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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］



パリ！ ブルゴーニュ！ 華やかなアニバーサリー。
20回という節目を迎えた阪急うめだ本店の『フランスフェア』。
さらに今年は、日仏交流160周年という記念の年。9階祝祭広場や
阪急うめだホールでも音楽ライブやパフォーマンスイベントを多数開催。
ダブルアニバーサリーならではの、あふれんばかりのスペシャルを
お楽しみください。

Tania & Thierry

La Vie en fruits

2017年パリ・パティスリー
コンクール優勝

「タニア・エ・ティエリー」

サンジェルマンで話題の
フルーツジュース専門店

「ラ・ヴィ・アン・フリュイ」

2017 年のコンクールでは、パリ
ブレストをはじめ、エクレアショ
コラ、レモンタルトなど数種類の
お菓子を製作。一般審査員の投票
により、見事 No.1 に。今回、そ
のコンクールで腕を振るった自信
作のパリブレストを実演。

新鮮な素材だけを搾った体が喜ぶ
おいしさ。ラップサンドを一緒に。

Aurore Capucine
元有名メゾンの
パティシエが手がける

「オロール・カプシーヌ」
店内に所狭しと並ぶのはカラフル
な焼き菓子たち。SNS 映え間違い
なしのビスケットを量り売りで。

Maison Richard
フランスでコーヒーといえば、
1892年創業の「メゾン・リシャール」
そのブティック「コントワール・リシャール」で販売さ
れているコーヒーはパリの 90％以上のカフェで採用。
9 階「カフェ ル パン」が“カフェ・リシャール”に。
挽き立てコーヒーをぜひお楽しみください！

Ultramod
オペラ地区にある
1832年創業の手芸店

「ウルトラモッド」

パリ最古の手芸用品店。ビン
テージ生地やリボンは必見。
会場では生地の計り売りも。

オーナーパティシエ
ティエリ—・オドゥ

製作実演

オーナー
エヴァ・ツク

来店

オーナーパティシエ
ジャン=ブランソワ・

プティ 来店

エクスポート
ディレクター

ジェレミー・マンソ
来店

ブティック責任者
アンヌ･クリスティーヌ・

ウルダン 来店

阪急うめだ本店　 3月7日（水）～13日（火）  ９階催場・祝祭広場 ※催し最終日は午後 6 時終了



B5 変形 304P 3,800 円 + 税

監修協力	 佐藤陽一
監修・翻訳	 辻調理師専門学校

出版：  株式会社ミュゼ　
発売： 株式会社
 アム・プロモーション

「シンプルで良質なものを食べよう。本書を読めば良
い料理とは手が込んでいて値段が高い料理ではない」
これは「ポールボキューズの食卓」の序文にあることば
のひとつです。
本書はフランスで 30 年以上前に出版された「Paul　
Bocuse dans votre cuisine」「ポールボキューズがあな
たのキッチンへ」という本の翻訳本です。
フランス料理界の第一人者として君臨し、たくさんの本を出
版してきた中で最も多くの感想を寄せられた本だそうです。
家庭料理に向かう気持ち、買い物、野菜の洗い方、キッ
チンの整頓など。また、シェフが語るワインと料理の調
和など、読み進むにつれ、優しくきめ細やかな言葉にい
つも側においておきたい、楽しんで料理をつくり、食卓
を共にする喜びを分かちあえる。そんな本です。

今年 1 月 20 日ポール・ボキューズさんが 91 歳
でフランス　リヨンの自宅でなくなりましたが、
彼はリヨンにいるときはいつもレストランのお客
様に笑顔で声をかけ、お客様と写真撮影にご一
緒したりと、その人柄が偲ばれます。

仏 蘭 西 倶 楽 部 N e t  S h o p p i n g — ネットショッピング— 仏蘭西倶楽部の HP からご購入いただけます 検索仏蘭西倶楽部

検索仏蘭西倶楽部

（日本経済新聞
2018年1月22日（月）掲載）

オススメ 01 オススメ 02

今年も仏蘭西倶楽部特別販売が決定いたしました。特別価格で
のご提供と特典がついたとっても素敵なお知らせです。獲りた
てを大切に梱包して送付いたします。昭和 30 年代から、会津
にはアスパラ栽培が根付きました。寒い冬に美味しさをたっぷ
りため込んで一生懸命成長中です！ 今年もお楽しみに。

会津産 ホワイトアスパラ

■ご注文方法
　 HP からご注文以外の場合は、お

名前・ご住所・お電話番号・ご希望
のサイズ・キロ数 を明記ください。

■お支払い方法
　 商品と共に振込用紙を同封いた

します。商品到着後 1 週間以内
にお振込みください。仏蘭西倶
楽部 HP から注文の場合は、カー
ド決済もできます。

■お問い合わせ・ご注文先

（TEL、FAX 担当：
  大嶽（おおたけ）SSKセールス
 株式会社 喜多方工場）

ご希望の日にちが
ございましたら
ご指定ください

ご注文から到着まで
の日数： 約３～５日

1kg 3,950円（送料込・税込）

３Ｌサイズ 約20本
２Ｌサイズ 24～35本（約 30 本）
Ｌサイズ 36～46本（約 40 本）
Ｍサイズ 47～70本（約 60 本） 
お任せサイズ （M～２L混合）

下記のお好みのサイズをお選びください。

仏蘭西倶楽部オンラインショップ

http://salutlafrance.jp
カード決済 OK

仏蘭西倶楽部
特別価格

仏蘭西倶楽部 先行予約特典一度食べると感動の
美味しさにリピーターの
お客様がたくさん！
甘くてジューシー。
生でも美味しい〜

全国どこでも送料無料１

簡単レシピ付き2

ご試食用ゲランドの
お塩プレゼント

3

仏蘭西倶楽部からの
お楽しみプレゼント
（何が届くかはお楽しみ！）

4

仏蘭西倶楽部アスパラ特別キャンペーンとお伝えください。

mail info@salut-paris.com
TEL 0241-22-1234
FAX 0241-22-0073

アスパラの発送は
4月20日～6月末まで



夜毎モンマルトルに歌声を響かすシャンソニ
エ、ラパン・アジルは、1860 年創業の古い店で
すが、もとからこの名前だったわけではありませ
ん。初めは《泥棒のたまり場》という胡散臭い名
前でした。その次は《殺人者のキャバレー》とい
う怖い名前、それから《わたしの田舎》という可
愛いのに変わり、その後《ジルのウサギ（ラパン・
ア・ジル）》、そしてようやく《すばしこいウサギ
（ラパン・アジル）》と呼ばれるようになりまし

た。決め手は、アンドレ・ジルという絵描きが描
いた看板です。鍋からウサギが跳び出していま
す。ただ、1875 年のオリジナル作は 18 年後に
盗難にあってしまい、複製を飾ることになりまし
た。今はそれもモンマルトル美術館に所蔵されて
いて、再複製を使っています。なにしろもとが「泥
棒のたまり場」ですから、盗難要注意です。

ボロナリという絵描きはご存知でしょうか。生
涯にただ一点だけ傑作を制作し、1910 年のアン
デパンダン展で観衆をあっといわせた、センセー
ショナルな画家。なんと、彼の正体はラパン・ア
ジルで飼われていたロバなのです！ 絵画界では
キュビズムなどの新流派が注目を集めていた頃で
すが、そういった作品の価値に疑問を抱いた数人
の人物が、ロバに筆を持たせたのでした。いえ、
正確には、絵の具をつけた筆を尻尾に縛りつけ

て、お尻の先にキャンバスを置いたのです。そし
てロバの好きな餌で気を引くと、嬉しがって尻尾
を振り回す、という仕掛けです。その絵は見事、
サロンで買い手がつきました。ロバによる絵であ
ることを公表したのはその後です。「どうせ駄作
を描くのなら、ロバの尻尾と絵描きの腕と、どち
らが良しということもなし！」とは、当時の批評
家の言葉でした。

何かの価値が固定したとたん、それを打ち破る
楽しい創造力が働くのが、モンマルトルの面白さ
です。

その9

モンマルトルの芸術家

ラパン・アジル、
あるいは跳び出すウサギ

ずっと変わらぬラパン・アジルの素朴な外観

「アイ♡モンマル
トル。テルトル
広場を守ろう」

A・ジル作《ジルのウサギ》 ボロナリ作《かくてアドリア海に陽は沈みぬ》

2017-18 年の冬、広場の絵描き達がストを決
行！ 夏季になると広場は飲食店のテラス席
で埋め尽くされますが、その歯止めのきか
ない商業主義に抗議して、開発工事の猶予
取得に成功しました。しかし、将来のこと
は今後の交渉にかかっています。これまで
にも、絵描き達の情熱が歴史を築いたモン
マルトル。今も、鍋の中でじっとはしてい
ないウサギが健在のようです。

Facebook で展開をフォロー：
　　　　　Place	du	Tertre	en	Danger

モンマルトルの夢 ～テルトル広場

文・写真／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）

広場の名称板に「売却済み」の
テープを貼るとは！



復興における
援助への感謝を込めて
「仙台文化祭」をレンヌとパリにて

仏蘭西倶楽部主宰の貝山幸子は宮城県仙台市出
身です。2000 年から仙台市とレンヌ市（ブルター
ニュ地方）姉妹都市団体を立ち上げ様々な角度
から民間交流を行ってきました。東日本大震災の
直後、フランス全土からのたくさんの募金がレン
ヌ姉妹都市協会を通して仙台市に寄せられまし
た。姉妹都市締結50 周年のこの記念すべき年に、
感謝の気持ちを込めて仙台祭りを開催しました。

2017年
10月19日〜22日

25日

レンヌ国際センター
（レンヌ市）
国際大学都市・
日本館・大サロン（パリ市）

貝山幸子コンサート
　夜明けの歌〜黒い鷲展示
　岸洋子 & バルバラへのオマージュ

「アーツ & クラフツ仙台」
〜復興への感謝を込めて…
星に願いを〜 3 人のアーティスト展
ワークショップ
　横山絵美（ジュエリーデザイナー）
　一関恵美（墨画）
　鎌田順子（グラスペイント作家）

宮城の食文化紹介
　仙台味噌・日本酒（浦霞）
　郷土料理はっと・油ふ

国際交流はお互いの文化を
知る事が第一歩。音楽、食、

文化を通してフランスと日本を
お互いに知る事により日々の
生活が豊かになったり夢を

持ってドキドキワクワクできれば。
それが世界平和の第一歩だと思う。

さまざまなイベントを通して
多くのレンヌ・パリの皆さんと

信頼を深めました。

郡和子仙台市長も公式訪問団の皆さんと共に視察 折り鶴でつくった旗は
レンヌ国際センターに寄贈しました

ギター 白土、庸介

レンヌ国際センター

グラスペイント

アクセサリー

レンヌ市に
SENDAI 広場が

できました

墨画

仙台味噌でつくったクッキー



●編集後記　エッフェル塔前、シャイヨー宮前に総勢 30人の職人さんが並びました。圧巻ですね！（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 〒 980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋 2-8-15-708
  株式会社 MUSEE 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。
　 （2018 年 4 月 30 日締め切り）

Salut La France
■2018年3月発行 第44号

発行　仏蘭西倶楽部
　　　（（株）MUSEE 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
E-mail  france-club@cia.co.jp
HP http://salutlafrance.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。

　　　　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＆ Salut La France バックナンバーセット   5 名様

ワインと珈琲のスペシャリストが提供する最高なひと時。
上質な香りと共に刻まれるノスタルジック。大人っていいな。

繊細でアンニュイな歌声、そしてパワフルな活動！
まるでパリジェンヌ！ 神戸から世界を目指すシンガー　小関ミオ　

仏蘭西倶楽部は
ニューカレドニアと宮城県を結びます

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

　ボンジュール。最近の私のコンサートのテーマは
「ドキドキするシャンソンを貴方に」そう、シャンソン
には恋の歌がたくさんあります。不倫、略奪愛、片思い、
ドロドロ…。ありゃ、幸せな愛は？ うーん、もちろん
愛する人と一緒で幸せーってのもありますが、何でだ
ろう？ 幸せな愛ってあんまりドキドキしないよね。
　子供の頃からシャンソンが大好きで恋の歌でドキ
ドキしていたおませな女の子だった私が好きなのは
別れた恋人が再会するパターンの歌。
　そんな中で一番私がドキドキする歌は、アズナブール
の「Non, je n'ai rien oublié ～遠い思い出」再会する
歌はほかにもいろいろあるけど、「彼の隣には私じゃ

ない若いきれいな女性」がいるパターンが多い中、
親の反対で無理やり引き離された愛し合っていた
二人お互い隣にだれもいない状態でばったり出会う。

「君の事は何一つ忘れたことはない…」
　あの頃の二人のこと、自分の気持ち。そしてこれから
もしよかったら君も僕と同じ気持ちならこれから…
もしよかったら…と、なにかこれから起きるんじゃ
ないかと思わせてくれる愛に前向きな終わり方なのだ。
辛いことがあったけど、それを乗り越えて、もしか
したらまた愛が再び的な大人のドキドキする世界。
ワクワク感が広がるメロディ。
　アズナブールのコンサートで、この歌を始めて
生で聴いたとき感動で涙が溢れた。昨年に引き続いて
今年もアズナブールが来日する。94 歳を迎えての
来日コンサート。ステージで歌い続けるアズナブール
は本当にすごい。おじいちゃまなのにセクシーで
パワフル。
　今年は大阪と東京両方に行く予定。待ち遠し
すぎる！！ アズナブールのシャンソンでドキドキ
してきまーす！ Salut

S a c h i k o  K A I Y A M A

シャンソンで
ドキドキしませんか？

vol.9 Non, je n'ai rien oublié
～遠い思い出

3月12日（月）   時間  14：00〜／18：00〜

今年も歌います！
大阪・阪急うめだ本店 フランスフェア 2018

貝山幸子ミニコンサート

4・5・6 月は貝山幸子ライブが東京・仙台で
色々あります。詳しくはホームページで

御茶ノ水「山の上ホテル」世田谷「パ・ド・シャ」などで研鑽を積み 28 歳
で日本ソムリエ協会　シニアソムリエ資格取得（最年少）、2002 年には世界
最優秀ソムリエコンクール日本代表選考会 東京代表に選ばれる。その後も東

京でワインの世界で活躍後、2015 年 Matsurica 1978 代表に就任。Matsurica 1978 では
世界のコーヒー産地約 60 ヶ国、約 300 種類の産地の最高グレードの豆だけを使用している。

小関みお インフォメーションは公式サイトにて http://www.envie-official.com

2017 年兵 庫県内で 展開したツアー《HYOGO 100 LOVE ♥
LIVE》で半年間で 118 会場のライブを行う。《JAPAN LOVE ♥
LIVE TO》全国 47 都道府県にある全 791 市を 20 年構想でめ
ぐる壮大なツアーをスタート。フランス語と日本語で奏でる
ミオワールド。貴方の街でも体験できるかも…

イル・デ・パンと松島町、リフー島と利府町は姉妹
都市です。4 月 8 日から 12 日までニューカレドニ
アの首都ヌメアからオーケストラがやってきます。
様々なイベントを企画しています。
詳細は仏蘭西倶楽部ホームページにて。
http://salutlafrance.jp

vo.小関ミオ　g.夜のギターズ（潮田和也・タカスギケイ）
3月25日（日）・5月19日（土） 13時
東京 代官山  晴れたら空で豆まいて

［チケット］前売：3,000 円　当日：3,500 円

3月7日（水）〜3月13日（火） 総合司会
3月9日（金）・10日（土）・13日（火） スペシャルライブ

小関ミオの代官山でボンジュール !

阪急百貨店うめだ本店フランスフェア 2018　

松本 章  Akira Matsumoto
Matsurica 1978 代表　JSA認定シニアソムリエ・ブラジル認定
コーヒー鑑定士・内閣府認定6次産業プロデューサー

〒980-0822  宮城県
仙台市青葉区立町22-14
西公園マンション 1F
TEL.022-262-8085
http://matsurica1978.jp/

Matsurica 1978

好評につき



Chez Léon
伝統的なブルゴーニュ
料理に定評のある

「シェ・レオン」

ブルゴーニュで愛される、
豊かな美味を集めに集めて。

Bourgogne-Franche-Comté

［期間］  3月7日（水）～13日（火） ※催し最終日は午後 6 時終了

［会場］  阪急うめだ本店　９階催場・祝祭広場

美食の町ディジョンの人気ビ
ストロ。牛ほほ肉を赤ワインで
煮込んだブッフブルギニョン
など郷土料理を会場でどうぞ。

Fabien Berteau
有名美食ガイド2015 年
ベストパティシエのお店

「ファビアン・ベルトー」
2016 年ボーヌでオープンした
人気店がブルゴーニュ地方名産
のカシスを使った新作を製作。
シュー皮でカシスクリームとカ
スタードクリームをサンドした

“パリ・ボーヌ”と、
クロワッサン生地
にカシスジャムを
加えて焼き上げる

“カシスロール”。

オーナーパティシエ
ファビアン・ベルトー

製作実演

La Ferme Fruirouge
9 代続くカシス農園

「ラ・フェルム・
フリュイルージュ」
カシスの名産地ブルゴーニュ
のニュイ・サン・ジョルジュか

ら。カシスバター
（ジャム）を使った
タルトの他、カシス
ケチャップやカシス
コショウをご用意。

Lanternier
田舎町ボゾンで
1789 年創業

「ランテルニエ」
ルイ16 世の宮廷パティシエのレ
シピを代々受け継ぐビスキュイ
の有名店。

オーナー
カミーユ・

オリヴィエ 来店

オーナー
レア・ダミー &

ミョット・アントニー
製作実演

イート
イン

オーナーシェフ
エリック・コルドレ

調理実演


