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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］

ヴァカンスに一緒に…



Vacancesヴァカンス

憧れの南フランスへ

年間５週間の有給休暇があるフランス。

７月１４日革命記念日の前後からヴァカンス大移動が始まります。

家族や友達と休みを合わせて、旅行したり別荘を借りたり。

違う地方に住んでいる人同士がお家を交換して

旅行気分を味わったり。

楽しくリーズナブルに夏を過ごすアイディアがたくさん。

さっ、日本からヴァカンス気分を味わいましょうか！

1・モナコ　グレース王妃のバラ園
2・どこまでも蒼く続く地中海
3・ロスチャイルド家の別荘
4・サンジャンカップフェラの入り江にて
5・アンティーヴの街
6・アンティーヴの市場。活気がありますね。
7・南フランスのおうち。住んでみたいですー！
8・お庭でお食事！ヴァカンス気分200％アップ！
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色彩やかなプロヴァンスへ

夏のパリ〜モンマルトルへ

16・パリのアイススタンド。なんとなくお洒落！
17・サンシュルピス教会前の広場。時間が経つのを忘れそう
18・モンマルトルの朝は静かです
19・ちらっと見えるサクレクール寺院
20・パリのシンボル！エッフェル塔
21・ピンクパスティス。初めて見ました
22・芸術橋から眺めるセーヌ。夏のセーヌは誇らしそうです

   9・アヴィニョンの演劇祭。街全てが劇場です
10・プロヴァンスの雑貨屋さん
11・気持ちイイーニャン。プロヴァンスにゃんこ
12・たまにはレストランでお食事
13・夏の日差しがたまりません
14・アヴィニョンの演劇祭
15・夏の朝のテルトル広場
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2003 年にリリースしたファーストアルバム。ピアニスト高島正
明さんの素晴らしいアレンジと演奏。私がフランスで一緒に活
動していたミュージシャン達と一緒に初夏のベルギーで録音。
録音のスタジオの周りは大自然。ヨーロッパの空気とパリの素
顔を閉じ込めました。この夏あらためて聞いてみると自分でもか
なり大好き。これだけ時間が経つと客観的に聞けるのですね。
深津千鶴さんのイラストのジャケットも素敵。

パリ在住 25 年、フランスの若い芸術家やパリへの旅行者の方々から「パリのおかあ
さん」として慕われる、Ikuyo TAKAHASHIさんデザインのポシェット。普段使う
ものは取り出しやすく、そして盗難防止の隠しポケットなど５つのポケット。斜め
掛けして軽くて丈夫な優れものです。お求めは、Moi-Même ネットショップにて。

収録／月を噛む・思い出の夏・夢で逢えたら・半ダースのバラ・ウィーンにて 他
2,700 円（税込み）　NES18964　問い合わせ　sachiko@salut-paris.com

サイズ：たて 21cm、よこ幅 15cm、ヒモの長さ115cm　4,800 円（税別）

20 年のロングセラー
この季節カフェでお勧めの飲み物。グラ
ナデンシロップ（ざくろ）をビールで割る。
簡単でしょ！ただ、シロップはフランス
産、ビールはヨーロッパ産を選ばないと
違う味になってしまうので注意。（一番
手に入りやすいのはハイネケンかな）女
子力アップのピンク色のすっきりした甘
さ。天気がいいと飲みたくなります。

ドキドキわくわくする気持ちがあればどこでもヴァカンス気分。
気持ちのいい天気の日、近所の公園の木陰でキリッと冷やしたロゼワインとサンドイッチでピクニック。
そのままうたた寝したり読書したりとリラックス。ヴァカンスとは、心の栄養。
旅行したってしなくたってどこでもヴァカンス始めましょ。

貝山幸子
（シャンソン歌手・仏蘭西倶楽部主宰・サリュラフランス編集人）

小さなスケッチブッ
クと水彩パレット。
凝 った 画 材 は 気
負ってしまうので、
できるだけ簡単な
もの。メモにも使
え、なんとなくし
たためた字やデッサンが良い思い出
にもなるから。

大串久美子さん
「華麗なるフランス競馬」（p５掲載）著者

マカロン、モンブランなどの身近なお菓子から上級者向け
のお菓子まで、誕生秘話やお菓子の説明。日仏一流パティ
シエーによる、芸術品のようなお菓子の写真とお菓子に秘
められた物語を読みながら、フランスにいる気分。
この一冊でフランス菓子の全てが貴方のものに！

大森由紀子
学習院大学文学部仏文科卒。パリ国立銀行東京支店勤務後、
パリの料理学校で料理とお菓子を学ぶ。フランスの伝統菓子、
地方菓子など、ストーリーのあるお菓子やフランス人が日常
で楽しむお惣菜を雑誌、書籍、テレビ等を通して紹介している。
目黒区祐天寺にてフランス菓子と総菜教室を主宰。

Ikuyo Takahashi
様々なアクセサリーのデザイン、
制作。アンティークビーズを使っ
ての奇跡のメダイユや聖テレーズ
のメダイユのアクセサリーは長く
愛されている。その他、パリ滞在
の為の短期アパルトマンの紹介で
は「地球の歩き方」に掲載。パリ
に住むように滞在したい人がたく
さん訪れる。「パリに行くなら
Ikuyo さんのところへ」というリ
ピーターが多い。

○ Moi-Même ネットショップ　http://www.moimeme-paris.com
○ 短期アパルトマン　http://schubertiade.web.fc2.com

サリュ・ラ・フランス的
ヴァカンスのススメ

大森由紀子　2,000 円＋税　世界文化社
モナコ

フランス菓子図鑑
お菓子の名前と由来

ヴァカンスに
おススめの一冊

ヴァカンスに
おススめの一杯

トラベラーズ・ポシェット

ヴァカンス旅行に
おススめ

ヴァカンスに
何を持って行きますか？

貝山幸子「月を噛む」

ヴァカンスに
おススめの１枚



　パリのロンシャン競馬場は、７月半ばの《パ
リ大賞典》の夜に花火を打ち上げた後、夏季
休暇に入ります。でも競馬自体が休みになる
わけではなく、リゾート地で続行するのです！　フランス全国の競馬場の数はなんと 250 にもの
ぼりますが、やはり一番の見所はノルマンディ地方でしょう。中でも、今年創設 150 周年を迎え
る海辺のドーヴィル競馬場には、ロンシャンの平地レースの花形が来ています。
　この地方には、他にもカブール Cabourg やクレールフォンテーヌといった人気の馬場があります。
カブールは小説家のプルーストが滞在したことで有名な避暑地で、『失われた時を求めて』ではバ

ルベックという名前で登場します。
作品には競馬の話も出てくるんで
すよ。近場でレースを観たある画
家が、主人公に興奮して語るとこ
ろです。騎手が目立って奇観なこ
と、女たちがやけに美しく見える
こと、広々とみなぎる光線、おび
ただしい光と影、海の湿度のすが
すがしさ、エレガンスの極地……。
夏競馬の雰囲気の爽やかさ・優雅
さは、今も同じ感覚があると思い
ます。
　もっとも、正確を期すればこれ

はカブールから 20 ｋｍ足らずのところにあるドーヴィル
の競馬光景だと思われます。後年にできたカブール競馬
場は内陸にあり、トロットレース（小型の馬車を引く競走）
が行われています。ヴァカンス中はナイターが催され、長
い夏の夜のお祭りの場です。
　またクレールフォンテーヌは、フランスで最も美しい競
馬場として愛されています。スタンド席の建物がノルマ
ンディ様式で、とても風情があるのです。位置的にはよ
りドーヴィルに近く、平地レースと障害レースが行われる
ので、パリ競馬の舞台その３とも言えるでしょう。
　９月からはロンシャンに戻って《凱旋門賞》の準備が
始まります。近年は日本馬が挑戦を続けて世界中が関心
を寄せていますね。今年も楽しみです。あと２、３年のう
ちにロンシャンは大規模工事で生まれ変わる予定ですの
で、それにも注目です !

その3

モンマルトルの芸術家 特別編

ヴァカンスに競馬観戦

文・大串久美子（パリ在住）
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）

美しさでフランス一といわれる、クレールフォンテーヌ競馬場

競馬場で絵と
ピクニックの
イベントの日
もあります

大串久美子・著
駿河台出版社（2011 年 3 月発行）
2,415 円（税込）

華麗なるフランス競馬
ロンシャン競馬栄光の日

マリー・アントワネットが、
ナポレオンが、フランス競馬を創っ
た !　歴史の裏に秘められた、
馬と人と国家の物語。

　日本の競馬とフランスの競馬はこんな
に違うのね？！激動の１８−１９世紀のフ
ランス。競馬が歴史を動かしていたかも
しれない？スケールの大きなドキドキに興
味深く驚きながらタイムスリップ。現代
競馬の魅力についても盛りだくさん。サ
リュラフランス編集部大推薦。フランス
大好きな人は必読です！

世界中のホースマンが夢見る、ロンシャン競馬場のパドック
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ヴァカンスで誰もいなくなったパリ。昼は自分のアパルトマンや近所を散歩して夜は居残
り組が集まってパーティー！夏休みだもん、パーティーは１時、２時まで延々と続く。この時
間なら誰もいないかもね！散歩しよう。ご機嫌になりながらシャンゼリゼへ。さすが世界の
シャンゼリゼ。かなりのにぎわい。信号待ちしていると目の前に日仏カップルが。私と友人
は思わず声を上げた。「えっ、うそでしょ！」目の前のフランス男は、友人の恋人だった。

私達に気がつかずかなりいちゃつく二人から、とっさに私達は隠れた。前の恋に疲れて固
く閉ざしていた友人の心を、誠実な態度と思いやりと愛情で幸せにしてくれていた彼。

彼も友人も私より２０歳年上で大人の恋だったのに。
「彼女がヴァカンスに行っている間に若い子とパリでなにしてるのよぉー！」

私達はカフェに入った。「とりあえず落ち着こう。」言うべきか言わないべきか。かなり悩
んだ末、「嘘をつくのはやめよう。」という結論に達した。彼にも彼女にも見たまま伝えよう。
結局彼は「ただの友達だ。」と言い張り、彼女は別れを選んだ。果たして私が正直に言った
事が良かったのか悪かったのか。しばらくして、その彼女が私に言った。
「サッちゃんあの時はありがとう。また誰かと恋が出来る事を気がつかせてくれる役割が彼
だったのね。大切な貴女達に嘘をつく罪悪感を与えなくてよかった。私の事を本当に思って
正直に話してくれた貴女達が本当に大切なのよ。」

その夏から、私達はパリの家族になっていた。数年後、たくさんの思い出を残して彼女は
旅立った。ふと考えると、もう長い事８月のシャンゼリゼを歩いていない。

●編集後記　ヴァカンス気分といいながら昼からワイン飲んじゃってます（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/

● 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 8 月31 日締め切り）

「華麗なるフランス競馬」（3名様）

Salut La France
■2014年7月発行第38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：Haruimi DOI　　
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。

 サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

I n f o r m a t i o n

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/

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

シャンソンで
ドキドキしませんか？

８月のシャンゼリゼ

“フランスを体感するイベント”を一緒に開催しませんか？

フランスを感じる１日
パリの素顔を伝え続ける情報誌

「サリュ・ラ・フランス」がお届けする
フランスな一日。

2014年！仏蘭西倶楽部ではフランスを体感するイベントをいろいろな場所で開催したいと思っております。
一緒に開催していただける方、開催できる場所の情報等、全国の読者の皆様からいろいろな情報を募集いたし
ます。全国はドキドキするフランスを御届けしたいと思ってます！
フランスを体感するイベント事務局　info@salut-paris.com

［日時］ 2014年7月21日（月・祝）海の日
［会場］ エコール・プチ・ピエ　銀座
東京都中央区銀座1-14-6　銀座１丁目ビル

（旧スポニチ銀座ビル）8F
http://ecole-ppginza.jimdo.com/

■予約・お問い合わせ
TEL 03-6228-7809 エコールプチピエ銀座

ミニフランスフェア & カルチャーイベント満載の一日
ミニフランスフェア　時間：11時〜17時

大森先生特別講座
 　「素顔のパリ・お菓子屋さん巡りと最新スィーツ」
　講師：大森由紀子（フランス菓子、料理研究家）
　時間：15時〜16時30分
　料金：3,780円（お茶&プチスイーツ付き）　
　 大森由紀子先生の手作りのプチスィーツを食べながらの

レクチャー
 簡単シャンソン講座
　講師：貝山幸子
　時間：17時〜18時30分
　料金：3,240円
　 エディット・ピアフの名曲「愛の讃歌」をフランス語で歌

いましょう　他
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3,800 円 + 税

全国書店 又は Amazon にてお求めいただけます。

フランスで 30 年のロングセラー 
定番レシピ本を本邦初訳
●辻調理師専門学校による総合監修
●日本人読者向けに、食材や用語を丁寧に解説
● 〈ワインサービス〉の項は、日本ソムリエ協会  

佐藤陽一氏による監修協力

全レシピ 222 点に、三つ星シェフの〈テクニック〉が満載。
伝統の家庭料理までしっかり収録されています。
加えてボキューズ氏の人柄がにじむ〈コメント〉が秀逸です。

初心者から腕に覚えのあるプロまで…
料理を愛するすべての人へ

とても
好評です！

3,400 円 + 税

全日本最優秀ソムリエ・
世界最優秀ソムリエコンクール日本代表が
みちびく新しいワインの学び方、味わい方

発行：株式会社ミュゼ
発売：株式会社 アム・プロモーション

発行：株式会社ミュゼ
発売：株式会社 アム・プロモーション


