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］

南仏プロヴァンス

mars

2019

Une brochure sur la France

プロヴァンス地方の美しい街
リル・シュル・ラ・ソルグ

（L’
Isle sur la Sorgue）
2

アヴィニョンから少し足を延ばして
アンティークで有名なこの街で
のんびりと大人の休日はいかが？

3

1

シャンブル・ドット

Villa Montrose ヴィラ・モンローズ

5

4

1・リル・シュル・ラ・ソルグの夕暮れ
6
2・ゴッホが描いたヒマワリ畑
3・ラベンダー畑
4・ボニューの村の高台から見るリュベロン地方の風景
5・小さな港町カシ 6・毎週日曜日開催アンティーク市
写真提供：南仏プロヴァンスの旅 アラカルト／町田陽子

19 世紀末の古い家を木や石などの自然素材を使

ンを練っていきます。
「この過程もとても大切です。

い、昔ながらのプロヴァンススタイルに大改造。

相談しながら不安なことを解消。出発までワクワク

V I L L A M O NT R O S E
24, rue Voltaire 84800 L'Isle sur la
sorgue France
winest@provence-voyage.com

インテリアはアンティークとブロカントが中心です。

感がどんどん高まっていく感じが伝わってきてやり

シャンブルドットは、プライベートチャーターのお

がいがあります」
なんとも素敵なお言葉。
チャーター

客様用に客室を作ったのが始まりで、チャーター

を担当するのはプロヴァンス出身のご主人ダヴィッド

同様、１日１組様限定。
「宿泊・観光・送迎・夕食・

さん。夕食も元シェフのダヴィッドさんのお手製で

料理教室などを組み合わせて、安心・安全なプロ

す。ドローンを使ったウェディングのフォトツアーも

ヴァンスの個人旅行を日本語でリラックスして楽し

好評！

んでいただきたいと思っています」とオーナー夫人
の町田陽子さん。予約後は、町田さんと旅のプラ
ヴィラ・モンローズ近くの眺め

アンティークやブロカントの販売サイトも期間限定で行なっているそうです。
https://www.villamontrose.shop

ご主人ダヴィッド
さん

町田陽子／愛知県生まれ。大学卒業後、東京で書籍、雑誌の編集にたずさわる。2008 年に渡仏。シャンブルドットをダヴィッドと営むかたわら、
ライフスタイル・食・旅などのテーマを中心に執筆をおこなっている。著書に『ゆでたまごを作れなくても幸せなフランス人』
（講談社）
、
『南フランスの休日 プロヴァンスへ』
（イカロス出版） ■ twitter : https://twitter.com/yoko_machida
■ instagram : https://www.instagram.com/villa_montrose/ ■ blog：http://ameblo.jp/provencal/

南仏プロヴァンスの旅 アラカルト

2011 年に facebook で発足。プロヴァンスの見どころを発信。
１万３千人以上の多くのファンがいる。
https://www.facebook.com/provence.voyage/

実演

ルネ王の結婚式でふるまわれた、
“幸せのお菓子”カリソン。

「アルノー・スベラン」
▶パティシエ

実演

● 9 階催場

カンタン・オル調理実演

船乗りの保存食としても愛された、
港町マルセイユのビスケット。

イート
イン

「レ・ビスキュイ・ド・ロラ」

マルセイユの漁師料理、
ブイヤベースを会場で。

▶パティシエ

「オーベルジュ・デュ・メル」

● 9 階催場

ロランス・アルバネジ調理実演

地中海を眼下に臨む、マルセイユの人気店。
魚介や野菜の旨みをぎゅっと凝縮させた
ソースを、仕上げにひとかけ。
▶シェフ セバスチャン・クロス 調理実演
● 9 階催場

ラベンダー畑の香りを
お部屋に。
「アトリエ・ラヴァンド」
生のラベンダーの花穂を茎で
包み、リボンを編み込んで。
天然のルームフレグランス。

▶オーナー
マリー・カン・ミル 製作実演
● 9 階 祝祭広場

ニンニクとオリーブオイルの
“アイオリソース”で楽しむ、
プロヴァンス流
スペシャリテ。
イート

「ラ・ファリグール」 イン

おとぎ話に出てくるような街並み
が可愛い城壁の村“ル・カストレ”
の隠れた名店。
▶シェフ フロシ・フレデリック
ギャルソン ガンテル・エリック来店
● 9 階催場

憧れの南仏プロヴァンス。美しい自然と海と太陽の恵み。
海辺のテラスでロゼワインを飲みながらのんびりと過ごす。
心も体も幸せ指数が MAX ！
さっ、ブイヤベース食べに行こうかな！！

肉汁と旨みを閉じ込めた牛肉の
煮込み料理。赤ワインベースの
ソースで大人の味わいに。

仏蘭西倶楽部は

ほやチーズフォンデュ

“宮城のほや”
を
応援します！

ほや唐揚げ

蒸しほや

ほやマトソース煮込み
エスカルゴ風

ほやしゃぶ

ほやチャンジャ

仏蘭西倶楽部
セレクション

今日は HOYA パーティー！…今！宮城のほやが熱い！

「ホヤ・ほや・HOYA」このかわいらしい名前とは違ってかなり強面のルックス。

仏蘭西倶楽部×ほやほや屋

“ほや”君。イカツイ鎧を取り除くと、ビタミンカラーの素直ないい子です。

水揚げしてすぐに加工した新鮮で
おいしい“ほや”をご自宅で楽しめます

いろんな国の料理に合うのだ！抗酸化作用の亜鉛、認知機能の改善で注目
のプラズマローゲン栄養素も高く「甘味・塩味・苦味・酸味・うま味」5 つ

はじめてのホヤセット 冷凍便

レシピ
付き！

本場三陸の豊富な栄養とリアスの

剥きほや（300g） 海に育てられた最上級のほや
殻付きのまま、だしが出るよう

の味覚。ほやの美味しさを多くの人に伝えるために“ほや親分”の文さんが

蒸しほや（300g） じっくり蒸したほや

塩釜に「ほやほや屋」をオープン。美味しい時期に水揚げしてすぐに、糞を

ほやチャンジャ（250g）お酒がススム！ほやチャンジャ

ぶん

甘さと辛さがクセになる！

取り除いて冷凍。一年中美味しいほやが食べられる。宮城のほやの安全性

仏蘭西倶楽部特別価格

は折り紙つきです。話題の食材“宮城のほや”
を体験しよう。

浅く広くではなく深く長く “ほや ” がひろがっていきますように！
ほやほや屋 宮城県塩竈市北浜１丁目１−７ TEL022-355-6106

ほや親分文さ
んとほやほや
屋 親方

お問合せ
ご注文先

4,300 円 税込（期限：2019 年 5 月末日まで）

送料込（国内一律・ただし離島は除く）

仏蘭西倶楽部オンラインショップ
仏蘭西倶楽部

検索

カード決済 OK

http://salutlafrance.jp

モンマルトルの芸術家

シュザンヌのアトリエ

78 回の春を数えた彼のあだ名は
「ミラクル・ジェフ」
。

モンマルトル美術館

そう呼ばれる所以とは？

その 10

パリのアメリカ人 、
ジェフのアトリエ

『巴里のアメリカ人』
という映画がありました
（1951
年）
。若いアメリカ人画家がパリで身を立てようとモ

コロラドの山の中で裸馬に乗っていた少年ジェ
フ。父親から「やりたいことは、やれる時にやりなさ
い」と言われて育ち、学生になるとヨーロッパへヒッ
仏に生きていたと確信！

ンマルトルで絵を描いています。恋があり、成功が

アメリカへ帰国後、大学でフランスの前衛美術史

あり、
悲しみがあり…。アメリカ人が抱くパリのイメー

の講義を開きますが、反響がとても大きく、自らも

ジは、今もどこか、こういうものが漂っていると思い

ますますフランスに傾倒します。
「インナースペース

ます。

の宇宙飛行士」というタイトルの講義でしたが、以

ジェフ・バーナーは画家ではなく、作家・写真家
です。モンマルトルにブロカント屋のようなアトリエ
を構え、雑多なオブジェに囲まれて暮らしています。

来ずっと、美術と精神的エネルギーの創造力に関わ

広くて明るいアトリエ。今すぐにでも絵が描けそう

る仕事を続けてきました。
様々な経歴を経て、15 年前にパリへ移住。まず

現在モンマルトル美術館になっている建物

はシテ島の小さなアパートに住

は、その昔、いろいろな芸術家が入れ替わり

みました。それから数年後、現
在のアトリエを見つけます。モ
ンマルトルはまさに、何もない
ところから何かが生まれるとこ

テルトル広場が大好き

アトリエ・バーナー。このアトリエそのもの
が彼の作品

Musée Montmartre - 12 rue Cortot 75018 Paris

チハイクの旅に出ます。その時に、自分は中世の南

広場の絵描きが描いた
ミラクル・ジェフのポートレート

立ち代わり、住んだところです。中でもルノ
アトリエから見えるムーラン・ド・ラ・ガレット。ある雪の朝

前の住人が集めた 9人の画家による作品でした。
でも正式に彼のものです。

ろ。物件の話を聞いて即座に

「長年テーマにしてきたモンマルトルにいつか住む

買い取りましたが、驚きはその

日が来るなんて、本当に夢のよう。絵が出てきた時

後です。どうも天井が低いと

には、自分がこのアトリエに住むのは運命だったん

思っていたら、二重になってい

だなと感じたよ。天からの贈り物だ」と、老ジェフ

て、改修工事の際、そこから

は子供のように楽しげに語ります。

なんと 200 枚もの絵が出てき
たのです！

ワールと、シュザンヌ・ヴァラドン一家が有
名です。館内には、シュザンヌが住んでいた
頃の居室とアトリエが復元されています。ユ
トリロの寝室もあります。そして充実の常設
展・企画展は、いつもモンマルトルづくし！

（文・大串久美子 / 写真提供・Jeff BERNER）
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）

居室には母が描いたユトリロの肖像画も

シャンソンで

仏
 蘭西倶楽部セレクション

仏蘭西倶楽部×スペインオリーブジュース

ドキドキしませんか？

スペイン・アンダルシア発

Pagos de Toral パゴス デ トラル

Sachiko KAIYAMA

オリーブオイルのミシュランガイドブック
「FLOS OLEI 2017」で、
単一種のミディアムフルーティー部門
世界最優秀に輝いた
最高級のエクストラバージンオリーブオイル

さようなら
vol. 10
ミッシェル・ルグラン
2019 年1月26 日。偉大なるフランス音楽の父ミッシェル・
ルグランがこの世を去った。彼は
「シェルブールの雨傘」
「思い出の夏」
「風のささやき」などなど名曲をたくさん
作った。私がソルボンヌ大学に通っていた頃モンパル
ナス駅のそばの「プチ・ジャーナル・モンパルナス」と
いう老舗のジャズのライブハウスで、ライブが頻繁に

スペインに 18 年住んだ RieChiba が惚れ込みお兄様
と二人で輸入を始めた世界が認める最高級のオイル。
2018 年 11 月に遂に日本販売始まりました。サラダ、
パン、お料理はもちろん、アイスクリームにかけても
美味！上品で濃厚な素晴らしいオイルです。

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

内容量 250ml 3,500 円（税込）

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

送料込！
最高級のオリーブオイルをお試しください
仏蘭西倶楽部特別セット 2 本入 7,000 円（税込）

訪の日々を送ったのち、日本での活動再開。超次元音楽館

あった。近い距離で聞くビック・バンドのミッシェル・

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、

ルグラン。何度も通ううちに、ルグランのバンドメンバーの

噛む ” 発表（NES18964 2700 円）
。その後、故郷仙台の

何人かと友達になった。
「ソルボンヌ大学でフランス語
を学んでいる、日本では歌 手だったらしい大きな

いる。“ 愛の言葉〜エディット・ピアフを歌う ”（cos2266）

SACHIKO」は、たまにミュージシャンの賄ご飯を一緒

中。http://salut-paris.com/

今考えると夢のような時間だった。ルグランの音楽を

名曲をありがとう。

ミッシェル・ルグラン
1932 年、パリ生まれ。カトリーヌ・ドヌーブが主演したミュージカル映画の名作

「シェルブールの雨傘」
（64 年）のほか、
「ロシュフォールの恋人たち」
（67 年）
、
「華
麗なる賭け」
（68 年）などの映画音楽を手がけ、アカデミー賞を３度受賞した。

お問合せ
ご注文先

仏蘭西倶楽部オンラインショップ
仏蘭西倶楽部

最新アルバム “ バルバラを歌う ”（LLCM-1004）好評発売

仏蘭西倶楽部

聴きながら、
パリの思い出の世界に浸ろう。ありがとう。
貴方の作った音楽は宝物です。さようならルグラン。

送料込（国内一律・ただし離島は除く）

語の “ 東京ブギ ”“ 蘇州夜曲 ” は、日仏で高い評価を受けて

貝山幸子の CD は
仏蘭西倶楽部セレクション WEB にて！
検索

貝山幸子ミニコンサート
時間 12：00〜／15：00〜
会場 9階催場 祝祭広場

検索

カード決済 OK

http://salutlafrance.jp

千葉県千葉市中央区新田町23-17
（ＪＲ千葉駅から徒歩８分、モノレール市役所前駅から5分）
11：30～15：00（14：00 L.O）
／18：00～22：00（20：30 L.O）
定休日 水曜日 第三火曜日 TEL043-246-2387

HO YA!! サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

今年も歌います！
阪急うめだ本店 フランスフェア 2019

3月20日（水）

フランス語でハート、
心を意味する「ル・クール」
石本シェフの美味しいお料理とハートフルな
スタッフの皆さんの最高のおもてなし。仏蘭西
倶楽部主宰・貝山幸子が大好きなレストラン
です。ル・クールの皆さん、10 周年おめでと
うございます！大きなハートを送りまーす！

輸入・販売元 スペインオリーブジュース

講演、プロデュース等でも活動。2003 年にアルバム “ 月を

“ 青葉城恋唄 ” をフランス語と日本語でリリース。フランス

に食べさせてもらったり、楽 屋に入れてもらったり。

祝・10 周年おめでとう！！！！

仙台駅でのお土産のニューフェイス 常温OK のホヤ串おつまみセット 3 名様

http://www.lecoeur-llc.jp

Salut La France
■2019年3月発行 第45号
発行

● 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 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。
（2019 年 4 月 30 日締め切り）
●編集後記 ほやってワインとも合うのです。文章を書きながらあのうまみ成分が蘇る。全国の皆さんに食べてもらいたいなー！！（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

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
編 集 ： Emi Yokoyama
デザイン ： Mari KURIHARA
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。

南仏プロヴァンスの幸せ時間。
レモンの香り豊かな、プロヴァンスの
人気菓子“トロペジェンヌ”
。

「シルヴァン・ドゥピュイシャフレイ」
▶オーナーパティシエ

シルヴァン・ドゥピュイシャフレイ 調理実演
● 9 階催場

フルーツ・コンフィ作り
が盛んなカルパントラ
地方秘伝のレシピで。

「コンフィズリー・
モンヴァントゥ」
▶パティシエ

ティエリー・
ヴィアル 調理実演

● 9 階催場

4 種のベリー、
栗の花の蜂蜜。
南仏の恵みを味わうタルト。

「オウ・プチ・ボヌール」

▶パティシエ ヨアン・ゴジック調理実演

柑橘類の名産地、
マントンのレモンで
リフレッシュ。

「ラ・メゾン・デュ・
シトロン」
▶レモン生産者

● 9 階 祝祭広場

アドリアン・ガナック 来店

● 9 階催場

しっとり優しい生地に、
オレンジの香りが広がって。

「ラ・ヌガティン」
▶パティシエ夫妻

クリストフ・ブランパン、
イザベル・ブランパン 調理実演 ● 9 階催場

