議をしてこそ、
「今だから伝えたいフランス」を伝えられるのだ。
読者の皆さんに楽しい事をお伝えするには
楽しい気分にならなきゃね。
南フランスをテーマに色々話していたら、
あらっ、ワイン飲みながらお菓子の話に
花が咲きました。
カリソン・デクス

S 私
 が一番好きな南仏の街は
“マントン”
。
そこからちょっ
と足を伸ばせばすぐにイタリアだから、ジェラートが
凄く美味しい。
Y マ
 ントン市役所にはジャン・コクトーが内装を施した
「婚礼の間」があるわね。コクトー美術館もあるし。
S レ
 モンの街だからタルトオゥシトロン（レモンタルト）
が名物。あの酸っぱいのと甘いのとのハーモニー。た
まりません！！
Y 南
 仏だったら、一番有名なのはカリソン。結婚式の時
に食べるお菓子ってイメージがあるわね。エクス・ア
ン・プロヴァンスで食べたのが一番美味しかった！さ
すが発祥の地。エクス・アン・プロヴァンスで活動し
ていた芸術家達もこの神々しいお菓子を好んで食べて
たんだって。
S 一
 番有名なのは ｢レオナール・パルリ｣ カリソン・デ
クスね。独特な食感とアーモンドの味にはまってしま
います。
Y マ
 ルセイユのビスケット“ナベット”っ
て知ってる？
S えっ、船の事？
Y そ
 う、船の形をしていて、船乗りがお守
り兼保存食としてポケットに入れて航海
にでたビスケット。１８世紀からマルセ
イユで作られているの。マルセイユの港
から市内に歩いてると、カリカリ食べな
がら歩いている人に遭遇する事あるの
よ。噛めば噛むほど味がでる、素朴なお
菓子。ワインのおつまみにもいいかもし
れないね。

ナベット

Y F
 ruits Confits 〜フリュイ・コンフィ（フルーツ
の砂糖漬け）も美味しい。
S フ
 ランスどこで食べても美味しいけど南仏は果物
が美味しいから。
Y パ
 リで食べると砂糖つけすぎー、甘すぎ！っての
も結構あるけど南仏はどこでもおいしい。
S そ
 れに、宝石箱みたいできれい！ヌガーもパリの
物とは全然違うよね。
Y 甘
 過ぎないし。アーモンドの香りが引き立ってる
よね。
S プ
 ロヴァンスの蜂蜜を使ってるからいい感じの甘
さなんだよね。神々しいコートダジュール、自然
深いプロヴァンスの恵み、南フランスのお菓子は
シンプルだけど気品があるわね。

阪急うめだ本店

４月３日（水）～４月９日（火）
※催し最終日は午後 6 時まで

［会場］9 階催場

南仏の
お菓子が
大集合

●「ラ・ファム・ドゥ・ブランジェ」初来日。
3
 0 種類以上のビスケットが人
気の名店です。オーナーで職
人のブレイさん親子が本場の
味をそのまま再現します。本
場のナベットがお目見えです。

●カルパントラの名店パティスリー『ジュヴォー』
3
 代目ピエールさんが来日。ジュウ゛
ォー名物
の岩のような形のメレンゲ菓子「ロカイユ」
登場です。
“フリュイ・コンフィ”とそのシロッ
プから作られたのが始まりの「コンフィズリー・
ドゥ・モンヴァントゥー」のベルランゴ飴も並
びます。

ラ・ファム・ドゥ・
ブランジェ外観

ベルランゴ飴

マントンからは
「メゾン・エルヴァン」
の
レモンジャムが登場

ロカイユ

微笑みのたえない、
素敵な空間
vol.05

カンペール陶器と初めてであったのが
1995 年。
「かわいらしい！」と一目惚れ。あ

横山ハリス千絵さん
パティシエ・キッズ教室主宰

［福島県伊達市 キッチンスタジオ］

らたまったシーンで使うというよりは、キッチ
ンや普段使いの食器として使う物を中心に集め
ているそうです。今は手に入らなくなってしまっ
た、フルリーブルーのケーキスタンドや大きなボー
ルがお気に入り。アラスカにロッジを構えフィッシン
グガイドをするアメリカ人のご主人と息子さんも今では
カンペール陶器の大ファン。
「洋食、和食、中華料理も
ちょっぴり気取って食卓に並べる事ができるんですよ。
」
キッチンには生き生きとしたたくさんのカンペール陶器。
「暖かみがあるし、なんだか心が明るくなりますよね。今
は、このナチュラルなフルリーにはまってます。
」子供達
のお料理教室を開いている千絵さん。
「わー、きれいな
お皿ー！って子供達が手を伸ばすんですよ。大切な物

卵われた！！
すごーい！！ できたー

だってわかるみたいで、みんな優しく触ってますね。
」
微笑みのたえない、素敵な空間ですね。

「今はこの
ナチュラルな
フルリーに
はまっています。
」

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。
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

1 年生が作った顔を描いた
クッキー だよーーー

3 年生の男の子が作った
ブッシュ ドゥ ノエル

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
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プロヴァンス

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。

プロヴァンスには香りが多い。平野や谷をわたってくる
風に乗ってタイムやローズマリー、それに灌木の香り。乾
いた緑色のオリーブの様な香りも空気に漂っているし、夏
の暑い頃などには乾いた茶色の土の香りも感じられる。海
に近づくにつれ地中海ならではの少し乾いた磯の香り、な
ぜか魚の香りもすると思ったらマルシェが近くにあった。
ヨットが多いと海の香りと油の香りが混ざり、街に近づく
MAXIVIN マクシヴァン
につれてレストランからの真っ赤なトマトの香りが段々と
〒 106-0032 港区六本木 7 ‐ 21 ‐ 22
強くなる。にんにく、アンチョビ、サフランが混ざり合っ
TEL  03-5775-1073 FAX 03-5775-1074
昼 水曜日から土曜日 11:45 〜 14:00 L.O.
て近づいてくる。やはりこうなると、フランボアーズの色
夜 月曜日から土曜日 18:00 〜 23:30 L.O.
をした冷えたロゼワインが頭の中に広がってきて、木イチ
定休日 日曜日   HP http://www.maxivin.com/
ゴの香りと、紫色の清涼感、飲み込んだ後に感じられる
滑らかな赤い小さな果実味も自然と自分の周りに香ってく ［ワインテイスティング 英語版］
るようになる。ではにんにくを効かせたサラダ・ニソワー
ズから初めて、やはりメインにはサフランがポイントのブ
ay
Google pl
ー）にて
イヤベースをオーダーすることにする。しっかりと旨みを引
Puboo（パブ
！
中
好評発売
き出すようにスープを裏ごしをしてくれている店であったな
仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中
らとてもうれしいのだけど。そして次の私のオーダーをす
App Store で
http://www.franceclub.jp/
んなりとサービスの人が理解してくれるといいのだけれど。
近日販売開始！
じゃあ言ってみるかな「クルトンは多めにして下さい！」

３週間ほどの新婚旅行。日本のごはんが恋しくなった頃、
モナコに住む友人のところへ遊びに行った。
友人のお父様は、モナコの老舗日本料理店で働くシェフ。
ハンサムでダンディーな彼のお店で、ほっぺたの落ちるよう
な鉄板焼きのステーキや、驚くほど新鮮なネタのお寿司など、
お腹いっぱいご馳走になった。
grève のせいで大幅に予定が変わり、パリへ戻る列車に飛
び乗るはめになった私たちに、お父様が手作りのお弁当を持
たせてくれた。車中で大きな包みを開けてびっくり！出し巻

き卵に、日本米のおにぎり、シャルク
トリーにりんごにチーズ、さらには粋
な計らいでワインまで…日本から遠く離れた南仏の地で食べ
たおにぎりは、忘れられない思い出です。
そんなお父様と友人がカンヌの一軒家を改装して、家族で
日本食レストランをはじめました。オープンして１年、その
美味しさとあたたかい雰囲気に地元でも評判になっているそ
うです。
南仏へ行かれる際は、
ぜひ立ち寄ってみてくださいね。
■ KASHIWA 柏 12Boulevard Gambetta 06110 Le Cannet 09 53 97 99 67

●文・イラスト 前田真実（まえだまみ） アーティスト。下北沢のビストロ「プティ・デビュー」の奥さん。
仏検 3 級無事に合格しました！ http://ameblo.jp/saito-mami/

パリ・巴里・Paris
仏蘭西倶楽部
おすすめ情報

パリに恋する者はパリに愛される。世界の恋人パリは永遠に
魅力的。貴方の好きなパリはどんなパリですか？

素顔のパリを愛する人にオススメの“まつはしゆか”さんの本
貴方だけのパリがきっとみつかります。

パリ イラストガイドブック

乙女のパリ〜かわいい雑貨、

〜フランスの栄華と芸術に出合う旅

カフェ、スイーツをめぐる旅

まつはし ゆか【著】
メイツ出版（2009/06/15 出版）
128p / 21cm / A5 判 本体：1600 円（税別）
ISBN：978-4-7804-0635-1

まつはし ゆか【著】
メイツ出版（2013 年 1 月出版）
144p / 21cm / A5 判 本体 1800 円（税別）
ISBN：978-4-7804-1236-9

美しい風景や見どころ、パリの魅力を
鮮やかなイラストで綴った旅のガイド
ブック。
イラストと手書きの文でパリがますます
親しみやすく感じるガイドブックです。

雑貨・カフェ・スイーツは乙女が大好き
なパリの３本柱。素顔のパリを体感でき
る素敵な情報がぎっしりつまった女子力
アップの１冊。写真を見ているだけでも
楽しくなっちゃう！

●まつはしゆか ストックホルム、エジンバラの美術大学を経て現在はスイス在住。子育てをしながら、イラストレーター、ライターとしてヨーロッパの情報を発信する。

日本人女性が経営するプロヴァンスのペンション

SCARABÉE スカラベ

世界一大きな演劇フェスティバルが夏に行われるアヴィニョンから
30 キロの MAZAN マザン。ぶどう畑に囲まれた美しい小さな村の
高級ヴィラ内に日本人経営による朝食付きペンションがあります。
お部屋の名前はプロヴァンス地方にゆかりのある画家のゴッホ、
ゴーギャン、セザンヌの名前がついている粋な計らい。マルセイユ、
エクスアンプロウ゛
ァンス、アルルなど近くには見所が満載です。
のんびりと長期滞在をしてプロヴァンスを堪能してみてはいかがで
しょうか？あー！行きたいですー！
南仏プロヴァンスの日本人経営 chambres d'Hôtes（ペンション）
SCARABÉE スカラベ Mme TAKAYA Nobuko
TEL/FAX : 04.90.69.93.85.（日本時間の１５時以降にお願いします）
http://www.artakaya.com/scarabee_j.htm

サリュ・ラ・フランスを
みて宿泊なさった
お客様に自家製
ラベンダーのポプリを
プレゼント
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" マルセイユへ行こう！”

Information
貝山幸子ステージ “愛のシャンソンを貴方に”

阪急うめだ本店

［日時］４月５日（金） 午後１時〜／５時〜（各回約30分）［会場］9階 祝祭広場

シャルル・アズナブールの歌に、
“ALLEZ! VAI MARSEILLE 〜マルセイユに

是非皆さん会いにきてくださいね！

行こう”がある。アズナブールの渋い歌声が、さあ、マルセイユに行こうぜーー！

［お問合せ］阪急うめだ本店

TEL 06-6361-1381

と連呼。数年前、プロヴァンス地方を車で回ってマルセイユに入ってそこから
TGV でパリへ向かった旅をした。マルセイユに向かう車中の中で口ずさむのは

Le Salon（ル・サロン）～大人の為の至福の空間

この歌、マルセイユへ行こう。うわーー！ぴったりのシュチュエーション。まさ

香りをまとった造花の学校（セントアーティフィシャルフラワーアカデミー）を中心に
「心豊かな大人（あなた）のための講座」では手工芸・健康・美容・音楽会・アートなどを通じ
「人生を楽しむための時間を愛でる機会」をお届けしてます。

に私はマルセイユに向かっているのです。日本語の訳詞の中に“羊飼いの群れ”
という言葉が出てくるんだけど、なんとプロヴァンスの山奥で羊飼いに遭遇。ア
ルプスの少女ハイジでしか見た事のない羊飼いが！あれっ、若い？イケメン？！髭モジャのお爺さんじゃないのね。羊

香りをまとった造花の学校「セントアーティフィシャルフラワーアカデ
ミー（Safa）
」アーティフィシャルフラワーは「造花」
。生花やプリザー
ブドのようなメンテナンスが不要で本物と見間違うほど精巧に作られて
います。専用アロマ「セントフラワーエッセンス」を取り入れて造花に
はない「香り」を導入しレッスンやギフトへのご提案などアーティフィ
シャルフラワーの普及に努めております。

を追う犬もいるーー。きゃー。道路を横切るーー！！テンションは最高潮。結局それから、
２日間“マルセイユへ行こう”
が頭の中でなりっぱなし。羊飼いが主人公になる SACHIKO ヴァージョンの勝手な日本歌詞をつけて。マルセイユに
着いた頃にはもうぐったり。威勢のいい港町だわー。到着までにこんなに体力がなくなるなんて。それにしてもアズナ
ブールってやっぱり凄い！かなり感動した私でした。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

■サロン所在地

J R 東西線「大阪天満宮駅」地下鉄谷町線・堺筋線「南
森町駅」出口より徒歩 5 分
〒 530-0038 大阪市北区紅梅町 3 － 2 ヒエダビル 2 階
06-6352-1530
■サロンオーナー 芳村久美 http://le-salon.jp <http://le-salon.jp/>

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）最新アルバム“バルバラを歌う”
（LLCM-1004）好評発売中。
http://salut-paris.com/
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幻想的な世界が広がるフランス的大人の世界

美女と野獣〜 La Belle et la Bête（1946 年）
監督：ジャン・コクトー
出演 : ジャン・マレー , ジョゼット・デイ 他

パリに住んで初めて映画館で見た映画がこれ。デザイナーの友人に「絶対見た方がいいよ」と連れて行
かれた思い出が。ちょっぴり滑稽で、美しくて、ドキドキして、グロテスクで・・・大人が作った大人の
為のおとぎ話。この映画がきっかけでコクトーの虜になったのでした。撮影に使われたお城はニースの丘
モンボロンにあるお城です。コクトーに愛された俳優ジャン・マレの為に作られたと言われる映画。１度
は見た方がいいフランス映画です。
［ストーリー］ 年老いた商人の末娘のベルは美しく優しい娘で、いつも意地悪の二人の姉にいじめられて
いた。ベルの前に醜い野獣が現れて、ベルだけが優しさを彼に向けた・・・彼は魔法使いに魔法をかけら
れて醜い姿になっていた美しい王子様だったのでしたー！そうです、王道のおとぎ話です！！

Le Salonからのおしらせ

・
「心豊かな大人（あなた）のための講座」5 月新規オープン・受講生募集
・ギャラリー展示作家募集
詳細はお問い合わせください

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

『乙女のパリ・かわいい雑貨、カフェ、スイーツをめぐる旅』 （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。（2013 年 4 月 30 日締め切り）
●編集後記

カンヌの週末。素敵なイタリア紳士に会える確率高いですー。キュン！（Ｓ）

バックナンバーは仏蘭西倶楽部 HP にてご覧いただけます。http://salutlafrance.jp/
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［期間］4月3日
（水）
〜4月9日（火）
［場所］9階催場

※催し最終日は午後6時まで

南仏プロヴァンスとコートダジュールを特集。素朴であたたかな小さな村や地中海の飛沫きらめく港
町、
鮮やかな色彩と優しい日差しが美しい南仏ならではの素朴な郷土料理やスイーツをご紹介。さらに、
パリからも古きよき時代を今に受け継ぐ、おしゃれな雑貨や老舗写真館など新企画をご紹介します。

パリジェンヌが愛する南仏の郷土菓子
● 日本初登場「レストラン ジョイ」本場の南仏料理を会場で！

オーナーシェフ、
ドップ・ヴェベールさんに
よる実演！

プロヴァンス最南端の街イエールにある人気レストラン。フランスで影響力の
あるレストランガイド「ゴー・ミヨ」
にも掲載されています。オーナーシェフのドッ
プ・ヴェベールさんが来日し、ホロホロ鳥や鯛のプロヴァンス風料理を実演し
ます。デザートは、港町サントロペの郷土菓子“トロペジェンヌ”のシェフオリ
ジナルバージョンをご用意。

●「ジュヴォー」ロカイユ
古代ギリシャ商人達の商業拠点として栄え、ローマ時代の凱旋門が残る街、カ
ルパントラは古くから製菓業が盛んな場所です。今も伝統的な南仏菓子が息づ
くローマ時代の凱旋門が残る街カルパントラで親子 3 代にわたり受け継がれて
いるパティスリー ｢ジュヴォー｣。今回は、3 代目ピエール・ジュヴォーさんが
来日し、ふわふわのメレンゲを低温の釜でじっくり焼き上げる伝統菓子“ロカ
イユ”を実演。

●日本初登場「コンフィズリー ドゥ モンヴァントゥー」ベルランゴ飴
製菓業の町カルパントラにある、1946 年創業の老舗 ｢コンフィズリー ドゥ モ
ンヴァントゥー｣ が日本初登場。オーナーのティエリー・ヴィアルさんが初来日
し、白いラインが入ったピラミッド型のキャンディー“ベルランゴ飴”を実演販
売します。

●日本初登場「ラ・ファム・ドゥ・ブランジェ」ビスケット
ブドウ畑とオリーブの樹々、地中海を見下ろす小高い丘の街、城壁に囲まれた
村ル・カストレで愛されるビスケット屋さん。オーナーのポール・ブレイさんと
2 代目トマ・ブレイさんが来日し実演。

日本初登場のベルラン
ゴ飴。
オーナーのヴィア
ルさんによる実演も！

