フランス大好きな人のための小さな情報誌
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フランス第二の都市リヨン。フランス南東部に位置し、ローヌ

0区物
語

河とソーヌ河が合流する街、各銀行の本店が置かれる金輸の

7 番外
編リヨ
ン

街、ローマ時代からの壮大な歴史の街、国際刑事警察機構本
部がある街、
「星の王子様」の作者、サン・テグジュペリの生ま
れた街。そして美食の街。
「ポール・ボキューズ」・
「アラン・シャ
ペル」・
「ピラミッド」・
「トロワグロ」などなど超有名レストラン

Brest

Paris

Nancy

には世界中から最高峰のフレンチを目指してやってくる。フラン
スの真ん中に位置するリヨンでは様々な文化が熟成されてきた。

Nantes

Lyon
Bordeaux

パリからはリヨン駅から TGV にて。リヨンにはリヨン駅はない。
ペラーシュ駅、パールデュー駅の２駅に TGV が停まる。レスト

〜ブション〜
気軽に食べれる郷土料理のビストロ
フランス語でワインのコルクの事を、ブション。
美食の街リヨンではビストロをブションといいま
す。美味しい物とワインつながりで“ブション”
に来ればリヨンの伝統料理が食べれること間
違いなし。
リヨンで人気のブション「カフェ・デ・フェデラシ
オン」
（Le Café des Fédérations）可愛い豚ちゃ
んのマーク。お昼のコースもディナーのコースも
リヨンの美味しさ満載でリーズナブル。気の置け
ない仲間と楽しみながらワインも進みます！

住所 8-9-10 rue Major Martin 69001 Lyon - 04 78 28 26 00

ラン巡りでパリから日帰りプランを立てる強者もいるけど、せっ
Marseille

かく有名レストランでのお食事ならディナーを。ライトアップされ
るリヨンの街の美しさも堪能しなきゃもったいない。

リヨン生まれ、ギニョール（Guiniol）
指人形芝居の主人公の名前で人形劇全体を意味でも使われる。
パリの公演でも野外劇場があったり、子供から大人まで気軽に
楽しめるプチスペクタクル。フランス語がわからなくても、フラン
スの香りプンプンの人形達を見ていると、なんとなく滑稽。
リヨンの街のお土産屋さんで必ず見かける黒い帽子に大きな目、
手には棒を持ったギニョール。現在も主人公 ギニョールの不躾
で荒っぽいけれどお人よしのキャラクターや、妻のマテロン、友
人のニャフロン達が繰り広げるストーリーにリヨンっ子達は子供
の頃から親しんでいます。
ギニョールミュージアムのオーナー ロリス・カルデリさんと唯一のギニョール人形職人で M.O.F（フランス最
優秀職人章）の称号を持つ ダミアン・ヴァイスさんが来日！本場の ｢ギニョール｣ をお楽しみください。

阪急うめだ本店フランスフェアでリヨンを体感！ ● 3 月１９日〜２５日
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リヨン近郊にある「ポール・ボキューズ」
のオーナーシェフ。
リヨンが美食の街になったのは彼の
功績が大きい。1965 年からミシュラ

ボキューズさんが

料理人としては初めてこの名誉ある勲章を授与。（ナポレオンに
よって制定されたフランスの最高勲章。）勲章授与式の時に、大
統領に捧げたトリュフのスープは伝説に。（スープ鉢の上面に、
パイをかぶせて焼き上げた。懐石料理の椀をフランスで再現し
大絶賛を浴びる）

ボキューズ !
の形にしたのは
今
を
レ
ュ
リ
ブ
クレーム・

家庭料理のレシピ本を
発表 !
フランスで大人気だったこの本
の日本語版が登場。家庭でプロ
のテクニックを ! コレクション
としても美しい一冊です。

「brulée」は「焦げる」の意味。スペインのカタルーニャ地方の
クレマカタラーナをもとに、1980 年代に今の形に。日 本 で は
映画『アメリ』で大ブレイクのお菓子。

・ドール
ク、ボキューズ
料理オリンピッ
）の創始者
（Bocuse d'or
奇数年の 1 月にフランス・リヨンで開催される世界最高峰の料
理コンクール。
輝かしい経歴だけど、素顔のボキューズさんはお料理を愛する
とっても優しいおじいちゃま。リヨン郊外のポール・ボキュー
ズにお食事に行って暖かいボキューズさんの人柄に触れた人も
多いはず。美味しい物を信念をもって作り出す人は人柄も世界
最高峰クラスなのですね。

ン 3 つ星を 40 年以上維持し続けてい
る。日本の懐石料理や京料理に触発さ
れ、盛りつけに華やかさと季節感を出
しヌーヴェルキュージーヌの旗手とな
る。古典的なフランス料理、家庭料理
にも重きを置き、世界中の料理人達に
様々な影響を与えている。

日本で味わえるポール・ボキューズ
メゾン ポール・ボキューズ
ジャルダン ポール・ボキューズ
ブラッスリー ポール・ボキューズ

東京・代官山
金沢・広坂
銀座・丸の内・名古屋
他…

http://www.paulbocuse.jp/maison

B5 変形 304P 3,800 円 + 税
発行：株式会社ミュゼ
発売：株式会社 アム・プロモーション

お求めは、
サリュラフランスの HP へ！

ボキューズの食卓の幸せを
カンペール陶器で味わう

カンペール陶器と
優しいフランス

春を迎えるとなんとなくパーティーがしたくなる。
みんなをあっと言わせちゃおうかな。
「えー、これ、自分で作ったの。レストランみたい！！」
まずは試作。お料理習いに行った事ないけど、食べるのが大好き
な私。
本を見ながら作るのって子供の頃にお菓子を作って以来かも。
「ワインによくあうお料理」がテーマでメニューを選ぶ。きりりと冷
えた白ワイン。作る前にまずは一口飲む。これに合う料理、どれに
しようかな。ワインを飲みながらレシピ本をめくっていく。やだーど
れも美味しそう！冷蔵庫に入っている物で作れるのは…
「ホタテ貝のフリカッセ！」お刺身で食べようと思ってたけど、
ボキューズおじさんの力をお借りしてフレンチに。
あらら…以外に簡単に出来てしまうのね。キッチンが美味しそうで
香しくなる。一瞬にして優雅なお食事タイムに。BGM はシャルル・
トレネのシャンソン。
軽快な歌声にワインも進みます。
「さっ、次なる試作はなににしようかな。
」パーティーメニューを
決めるご試食会はしばらく続きそうです。
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ポールボキューズの食卓
×
フルリー

136 ページより

帆立貝のフリカッセ（軽い煮込み）
クリーム風味
Fricassée de coquilles Saint-Jacques à la crème
準備時間： 10 分

加熱時間： 15 分

材料（6 人分）

帆立貝の貝柱
500g
薄力粉
バター（食塩不使用） 100g
レモン
1/2 個
ヴェルモット酒（ごく辛口）1/2 カップ
生クリーム
200ml
塩・挽きこしょう

1 帆立貝の貝柱をそっと洗い、塩・こしょうをふる。
全体に薄力粉をつける。
2 鋳物のほうろうの耐熱皿にバターを熱し、バターが薄く色づいたら、帆立貝を入れる。
木べらで混ぜながら、中火で 6 〜 8 分焼く。
3 熱い湯が入った鍋の上に盛りつけ皿を置いて温めておく。
4 レモンは種を取り除いて汁をしぼり、帆立貝にかけて混ぜる。
ヴェルモット酒を加え、混ぜる。
5 帆立貝を覆うように生クリームをかけ、わずかに煮立たせる。
必要であれば、塩・こしょうで味を調え、皿に盛る。
※帆立貝は、鮮度を保つため、殻つきを購入して店で殻をはずしてもらう。
または、自宅で殻をはずすとなおよい。
※ゆでたブロッコリーを添えるとおいしい。

プレート フルリー 25 ｃｍ
本体価格 9,600 円 税込 10,080 円
（ただし 4 月 1 日から変わります）

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。
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
TEL045-640-1151
営業時間 10：00 〜 17：30
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パリに住むという夢。その夢をかなえた人は
その後どうしてるのかな。夢をかなえたその後は…

E L L I さん
ヘアー・メイクアップアーティスト

1993年９月〜2000年６月
パリに住む

大阪の美容学校時代短期研修で初めてパリに来た時に
街の美しさに心を奪われ、７年の美容室勤務の後パリへ移
住。ソルボンヌ大学文明講座でフランス語を学び、その後
メイクアップスクール クリスチャン・ショボーで撮影・舞
台メイクから特殊メイク等を学ぶ傍ら、デザイナー Miki

モンマルトルの芸術家
その 2
モンマルトルの画家と言って一番ピンとくるのは、もし
やモーリス・ユトリロ（1883 － 1955 年）ではないでしょ
うか。この地に住んで、近所の風景をたくさん描きました。
あの情緒あふれる絵の作者をひと言で表せば……、飲んだ
くれです。そんなに飲んでどうして早世しなかったのか、
不思議なくらいです。飲酒は子供の時に始まり、一日に何
リットルものワインを、食事もとらずに飲んだそうです。

酔ったあげくに浮浪者のように外で寝てしまうのも一度ならず、警察のお世話になることもしょっちゅう
でした。留置所で絵を描かされて、それと交換に処罰を軽くしてもらうこともあったとか。母親はなんと
かして息子の飲酒をやめさせそうとしましたが、成功しませんでした。酒屋に絵を持っていけば、ワイン
と交換してもらえるのですから！ でも、まだ有名でなかった頃は二束

MIALY 氏のアトリエに入り浸る。その後ヘアーアーティス

三文。何杯かのワインと引き換えるために急いで描いた絵が、界隈の

ト ロマン・ソラン氏のアシスタントをしながらショーや撮

酒場やレストランに山と収められたそうです。

影の仕事をこなす。スーパーモデルブーム全盛期にメイク

シュザンヌ・ヴァラドン（1865 － 1938 年）は、ユトリロの母として

アップアーティスト チボー・ヴァーブル氏のアシスタン

有名ですが、絵描きでもありました。女流画家の先駆者の一人です。そ

トになり、超有名女優やアーティスト達との数々の撮影に

れだけでなく、優れたモデルとしても活躍し、数々の巨匠の名作の中に

携わる。パリでは５回の引っ越し。最後はリヴォリ通りそばのアパルトマンへ。
「朝早い撮影が多かったからメト

今も生き続けています。ルノワールのあの有名な絵も、ロートレックの

ロやタクシーでの便がいいところじゃないと大変でした。
」独立しフリーランスのメイクアップアーティストに。

あの見覚えのある絵も、モデルは同じ彼女だと分かると、感慨がひとし

「パリに行ってよかったのは、可能性はゼロではないという事を感じた事。考え方がグローバルになりました。
」日

おです。芸術を生み出させる女神（ミューズ）だったのですね。それに、

本にいた時には雲の上の存在だった人や、夢に描いていた職場が現実に目の前に。
「一流の仕事をする人は人間

恋愛の対象としても抗しがたい魅力があったのでしょう。それらの画家

的にも一流なんですよね。
」

たちや音楽家のエリック・サティとも、深い関係を結びました。気性が

「2000 年でキリが良かったから帰国を決めました。
」帰国後はヘアーメイクアップアーティストとして、広告・

激しく我が強く、骨太な筆触の絵を描いた彼女ですが、愛にも芸術にも、

雑誌・ショー・テレビ・映画等、様々な媒体で仕事をこなす。

まさに体当たりでぶつかっていたのですね。

「フランス行きを考えてる方は、すぐに行動に移した方がいいですよ！脳が一日でも若い方がワクワク感もフランス語
も身に付くから！私は下調べを怠った為に随分回り道をしてしまいましたが、臨機応変に対応できるようにする為
にも、目標のある人は出国前に下調べをしておく事をお勧めします。
」

ユトリロ『サクレ・クール寺院とサン・リュスティック通り』

文・大串久美子（パリ在住）
ルノワール『ブージヴァルのダンス』
（Ｓ . ヴァラドンがモデル）

執筆家・翻訳家。フランスの文芸や歴史を研究。
著書に『華麗なるフランス競馬』
（駿河台出版社）

シャンソンで

ドキドキしませんか？ S a c h i k o
vol. 2

Information
KAIYAMA

タクシー ！ リヨン駅まで行って ！！

“リヨン”と聞くと、シャンソン好きなら真っ先に思い浮かべるのが、パリのリヨン駅を舞台にし
たバルバラの名曲“リヨン駅〜 Gare de Lyon”だ。パリのリヨン駅からはイタリア、地中海な
ど南行きの電車が出る。その時代、絢爛豪華な寝台車も発着していたから、駅構内のレストラン・
ルトランブルー
（le train blue）は絢爛豪華なベルエポック調。併設されたカフェもどこか優雅で、
待ち合わせに最適だ。日本語で歌っている人も多いこの歌、
フランス語がわかる前は、
単純にヴァ
カンスに行くウキウキの歌だと思っていた。バルバラが歌う原曲は悲しい。一緒に行ってほしかっ
たのに NG を突きつけられたんだろうか。切羽詰まった感が満載。リヨン駅まで行ってほしいと
タクシーに告げる言葉が苦しい。ヴァカンス大国のフランス。ヴァカンスを楽しく過ごすには恋
愛事情が大きく関わってくる。悲しい恋をあきらめて、ヴァカンスで他の人を見つける人も多いし
ひと夏の恋もね。私のパリ滞在とバルバラは大きく関わっている。バルバラの歌に憧れてパリに
行っちゃったんだもーん。なにが私をこんなにドキドキさせたのだろうか。時が経っても、バルバ
ラの曲の前奏を聴いただけで、胸がキュン。反応してしまうのだ。バルバラをカバーした CD を
作るにあたって最後の家を訪ねた。何度も写真で見た緑の木の扉。ここにバルバラがいたの
ねー！彼女のトレードマークの黒の服を着て扉に頬をつける。珍しく雪が降った日で刺すような寒
さだけどそんなに気にならない。心と頭でバルバラの曲が流れる。
（さすがに歌い始める事は無
かったのよね）うっ、酸欠です。倒れそうです。感動して。息をするのを忘れていたのだろう。何
年経っても貴女の歌を聞くとドキドキする私なのです。 merci Barbara

SACHIKO CHANTE BARBARA バルバラを歌う

貝山幸子 シャンソンミニライヴ in 阪急うめだ本店
［日時］2014年3月20日（木） ①13：00〜 ②15：00〜
［会場］９階祝祭広場

２０１４年は日仏文化交流が始まってから９０周年にな
ります。日本におけるフランス文化ネットワークの先駆
けとなる日仏開館が設立されたのが１９２４年です。こ
の一年間は芸術、メディアコンテンツ、文学、学術な
ど多岐にわたって様々なイベントが開催されます。先
日フランス大使公邸にて記者発表がありました。
（写真
送ります）そしてその後はカクテルパーティー。日仏文
化に携わる多くの方でにぎわった素敵な夜でした！

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

収録曲：小さなカンカータ／黒い鷲／いつ帰ってくるの／ウィーンにて／ナント 他 全９曲
2,500 円（税込） 品番 LLCM-1004 お申し込み：sachiko@salut-paris.com、CD ショップにて

ボキューズの食卓（3 名様）

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）最新アル
バム “ バルバラを歌う ”（LLCM-1004）好評発売中。http://salut-paris.com/

会期中はサリュラフランスを会場内にて配布します。

（数量に限りがありますので無くなり次第終了になります）

サリュ・ラ・フランスは日仏文化協力 90 周年を応援します！

時代を超えて受け継がれるバルバラの名曲たちをいま貴方に伝えたい。

貝山幸子

フランスフェア

どなたでも聞いていただけるフリースペースです。遊びにいらしてくださいね。

● 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。（2014 年 4 月 30 日締め切り）

●編集後記

美食の街！なんて素敵な響きなんでしょうか。美味しい取材多くて幸せな編集部でした。

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/

Salut La France

■2014年3月発行第37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
デザイン：Mari KURIHARA
Cozue WATANABE
印 刷：CIA Corporation
c 仏蘭西倶楽部
○
本誌掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。

［期間］3 月 19 日（水）～ 3 月 25 日（火）
［会場］阪急うめだ本店 9 階催場
食の都として名高い美食の街リヨンを特集。今回のフェアに
は、舌の肥えたリヨンっ子達がこよなく愛する、ブション（郷
土料理のビストロ）“ カフェデフェデラシオン ” をはじめ、伝
統的な製法を守る “ ブーランジェリー ” や “ コンフィズリー ”
“ ショコラトリー ” などが登場。世界の食通達を惹きつけて
止まない、リヨンの魅惑の味をご紹介します。
コース料理のデザートとし
て、リヨンの伝統菓子 赤い
プラリネとキャラメルなど
を混ぜ込んだアイスクリー
ム の ような オリジ ナ ル ス
イーツが登場します。

日本初登場 リヨン一の人気ブション

｢カフェ・デ・フェデラシオン｣
連日、地元の人達で満員の「カフェ・デ・フェデラシオン」
。リヨ
ンの伝統料理 ｢クネル｣（魚のすり身を絶妙な火加減でふんわりと
焼き上げ、海老からとった薫り高いソースをかけるリヨンの伝統料
理）メインにした、
コース料理を会場でお召し上がりいただきます。

チョコレートの芸術！ショコラトリー

｢フローラン・テヴノン｣
１年半前のオープンから瞬く間に美食家のリヨンっ子を虜にした
実力派オーナーショコラティエ テブノンさんが来日。

もっちもちのギモーヴ！コンフィズリー ｢パロマス｣
リヨンの中心ベルクール広場にある 1917 年創業の「パロマス」は、
伝統菓子の赤いプラリネなど、色とりどりのお菓子が並ぶ老舗コ
ンフィズリー。人気商品 “ ギモーヴ ” を実演販売します。オーナー
のドミニク・クレール氏来日。

