東 京 オ ペ ラ シ ティに ブ ル タ ー ニ ュ の 風

フランス 大 好 きな 人 の た め の 小さな 情 報 誌

カンペール 陶 器 の 繊 細な筆 づかい 色 づかい、
ぬくもりのある感 触

今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］

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。

＊催事のご案内＊

伊勢丹新宿店「フランス展」
今年はブルターニュがテーマです
カンペール陶器を出展します、皆さまのお越しを
お待ちしております。

4月29日（火）〜5月6日（火）
本館６階＝催し物会場
プラス オペラ

直営店

＊イートイン「ジョクトーカフェ」
ではシードルをカンペール陶器にて
お出しします。

〒163-1401 東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティ内1階
TEL 03-5353-0567 営業時間：11:00〜19:00

カンペール陶器輸入代理店 株式会社ミ
ュゼ 〒108 - 0074 東京都港区高輪2-1-13-205 TEL 03-5488-7781（代）

HP http://www.quimper.jp/ E-mail

quimper@cia.co.jp
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１. ブルターニュの象徴。海
２. 圧巻です！海のご馳走をシードルで。
３. カンカル〜牡蠣とムールの産地。
４. 山盛りのムールとポテトフライ。一人で食
べれるの？
５. カンペールの街中にある広場
その名も place au beurre〜バター広場
６. ブルターニュの定番。ガレットとシードル
７. ブルターニュには中世の町並みが残る

ュ

フランス

3

仏蘭西倶楽部
インタビュー
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来日、そしてレストランを始めたきっかけは？

インタビュー
横山裕子
（サリュラフランス発行人）

東京のフレンチを築き上げた巨匠
シェ・ピエール オーナーシェフ
ピエール・プリジャンさん

Le Japon est le pays du citron pressé,
il n’y a pas de place pour les mauvais.
オリジナリティがなければ、
絞ったレモンのように捨てられてしまう。
ここは腕の立たない人のための席はない、
シビアな国。
だから日々学びの連続です。
時代の変化、
日本の変化についていけるようにね。

Pierre Prigent
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本誌でもおなじみの老舗フレンチレストラン シェ・ピエール オ
ーナーシェフ、ピエールさん。フランス人の手による本場の味を初
めて東京に紹介したフレンチのパイオニアだ。
某日、開店35年目を迎えるシェ・ピエールにてインタビュー。ラン
チタイムが終わり夜の準備に取りかかるシェフ、床を丁寧に磨き上
げるスタッフの働く姿がある。フランスの田舎の家庭を彷彿とさせ
る家具や調度品に囲まれ、木のぬくもりでいっぱいのあたたかな店
内。テーブルには各地のワイン、ピエールさん自ら描いた郷土料理
の数々でフランスの地図を埋め尽くしたカラフルなテーブルシート。
見ているだけで想像が膨らみ、食への好奇心がかき立てられる。
パンの会社「ドンク」のオファーで来日して40年。パン、スイーツ、
料理を手がけ、フレンチのゆるぎない地位を築き上げた彼の半生と、
現場に立ち続けるパワーの源を伺ってみた。

14歳の時、僕はパン作りから始めました。そのうちお菓子
に興味を持って、料理を手がけたのはアルジェリアへ兵役に
行った19歳の時。外人部隊のキッチンを担当し、料理も、パ
ンも、お菓子も全部、確か2300人程の部隊の朝昼晩のご飯を
作っていたよ。鍛えられたね。
フランスに帰ると「1968年5月」のストライキでパリは不穏
な空気に包まれていてね。僕は外国に行きたかった。日本行
きの話が舞い込んできたけど、当時はまだトランジスタラジ
オの時代。日本の情報なんてほとんどない。やっと見つけた3
冊の本だけで、日本行きを決定しました。当時はアメリカに
渡る前にちょっと立ち寄ろうぐらいの気持ちでね。
こうして来日し、ドンクに入社。ビゴさん＊と一緒にフラ
ンスのパンを日本全国に広めて回ったんです。その後、表参
道のビルの地下にビストロ シェ・ピエール をオープン。
ビストロなんて当時はどこにもなかったけど、ちょうどパリ
コレで活躍してるデザイナーたちが日本に戻ってきた頃で、
グッドタイミングだったね。みんな懐かしがって毎週うちの
店に来てくれたよ。
今の場所でオープンしたのはさらにその後、85年。12年もの
地下のもぐら生活にうんざりしていたから、とにかく明るくて、
天井の高いこの場所が気に入って。窓が3つだった壁を一面ガ
ラス張りにしてね。隣の煙草屋のおばあちゃんに「全面ガラス
にするなんてやっぱり外人さんは変わってますね」と言われた
のが今でも忘れられない（笑）でも一度店に呼んだら、おばあ
ちゃんなかなか帰らないの。
「ここは気持ちいいねぇ〜。隣と
全然違う」って。

サービスはピエールさん流？
他国の料理となると、メニューは読めないし、どんな料理
かイメージできない。僕も日本に来た時はそうだった。だか
らお寿司屋さんのようなキッチンに面したカウンターがとて
も気に入ってね。言葉がわからなくても、コレと指差せば作
ってくれるでしょう？僕もそんな風にお客さんと近くなりた
かった。だからうちは昔から、その日の食材を客席へ運んで、
その人の好みや体調に合わせてあれこれ相談するんです。疲
れているお客さんには生牡蠣をお断りしたり、カロリーを気
にする女性には油を使わずに調理したりね。シェ・ピエール
は「ピエールさんち」という意味だけど、僕は実際の家より
長い時間ここに居るので名前通りほとんどこっちが家（笑）

お客さんにはおうちに招待される感覚でくつろいでもらいた
いから、やっぱりコミュニケーションは欠かせないよね。

ブルターニュ出身のピエールさんと東京の不思議な絆？
僕の出身地、北仏のブルターニュの人たちは、調子のいい
南仏の人たちに比べると一見冷たい感じがします。でも一旦
友達になれば一生続く関係が多い。東京の人も似てるよね。
だから僕は日本に長く住めるのかなぁ。不思議なことに子供
たちは生まれも育ちも日本だけど、今はみな外国在住。しか
も以前店を手伝ってくれていた義理の姉は今、ブルターニュ
で日本料理の店を開いているんですよ。何故僕が日本に居る
んでしょうね？こうなるとは想像もしてなかったけど（笑）
人生はわからないね。

東京生活40年のピエールさん、
現役を貫く活力は？
とにかく好きじゃなければ仕事は
続かない。店の跡継ぎがいなくても、
好きでやってきたから満足。事故に
遭って1年働けなかった時、妻が倒
れた時…そんな厳しい時期を支えて
くれたファミリーと、こうして毎日
店に立ってお客さんと話す時間がや
っぱりパワーの源かな。
＊ 本誌4号でご紹介しました、藤森二郎氏の師フィリップ・ビゴさん。

1947年、パリ郊外サンドニ生まれ。14歳でパン作りを始め、19歳の時、兵役でアルジ
ェリアに駐在。兵士たちの食事作りを通して料理の腕を磨く。1968年11月に来日し、
（株）ドンクに入社。フランスパンの普及活動に尽力。1973年、表参道に東京初のフラ
ンス人によるフレンチレストラン「シェ・ピエール」をオープン。代官山でパン、ス
イーツ、クレープの店を手がけた後、1985年、
「シェ・ピエール」を現在の乃木坂に移
転。本場の食材にこだわり、仕入れのほとんどをフランスから直輸入。連日常連客で
賑わい、老舗レストランの貫禄を一段と増している。パンのワールドカップでは日本
チームの監督を務め、2002年日本チームを世界一へと導いた。現在、パン職人養成の
フランス研修ツアーコーディネーターも務める。

〒107-0062 東京都港区南青山1-23-10
TEL 03-3475-1400／定休日 月曜日
アクセス
地下鉄千代田線乃木坂駅（5番出口）徒歩1分
地下鉄銀座線青山一丁目駅徒歩8分
http://www.chez-pierre.co.jp/

5

カンペール陶器はフランス・ブルターニュ地方、パリから550kにあるカンペール
という町で300年前に生まれ愛され続けている。カンペールはフランス語で
「地の果て」を意味するという。フィニステール県の県都である。
『カンペール陶器のすべて』の著者、デニズ・レナルさんにカンペール陶器の
魅力を聞いてみた。

カンペール陶器の魅力
手仕事の温もりに惹かれて

日本ではじめてのカンペールの本

【普及版】（写真左）
A４判／ソフトカバー／オールカラー
224ページ／写真230点
ISBN4-944163-34-7 定価 5,040円
【愛蔵版】（写真右）
A４判／ハードカバー／オールカラー
224ページ／写真230点
ISBN4-944163-35-5 定価 6,615円

古くて新しい魅力 ─もうひとつのフランス文化─
世界的なコレクターも存在するほど人気のカンペール陶器。古くブルターニュ
地方のケルト文化を淵源としていることはあまり知られていません。日本の安土
桃山の陶芸にひかれて来日した著者が、ヨーロッパ陶器の中でも異色のカンペー
ル独特の味わいを語ります。彼女の永年の研究にくわえ、より古くより良質の作
品を求めて博物館や蒐集家を訪ね歩き、協力を得ることで本書は作られました。

＊下記2店舗または書店にてお求めいただけます＊

■ 東京オペラシティ店

プラスオペラ

〒163-1401 東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティ1階
TEL03-5353-0567 FAX03-5353-0785

■ 横浜店

ル サロン ドゥ ミュゼ

日本新聞博物館ミュージアムショップ
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通11横浜情報文化センター 2階
TEL045-640-1151 FAX045-640-1156
送料無料にて発送しております

「東京でカンペール陶器を見て子供の頃を思い出したのよ」と嬉しそうに話すのは
『カンペール陶器のすべて』の著者、デニズ・レナルさん。
10歳の頃から何度かバカンスをブルターニュですごした事を懐かしそうに話して
くれた。リヨン生まれの彼女はブルターニュで異国の雰囲気を感じたと言う。そ
れは「フランスだけどフランスではない」ケルト民族を祖先に持つブルトン文化
がベースにあるからなのだろう。そういえば交通標識もフランス語とブルトン語
が併記してある。
バカンスを終えブルターニュから帰るときデニズさん姉妹は自分の名前が書
いてあるボウルを記念に買ってもらったそうだ。
『カンペール陶器のすべて』
を書いたご苦労をお伺いしようとしたら、カンペール陶器が思い出を引き出
してくれたようだ。少女の頃に庭で何度も何度も陶器を焼いて父親にしから
れた事、ベルリンで過ごした学生の頃に日本文化を勉強し、
『楽焼き』を見
たいと日本に来た事などを語ってくれた。幼い頃から手仕事のもつ味わいに
惹かれてきたという。
デニズ・レナルさんとはわたくしがこの陶器と関わるようになって親し
くなった。彼女とは何度も一緒にカンペールに行きそのたびにカンペール
陶器美術館や県立歴史博物館などに行きカンペール陶器について調べた
ものだ。またコレクターなどに会い写真を撮ったり、カンペール陶器で
食事が出来るレストランに行ったりするかけがえのない友人である。
彼女はカンペール陶器を暮らしのなかでいろんなアイディアで使っ
ている。お気に入りのシリーズは「ミストラル」
。毎日ご飯を炊く和食
の暮らしである。デニズさんのパーティーではカンペール陶器でいた
だく「おでん」が人気だとか。
カンペール陶器輸入総代理店（株）ミュゼ 代表
文／関根裕子

デニズ・レナル Denise Reynard
フランス、リヨン生まれ 翻訳家、日本文化研究家
ドイツ、ベルリン自由大学で日本語を学ぶ。西ベルリン、スイスで翻訳活動を行う。
1985年、初来日。
1990年、日本に定住、活動の中心とする。
技術翻訳に携わりながら、日本文化や陶芸文化の研究者をし、
日本と母国フランスの文化の交流や紹介に努めている。

佐藤陽一のワイ
ンなひと時
vol.10

ブルターニュ

佐藤陽一
1962年大阪出身、料理人をめざし東京、横浜での調理の修行後、渡仏。1987
年から3年間、フランスで修行。世界最優秀ソムリエのフィリップ・フォー
ル・ブラック氏の「ビストロ・デュ・ソムリエ」で研修した。帰国後はエノ
テーカ・ピンキオーリ（銀座）
、タイユバン・ロビュション（恵比寿）オスト
ラル（銀座）などのシェフ・ソムリエを経て独立。ワインに限らず飲料全般
をプロデュースするための会社"マク
シヴァン"を設立。ワインスクールや
各種イベントなどでのワインの講師
の仕事や、コンサルティングを行う。
2000年ワイン・レストラン"マクシヴ
ァン"をオープン。2005年全日本最優
秀ソムリエ。2007年第12回世界最優
秀ソムリエコンクールスペイン大会日
本代表。

MAXIVIN マクシヴァン
〒106-0032 港区六本木7‐21‐22
TEL 03-5775-1073
FAX 03-5775-1074
昼 水曜日から土曜日11:45〜14:00 L.O.
夜 月曜日から土曜日18:00〜23:30 L.O
定休日 日曜日
http://www.maxivin.com/
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ブルターニュといえば！やはりシードル、そしてカルバ
ドスではないでしょうか？
ここはフランスの中では珍しく、気候や降水量の関係で
ブドウの栽培が難しく、ワインを作ることができません。
その代わりに、といってはナンなのですが、質の良いリン
ゴが育ちここからリンゴのお酒が作られているのです。
日本ではまだあまり知られてはないシードルなのですが、
地元で飲むと軽いアルコール度数（おおよそ5％くらいのア
ルコール度数です）と、自然な甘味が体にしみこむ感じで、
シャンパーニュがおいしいのは当たり前でわかっているの
ですが、シャンパーニュに比べての、このやさしい酔いの
感覚は楽だなーと、とても心地よく感じます。
（最後のお支
払いも、心地よいかもしれません。
）
クリームで煮込んだムール貝 や、 暖炉のまきで直火
で焼いたブルターニュのオマールえび などにもシードル
の持つやさしい甘みが抜群に合いますし、独特の陶器に入
れて飲むスタイルも口に当たる感覚がやさしく、ついつい
飲みすぎてしまいます。
更にこのあたりで造られているクリーム系のチーズも、
食事の締めには欠かせません。
さらに、さらに！最後の締めにはたっぷり食べたおいし
いバターやクリームの消化を助けるカルバドスが控えてい
ます。ブルゴーニュやボルドーに比べて訪れる機会は少な
いかもしれませんが、ブルターニュ、おいしいもの満載の
土地です。

14区
ち

ブルターニュ地方行きのTGVさん家
ブルターニュ地方行きのＴＧＶ（フランスの新幹線）発着
の駅。在来線、メトロも乗り入れているので毎日多くの人
が利用しています。フランスの駅弁は、サンドイッチ。モ
ンパルナス駅の構内にたくさんのサンドイッチのスタンドが並びます。あれもこれも欲しくなる
けど、最近のユーロ高で、飲み物とサンドイッチで1000円近くなっちゃいます。ガツンと食べた
い人にお勧めは、クイック（ハンバーガー屋）
。アメリカンになっちゃいますが食べた気になりま
すよ。
（フライドポテトって無性に食べたくなるよね）モンパルナス駅付近には、クレープリー
（クレープやガレットのレストラン）が並びます。パリでブルターニュ気分を味わうには、モンパ
ルナスでクレープのフルコース（ガレット・クレープ・シードル）を食べるのがお勧めです！

美味しい塩の町、ゲランドを訪ねて
「ゲラ
「ゲラン
き、
よく聞か
く
降り立つと こは
の付け根に、
に、
１０００年以上前に古代ケル
０年
ト人によってつくられたといわれる雄大な塩
田が広がっています。
っています。その塩田から少し内陸に車を走らせると、壁で囲まれた城砦の
町がどっしりと立ちはだかるよ
立
うに見えてきます。標識には「Guerande」の文字。ここ
がゲランドの町です。古代民族ケルト人が住んでいた、
フランスのなかでもひときわ異
彩を放つブルターニュの地。
１４世紀にフランス王国に組み込まれるまで、独自の文
化を大切に育てたケルトの末裔が今も暮らしています。民族的にはイギリスのウェー
ルズ地方、
スコットランドやアイルランドとルーツを同じくするブルターニュ人は、彼ら独
自の言語文化も持っています。
持
「ブルトン語」と呼ばれるそれは、
フランス語とは文法
も発音も全くちがいます。
がいま 「ゲランド」という町の名も、
フランス語ではなく
「ブルトン語」
の名残をのこす名前なのです。
名前
８世紀にはすでに、
その味のよさと質の高さで文献にも登場するブルターニュ産の
海塩は、
この城砦に囲まれた町の名前を取って「ゲランドの塩」と呼ばれるようになり
ました。その頃、町はうるおい、活気にあふれていたことでしょう。なくてはならない塩を
求めて、
フランスだけでなく遠くイギリスやアイルランドからも海峡を渡って塩を買いに
来たといいます。何世紀も昔、異国からこの町まではるばるやってきた商人たち。彼ら
になった気分で城門をくぐると、
目に入ってくるのは石畳のメインストリートです。メイン
といえども中世の頃と変わらないとても狭い道。両側ではブルターニュのおみやげが
軒先を賑わし、
そば粉のガレットを食べさせるクレープリーが旅人に異国情緒を味わわ
せています。見上げると、灰色の石造りの壁にアンティーク屋の看板が。遠い昔、塩
で栄えた町は今では骨董の市が立つ古風な佇まいで、訪れる人を静かに迎えています。
ゲランドの塩は、太陽と風、
そして塩職人の技が一体となって初めて結晶する塩。
結晶す
春に海から取り込んだ海水を、何ヶ月もかけていくつもの貯水池に移動させ、
池に移動させ だんだ
んと塩分を高めていきます。夏、水面にきらきらした結晶が浮かびあがる
あがると、塩職人た
ちはまるで花びらをすくうように大切に収穫します。これがゲラン
ンドの「海の果実」。時
間をかけてゆっくりと結晶するからミネラルが豊富で、ふわりとした後味が絶妙。ブ
ブル
ターニュには、
この塩をふんだんに使った美味しいものがたくさんあります。有塩バター、
塩キャラメル、魚介料理…。城壁の町ゲランドからはるばる運ばれてきた海の塩。そ
の歴史とともにぜひ味わってみてください。
商品のご購入・お問い合わせは

株式会社アクアメール 東京都港区赤坂8-4-7電話03-5414-7187
http://www.aquamer.co.jp

125ｇＢＯＸ入り

1,050円（税込）

文／渡辺敦子（（株）アクアメール）
フランスの美味しい食材をご紹介
する
（株）
アクアメールの広報担当。
「ゲランドの塩田を訪れるならやは
り夏が一番お勧めです。塩職人た
ちがラスと呼ばれる特別な道具を
使って塩を収穫している姿を見られ
るかもしれません。でも雨が降って
しまったら、残念ながら塩が結晶す
るのをまた数日間待つことに…。ゲ
ランドの塩が貴重な理由は、
このように収穫が自然の
恵みによるものだからなのです。」

シャンソン至上主義

日仏交流150周年記念

vol.10
Sachiko KAIYAMA

ブルターニュの 魚と小鳥

燈台守の恋〜L'Equipier〜

シャンソンにはいろいろな愛の歌がある。その中でも、とりわけ夢のあるというか、
無理があるというか…。 もし、魚と小鳥が恋をしたら？
私の故郷の仙台は、ブルターニュの玄関口 レンヌ市 と姉妹都市。パリに住んで
いた頃、レンヌが大好きでよく遊びに行った。姉妹都市だと知ったのは帰国後。すぐに
運命とか使命とか感じてしまうタイプの私は、仙台とレンヌを音楽で結ぶ活動を開始。
数年前、２国４都市コンサート voyage〜旅 と題して、レンヌとパリでコンサート
を開催。開演前にフランスのＮＨＫみたいな局が取材に来てくれて、レンヌの夜の
ニュースに私は登場したのだ。
「なにか歌ってほしいんだけど。
」とディレクター。
「そういえば、さっきリハーサルで演奏してたの、グレコの 魚と小鳥 でしょ。
決まり。それがいいわ。
」金髪の美しいアナウンサーがいう。
「えっ、いいのあの曲で？」
「魚と小鳥が日本語で聞けるなんて、ブラボー！！」
スタッフさんもかなり盛り上がっている。へーちょっぴり以外。
だって、てっきり"愛の讃歌 かなって思ってたから。こうして、私のフランステレビ
初出演は 魚と小鳥 を歌ったあとインタビューに答えたのでした。
レンヌにいる間、何度も何度も歌わされた

vol.10

魚と小鳥

ジュリエット・グレコが

歌った、 異種間恋愛 を取り上げた歌。グレコが歌うと、大人っぽいジェスチャーと
ドスの聞いた声に 魚と小鳥でも恋するんだなー と納得してしまいそうになる。
ベルイルへ渡る船の甲板からブルターニュの冬の海を見る。優雅なしぐさで一羽の
かもめが、水面からお魚をパクリ。魚をくわえながら飛び立っていった。
魚と小鳥の恋はやっぱり成り立たないのでしょうか。
それとも食べたいほど愛しちゃったのでしょうか。
きっとかなりふかーい意味のある歌なのでしょうね。ジャンジャン！

２００４年 最果ての地 ブルターニュに散った
つかの間の恋の花火
監督：フィリップ・リオレ
キャスト：サンドリーヌ・ボネール ,
フィリップ・トレトン , グレゴリ・デランジェール ,
エミリー・ドゥケンヌ , アンヌ・コンシニ
音楽：二コラ・ピオヴァーニ
この映画の舞台はパリから西
へ行った突端のブルターニュ
地方のフィニステール。その
西のブレストの先にある孤島
ウエッサン島。想像を絶する
厳しい自然の中で灯台を守る
若い夫婦と、その同僚でやっ
てきたアルジェリア戦争帰還
兵。閉鎖された環境の中で結
びつく３人の心。灯台守とい
う仕事の過酷さは驚きです。
パリで一番最初に住んだアパルトマンのマダムが
力説してたのを思い出しました。 ブルターニュの
男性と結婚すれば幸せになれるわよ！ なんとな
くわかるような気がした映画です。男二人と女一
人のラブストーリー。美しい音楽と映像美、どき
どきしながら、ぐいぐい引き込まれました。
■あらすじ
カミーユ（アンヌ・コンシニ）は生まれ故郷のブ
ルターニュ地方、ウエッサン島に帰ってくる。
もう今は亡くなってしまっている両親の家を売却
するためだ。そこで、カミーユはアントワーヌ・
カサンティ（グレゴリ・デランジェール）著 わ
が世界の果て という一冊の本を叔母から受け取
る。そこで彼女は、若き日の両親とアントワーヌ
の悲しい恋物語を知ることになる。

ちなみに、私は鶏肉が大好きです。……。サリュ！
貝山幸子
＊Un petit Poisson,un petit Oiseau（邦題 魚と小鳥）
1966年発表されたジュリエット・グレコの代表曲

インフォメーション
全曲ピアフで綴る、ニューアルバム作成中。ドキドキするピアフをお楽しみに！
（2008年７月発売予定）
貝山幸子 ＨＰ http://salut-paris.com/

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。1993年単身パリへ。
パリでたくましく生活をしながら
音楽探訪の日々を送る。97年パリ
で音楽活動を再開。99年帰国。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。2003年に
アルバム
月を噛む
発表
（NES18964 2700円）
。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。
乙女座 O型

シャルル・デユモン巴里祭ジャパンツアー
1960年、
エディット・ピアフの名曲 水に流して〜Non, je ne regrette rien で
シャンソン界の表舞台に登場した。その日デュモンは彼女の家を訪ね、
ピアフに向かいこの曲を弾いた。
このシーンは昨年秋に公開された映画「エディット・ピアフ〜愛の讃歌〜」にあり記憶に新しい。
■

7月 8 日（火）ウェルカムパーテイ
（ランチ付き）
ホテルパシフィック東京［ブルーパシフィック］
３０Ｆ 13:00 15,000円
予約・お問い合わせ：チバエンタープライズ TEL.042-381-0421

■

7月 9 日（水）水戸巴里祭
茨城県立県民文化センター 開演／18：30 全指定席 6,000円
予約・お問合せ：茨城放送プロモーション TEL.029-225-1621

■

7月11日（金）宮崎巴里祭
宮崎市民文化ホール 開演／18:30 全席指定 6,000円
予約・お問合せ：GAKUONユニテイ・フェイス TEL.0985-20-7111

■

7月15日（火）ヌーヴォー巴里祭
サントリーホール 開演／18:30 全席指定10,000円，
8,000円，
6,000円
予約・お問合せ：サンライズプロモーション東京 TEL.0570-00-3337

シャルル・デュモン招聘／千葉美月
（シャンソニエ「サロン・
ド・ミュージック バルバラ］オーナー。
昨年［バルバラ没後10周年日仏交流コンサート」をパリの名門ホール salle GAveau 成功させる。

■ 仏蘭西倶楽部会員ご登録の皆様への
お詫びとご連絡
いつもサリュ・ラ・フランスを応援してくださり
ありがとうございます。
データ管理システムに予期せぬ障害がおこりまして、
ご登録データが消滅してしまった方がいらっしゃることが
判明いたしました。
2008年1月より仏蘭西倶楽部インフォメーションがお手元
にとどいてない方は再度、ご登録のご連絡をいただけます
ようお願いいたします。
お手数をおかけいたしますことをお許しください。
再登録係り
メール info@salut-paris.com
ファックス 03-5488-7783
（お名前・ご連絡先・メールアドレスをお送りください）
何卒、ご理解ご協力をいただけますようよろしくお願い
いたします。
仏蘭西倶楽部

読者プレゼント
＊アクアメール ゲランドの塩セット
5名様（P9掲載）

＊（株）ミュゼ カンペール陶器
3名様（裏表紙掲載）
●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

＊FAX 03-5488-7783
＊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。
（2008年5月31日締め切り）

仏蘭西倶楽部会員募集中（年会費・会費無料）詳細は http://www.franceclub.jp/ にて

Salut La France
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