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今だから伝えたいフランス
［サリュ・ラ・フランス］

Bonjour

夏のパリからボンジュール！

素顔のパリ
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皆さんお元気ですか？フランスに引っ越しをして、3 度目の夏を迎えました。
7 月から始まった夏のバカンスシーズンも 8 月後半まで続きます。
世界一長い期間といわれている、このフランスの夏休み、
フランス人はこんな風に楽しんでいるんですよ！

マルセイユから
足をのばして

バカンス天国、フランス

1
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夏の陽気と共に、
「今年のバカンスはどこにいくの？」という会話が、挨拶が
わりになるここフランス。デパートには、ずらりと並んだスーツケースや水
着専門の売り場が設けられ、人が絶えません。信じられないことかもしれま
せんが、フランスでは法律で 30 日間の年間休暇が認められています。土日
を加えれば、1 か月を超えて会社や仕事を堂々と休むことができるのです。
まさにバカンスは年に一度の大イベント。
「バカンス命」とは、まさにフラン
ス人のためにある言葉です。

2

3
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1・カシス Cassis の青い海

5・幻想的な Cassis の夜景

2・優雅に流れる時間

6・いつでも大好き〜！

3・ホテルのテラスから海を眺める

7・プロヴァンスのワイン畑

4・Cassis の港
Photo Harumi Doi

えっ？パリがからっぽに！？
7 月 14 日の革命記念日を過ぎると、一挙にバカンスシーズン突入です。８
月になると、大都会パリからパリジャン・パリジェンヌがバカンスに出掛け
てしまい、いつも混雑しているバスや地下鉄がウソのようにガラガラ、交通
渋滞もぐっとすくなくなります。バカンス中のパリは、まさに抜け殻のよう。
もし次回フランス旅行をお考えななら、7 月から 8 月にかけて、またはお盆
休み期間は、要注意です。お目当てのお店が、バカンスでお休み…という危
険性が大。その一方、いつも人が絶えない街中がとても静かで、観光がしや
すいという利点もあります♪
フランス式バカンスの過ごし方
ある日本人の奥様が、フランス人の旦那
様に対して怒ったことがあるそうです。
「せっかくのバカンスなのに、何もしない
なんて！」と。
「のんびり過ごす」という
のがフランス式バカンスの定番。例えば
海だったら、砂浜で昼寝、はたまた本を読む。山だったら、毎日トレッキング。
てくてくてくてく…歩く、歩く。あれもこれも、と詰め込みがちな日本の休暇
ですが、まさにその真逆。
「何もしない贅沢」を満喫するのが、このフランス
のバカンスなのだと思います。みなさんは、どちらがお好みですか？

文・写真 髙野志津
FM 静岡の局アナを経て、仙台
でフリーアナウンサーになる。
プロ野球・楽天イーグルス初
代スタジアムＤＪのほか、FM
仙台、NHK 仙台放送局でキャスターを務めた
のち、2014 年にフランスへ移住。昭文社こ
とりっぷ WEB でパリに関する記事の執筆の
ほか、各種コーディネート、パリ観光のプラ
イベートガイドも務める。
詳しくは HP を！ http://www.shizu.paris/

仏蘭西倶楽部 貝山幸子

〜おすすめの本〜

宮城県仙台市とブルターニュ地方のレンヌ市は
2017 年姉妹都市提携 50 周年です。

ト
物ガレッ
レンヌ名

サリュ・ラ・フランス編集人

特別レポート

貝山幸子は故郷仙台とレンヌ

レンヌ国際見本市

を結ぶ活動を 2000 年から
続けています。お互いの文

ひとりでも予約なしでも、おいしい食事と
パリの魅力に出会える店

化を知ることは国際交流の

『パリ、カウンターでごはん』

第一歩。仙台にフランス・
レンヌの文化を。レンヌに日本・仙台の文化を伝えるため
に様々な活動をしています。
2016 年３月、レンヌ市で国際見本市が開かれ日本から

本食レストラン。初日には仙台

は仙台市と広島県が参加しました。仙台市とレンヌの姉

の今を伝える講演があり私は

妹都市協会（代表・菅原雅美）が中心になり、仙台の街

仙台の歌「青葉城恋唄」をフ

の紹介、復興から現在の様子、観光パンフレット配布、

ランス語で歌い仙台の PR をさ

七夕飾りや短冊作成などのブースで連日多くの方が訪れ

せていただきました。立ち見が

ました。私は、仙台市からの公式訪問団の皆様とレンヌで

出るほどの多くの方が集まって

合流させていただき、レンヌ市長と共に視察をさせていた

くださり姉妹都市としての仙台

だきました。国際見本市は様々

に関心を寄せる人が多い事を

な産業や文化を紹介する大き

肌で感じました。震災直後

なイベントです。今年のメイン

レンヌではすぐに募金が始まりました。その動きがフランス

テーマが JAPON（日本）様々

全土に広まり多くの募金がレンヌ姉妹都市協会を通して

な形で日本文化を紹介するお

仙台に届けられました。

店やブースが並びます。武道、
漫画、着物、こけし、酒、日
仙台の七夕飾り

著 伊藤 文
税込 1,944 円（本体 1,800 円）
誠文堂新光社（2016/07 発売）

レンヌ市長（中央
）と姉妹都市協会
元会長 親友マリ
アンドレさんと
ー・

2017 年は姉妹都市提携 50 周年の記念の年です。

今、パリではカウンターのある店が次々にオープ
ンして、一世を風靡しています。カウンターその
ものをコンセプトにしたという店作りです。著者・
伊藤文が足しげく通うおすすめのカウンター店
48 軒を厳選。６つのカテゴリーで、カウンター
をめぐる各店のストーリーとその魅力を紹介。

仙台サリュ・レンヌの会（代表貝山幸子）は
2000 年からの仙台とフランス・レンヌ
を結ぶ活動が認められて、先日仙台で行
われた G7 仙台財務大臣・日銀総裁会議
の公式歓迎レセプションに仙台サリュ・

著者 伊藤文 ITO Aya

レンヌの会代表として仙台市長より招待
をいただき行ってまいりました。15 年間
の地道な民間活動が認められて仙台での
初めての国際会議の記念すべきレセプ
ションに呼んでいただけた事本当に励み
になりました。国際交流は世界平和の第
一歩。わくわくドキドキしながら
2017 年 50 周年イベントを楽しく広げ
ていきたいと思ってます。皆様大きな関
心をお願いいたしまーす！
農業ブースには大きな牛が！

パリ在住 22 年。フランスを拠点に食
ジャーナリスト、翻訳家として活動。訳
書には、世界初の美食評論家グリモ・ド・
ラ・レニエール著 1808 年刊行“招客必
携”
。ジョエル・ロブション著“ジョエル・
ロブション自伝”
。エルヴェ・ティス、ピ
エール・ガニエール共著“料理革命”
。
リオネル・ポワラーヌ、アラン・デュカス他著“拝啓法 王
さま 食道楽を七つの滞在から放免下さい”
。フランソワ・
シモン著“パリのお馬鹿な大喰らい”など（すべて中央公
論新社）
。著書は、
“フランスお菓子 おみやげ旅行”
（東
京書籍）
。
“パリを自転車で走ろう”
（グラフィック社）など。
2013 年、プロジェクトチーム“食会”を立ち上げ、ウェブ・
マガジンをバイリンガルで創刊。http://www.shoku-e.com
食に関わるさまざまなジャンルの人々を日仏でつなぎ、
新しい食文化を創造する。ボン・マルシェやメゾン・ド・
オブジェなどのイベントにも参加。

パリから小旅行
イングリッシュガーデンに魅せられて
北九州ネーブルグリーンと共に
絵本ピー
ターラビ
ットが生
まれた家

エジンバラ城

本格的なヴァカンス前の初夏の
新緑の美しい季節

福岡空港からロンドンヒースロー
空港からスコットランドのエジン
バラへ。湖水地方、
コッツウォルズ、
バ ー ト ン オ ン ザ ウ ォ ー タ ー、

北九州ネーブルグリーンの皆さんと

英国屈指の庭園ヒドコートマナー

夢のような緑に包まれてきました

バイブリー、奇跡の庭ベスチャート

フランスの緑も美しいけど、

日本でお馴染みのキャロン・クー

イギリス＆スコットランドも最高！
新たな魅力を再発見した旅でした。

ガーデン、英国で最も美しい村

美しい村
英国で最も

ガーデン。
パ ー さ ん の Foss Farmhouse
でのアフタヌーンティ。イギリス
の美しさに、心を奪われた夢の

キャロン・クーパー
（右）
さんと仲間たち

世界でした。
エジンバラ小道

コッツウォルズの公園

キャロンさんのアフタヌーンティー

奇跡の庭

奇跡の庭

モンマルトルの芸術家

ランスではそもそも絵画とはアトリエの中で描くも

コンクールもあり、アマチュア外光

のだったのが、外で描かれるようになったのは、外

派も腕を振るいます。

光派と呼ばれる画家たちのイニシアチブによるもの

その 7

バカンスだ、海へ、山へ！

パリもすがすがしい季節になりました。どこかへ

モンマルトルに海はありません

でした。風景を目の前にしてその場でキャンバスに

が、ブドウ畑をはじめ、のどかなバ

描くというのは、19 世紀には目新しいことだった

カンス気分の漂う風景はあちこちに

のです！

残っています。
「ギャンゲット」も

モンマルトルに今も健在、ギャンゲットが
できるテラスのあるカフェ

行きたくなります。芸術家は外の光で絵を描きたく

海辺で描いた先駆者にウージェーヌ・ブーダン

その一つ。これはオープンテラスの

なり、水辺や野原へとイーゼルを運び出します。フ

（1824-98）がいます。ノルマンディの港町オンフ

カフェ・レストランで、音楽の生演

ルールで生まれた彼は、生涯海の絵をたくさん描き

奏が入ってダンスもできるところで

ました。モネに「外の光で絵を描くといい」と教え

す。パリの中心部の人々は昔から
「田

たのはこの人です。そして多くの絵描きがノルマン

舎の山」的なモンマルトルに憩いを求めてやってき

ゴッホの『ギャンゲット』は、ラ・ボンヌ・フ
ランケットというレストランで描かれました

雰囲気。この楽しさ、のどかさは時代を超えて愛さ

ディの海辺や田園をアトリエとして制作するように

ました。そこで大勢で集って楽しいひとときを過ご

れています。テラスでアコーデオンの演奏が始まれ

なり、印象派があの特徴的な光と色の感覚を持つ

すのですが、ルノワールの描いた『ムーラン・ド・

ば、老若男女、みんな立ち上がって踊りたくなるの

ことになったのです。南仏の空気とはまた違う独特

ラ・ギャレット』は、広いギャンゲットで人々が躍

です。

なものがありますよね。今も夏のノルマンディでは

る様子でしたね。ゴッホ
（1853 － 90）
もギャンゲッ

文・写真／大串久美子（パリ在住）

印象派に因んだ催し物が人気です。絵の現場描き

トの絵を描いていますが、こちらはひなびた田舎の

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）

ブーダン『トゥルーヴィルの浜辺 ‐ウージェニー后妃とお供の一行』

information

t o pics

大森先生のお菓子のレシピは本当に美味しいです！

大森由紀子先生の大人気の講座が日本全国どこでも受講できる通信講座がはじまりました。
好きな時間に本格的なフランス菓子を学べる仏蘭西倶楽部お勧めの講座です。

南ノルマンディー地方の町、モルターニュ・オ・
ペルシュにて東北の被災地に捧げる展覧会が

【通信講座】フランス地方菓子コース
「フランスの地方伝統の本格的なお菓子を、まるでフランス全土を旅するようにストーリーと合わせて
学んでいただけます。毎回１回２品をＤＶＤに収め、レシピとともにお送りします。
１年契約ですが、３年続けていただければ、
72 品学ぶことができ、ディプロムも発行します。
大森由紀子 OMORI Yuko 学習院大学文学部仏文科卒。パリ国立
○詳しくは、http:/yukiko-omor.jp/ から、
“ お教室のご案内→
受講できるクラスのご紹介 ”をご覧ください。

11/3/11 FUKUSHIMA

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。

行われました。日本からは画家・加川広重さん
（仙台在住）が招聘され、巨大震災画の複製
３枚が展示されました。サリュ・ラ・フランス
編集人・シャンソン歌手貝山幸子も参加。現
在の仙台、福島の事と、是非遊びに来てくだ

加川 広重 KAGAWA Hiroshige 宮城県蔵王町生まれ。2001 年

さい！とフランス語でスピーチの後フランス語

武蔵野美術大学油絵科卒業、平成 24 年度宮城県芸術選奨新人賞。
2016 年 2 月テレビ朝日「報道ステーション」にてアトリエから生中継
にて作品を紹介。HP・http://www.kagawahiroshige.com/

の青葉城恋唄をアカペラで歌いました。

シャンソンで

ドキドキしませんか？
Sachiko KAIYAMA

vol. 7 パリの劇場に行こう！！

パリにはオペラ座が２つある。今はバレエを中心に上演し

大変な日にバレエ留学をしているブリュッセルからバスを乗

会津のホワイトアスパラ農家の皆様ご苦労様でした ! また来年楽しみにしております。

り継いでパリでのオーディションに参加しキャストに選ばれ

2017 年も仏蘭西倶楽部は会津のホワイトアスパラを応援します。

た日本人がいるんですよ。それが、なんと、私のお友達の
お嬢さん。 凄い！ 劇場はミュージカル上演では有名なモガ
ドール劇場（オペラ座に近いのです）一時帰国している時
に「オペラ座の怪人のフランス語の歌をみてもらえませんか！」

ている「オペラ・ガルニエ」オペラを中心に上演している

とってもテンションが上がるオファーを受けて、彼女が歌う

「オペラ・バスチーユ」そう、オペラ座といえばパリなのだ。

であろうパートの音とりや、発音の予習のお手伝いをさせて

この秋、私も大好きなミュージカル名作“オペラ座の怪人”
の初パリ公演が決定した。
オペラ座の国で、ようやくあの名作をフランス語で見れる！
パリに住んでいた時にはロンドンに何度も見に行って、帰り

いただきました。私、感動です。パリではアパルトマンに
住んで劇場との往復になるとの事。
「パリで困ったことがあっ
たら、私の友達訪ねてねー。」舞台に集中できるように
「チーム貝山パリ軍団」のお姉さま方に頼んでおくからね。

のユーロスター（パリとロンドンを結ぶ新幹線）の中では、

本当に素晴らしい事です。パリのショービズの世界の第一歩

ヒロイン・クリスチーヌ気取りでございました。

を楽しく踏み出してね！ASAMI ちゃん頑張れー！さー皆さん！

どの曲も大好き。

パリに行ったら「オペラ座の怪人」見にいこうね！

■「オペラ座の怪人」パリ公演 2016 年 10 月 13 日～ モガドール劇場 http://www.thephantomoftheopera.com/paris/

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）最新ア
ルバム “ バルバラを歌う ”（LLCM-1004）好評発売中。

http://salut-paris.com/

1 月〜 3 月 初獲りの春を告げる初々しい味
4 月〜 6 月 シーズン到来。太いジューシーな甘み

でのオーディションは３月のブリュッセルのテロの翌日。あの

仏蘭西歌会 貝山幸子コンサート

夢のあとさき
仙台 9 月 26 日（月）

場所：19：00 〜 時間：19：00 〜

料金：4,000 円ドリンク付

歌

貝山幸子

ヴァイオリン 渡辺 剛
、
ギター
白土 庸介

9 月 27 日（火）

場所：19：00 〜 時間：14：00 〜・18：30 〜

料金：4,000 円ドリンク付

福島 9 月 28 日（水）

場所：マジー・ノアール 開場 19：00 ／開演 20：00

料金：ミュージックチャージ 3,000 円

詳細お問い合わせ 仏蘭西倶楽部

TEL 090-2884-2266 E-mail  info@salut-paris.com

仏蘭西倶楽部×地酒＆葡萄酒 錦本店

夏から初秋の特別お薦めワイン
家飲み大好き！ でも、何を選んだら
いいかわからない。そんな読者の皆さんへ
錦本店のソムリエ小岩さんの夏から初秋の
おすすめワイン。味わい・品質・コストパ
フォーマンス、すべてに満足いただけるご提
案です。日本には五感で愉しむ『涼』の取り
方は多数ありますが今年の夏はワインで川風
を感じるような涼しさはいかがですか？

ソムリエ小岩 オススメワインセット
5,400 円（税込み）

メ
ス
ス
オ
部
楽
倶
西
蘭
仏

この秋話題の「オペラ座の怪人」パリ公演

2016 年会津のホワイトアスパラシーズンが無事に終わりました !

３月の渡仏の際パリの地下鉄にドーン！と貼ってある巨大
ポスターを見て上演に心をときめかせていた貝山です。パリ

白ワイン ホールンダー 2015

■ 生産国：ドイツ・ファルツ
品種：ミュラー・トゥルガウ リースリング、ソーヴィニヨンブラン
凛とした酸味と完熟したパインの蜜の様な爽やかな甘さのバランスは
まさに颯爽とした風が吹いたかの様な錯覚を起こすかもしれません！
価格：1,580 円（税込み）

白ワイン Ch デュ コワン キュヴェプリマエ 2014

■ 生産国：フランス・ロワール／品種：ミュスカデ 100％
柑橘系の爽やかな香りを感じ、口当たりは優しい酸、豊富な
仏蘭西倶楽部
ミネラルが広がり、魚介類はもちろん、和食全般に合います。
特別ご優待
価格：1,850 円（税込み）
１本からのご注文でも、
全国どこでもすべて送料、
赤ワイン 1 本、ロゼワイン 1 本、上記の白ワイン 2 本
代引き手数料はサービス
もお入れした 4 本セット !
させて頂きます。
ご希望の方、
クール代 300円
にて承ります。

ご注文・ファックス又はお電話にて（必ず仏蘭西倶楽部とお伝えください） TEL 022-224-1411 FAX 022-264-5262
■ 地酒＆葡萄酒 錦本店 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目 2-18 定禅寺 HILL-1Ｆ http://www.nishikihonten.jp/index.html

サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

仏蘭西倶楽部 ポストカードセット 10 枚組 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
＊ハガキ

france-club@cia.co.jp
〒 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋 2-8-15-708
株式会社キャトルヴァンアン
サリュ・ラ・フランス編集部  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。
（2016 年 9 月 30 日締め切り）
●編集後記

パリジェンヌ風と気取りながら公園のベンチで缶ビールを飲むチームサリュ！の女子達です。(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

Salut La France

■2016年8月発行 第42号
発行 仏蘭西倶楽部
（株式会社キャトルヴァンアン内）
配布先／日本全国のフランス関係機関他
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HP http://salutlafrance.jp
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ガーデニング・造園・エクステリア・フラワーデザイン・
ガーデニング教室のネーブルグリーン

NAV E L G R E E N
garden & flower design

http://www.navelgreen.co.jp

陽光が降り注ぐ空間で爽やかな安らぎを…。
ネーブルグリーンのハウス＆ガーデンは
イングランドの片田舎を想像しています。
目標は町並みの変化です。私たちは、
ガーデニング、エクステリア、造園、庭、
外構のアドバイザー集団です。
ガーデニング教室も開講中。

Address.

〒 802-0053

の
ピエール先生
教室も
ガーデニング
人気です！

お花屋と造園屋・ガーデニング教室やアンティーク雑貨のショップ。
2 階にはイタリアンレストランと美容室もあります。
これからも皆様にご満足いただける店作りを目指して頑張ります。

福岡県北九州市小倉北区高坊 2-9-1 BIBRY 内 1F（JR 城野駅より徒歩５分）

○営業時間 10：00 ～ 19：00 ○店休日 月曜日（ガーデニング・造園部は営業） ○ TEL 093-932-1187

