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フランスの家庭料理
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　昨年、サリューラフランスＶＯＬ.１９、イ
ンタビュー頁で登場いただいた植田洋子さん
の画集を紹介いたします。
　昨年 11月「植田洋子原画展」で発表した
33 点の絵を全て収めた画集です。本の中で
植田さんは「ずい分長くパリに住んでパリの
生活に馴染み過ぎてか、パリを語るのが実は
少々億劫な今日このごろ。」と語っています。
そんな植田さんがはじめてパリをテーマに描
きおろしたものですが「さすが世界で一番美
しい街と言われるパリの底力、この魅力。」と
も語っています。

●お知らせ●　「植田洋子原画展」伊勢丹 ISETAN 新宿　2010 年 11月17 日〜 23 日 予定

「ジュール ド パリ」
ISBN 978-4-903204-02-4
4725円（税込）
サイズ　20ｘ21ｃｍ
豪華表紙 リング製本（40 頁 片面印刷）

原画展はいつも好評でこのパリの絵も
ファンの手元に販売されました。した
がってどうしても見たい方はこの画集を
ご覧ください。毎日がパリです。お早目
にお申し込みください。500 部だけの
限定出版で、残りわずかです。

著　者 植田洋子
発行者 株式会社ミュゼ
印　刷 シーアイエー株式会社
企　画 リブロ・パピエンス
装　幀 i2 design associates

お買い求めは
全国の書店、アマゾン（Amazon.co.jp）
東京オペラシティ１Ｆ プラスオペラ

（http://www.quimper.jp/）でお求めください。

リブロ・パピエンスは <紙の人 >という意味
を込めた言葉です。紙（出版）を通して生活や
文化に彩りをのせていきたいと考えています。

「パリ祭の夜空はエッフェル塔の花火」
パリ祭の夜には花火がポンポン打ち上がります。

植田洋子画集

（17 頁）

ジュール ド パリ
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１・�まるで豪華なレストラン。とあるお屋敷
の食卓です。

２・�ホワイトアスパラは初夏の王様！
　　うーん。ジューシー。
３・きのこは市場の宝石です。
４・�パーティーでよく食べる、パンスープリー
ズ。（サンドイッチのミルフィーユみたい
な感じね）おうちで作ってみました！

５・�鳥の丸焼きは家のオーブンもいいけど、
お気に入りのお肉屋さんでダイナミック
な焼き具合を選ぶのがいいね。

フランスではいつも豪華な
フランス料理？
毎日がレストラン？
と思ってませんかー？
季節の美味しいものを美味しく食べる。
全世界共通で家庭料理が
一番・・・美味しいよね！

素顔のパリ
20区物語
vol.23
フランスの家庭料理
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仏蘭西倶楽部パリ支局の A 子ちゃんのご主人は、南フランス出身のお料理上手。

そこへお嫁にいった A 子ちゃんのお料理はどんどん上がってきております。

フランス家庭料理、日本料理と幅広いレパートリー。食卓にお邪魔します。

月　ご飯　みそ汁　サバの塩焼き　おひたし　きんぴら
火　白身魚のムニエル　ほうれん草ソテー　ゆでジャガ
水　生パスタ　トマトとモッツァレラのサラダ
木　ポークソテー　パプリカとズッキーニのオーブン焼き
金　生鮭のソテー　ウイキョウのブレゼ　ゆでインゲン
土　ラタトゥイユ　生ハム　サラダ
日　 七面鳥のエスカロップ（シードルと生クリーム風味）
　　春野菜の炒め煮　サラダ

１・カヌレ
２・ジュレ・オ・ラパン
３・ほうれん草と鮭のタルト
４・ムールマリニエール
５・ミラベルのタルト

パリの
日仏家庭の食卓を
のぞいちゃおう！

朝ご飯

昼ご飯

たいてい、オレンジジュース、ヨーグルト、
キウイ、紅茶、トースト

それぞれ職場や学校で。

ある週の
夕ご飯

毎週火、金に近所にマルシェが出
るので、野菜、果物、魚を調達
近所のスーパーも週に２、３回利
用（モノプリ、フランプリ、LIDL、
ピカール、etc…）

お買い物
場 所
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Yukiko Omori

数々のトップレストランで修行を積み、料理を極めながらも、
ジャーナリスト、エッセイスト、旅のコーディネーターと多彩な
顔を併せ持つ、フランス菓子・料理研究家、大森由紀子さん。
フランス全土を渡り歩き、自力で取材した各地のお菓子を 1 冊
の本に綴った『フランスお菓子紀行』は、パティシエたちの道
を切り開くバイブルともなった。
5月某日、先生のご自宅にてインタビュー。取材旅行やスタージュ、
パリでのサバイバル生活について自由に語っていただいた。
華奢な彼女のどこからそんなエネルギーが湧いてくるのか？　
次から次へと飛び出す心躍るエピソードに耳を傾けるうち、「優

雅なマダム」といった写真の印象からは想像もつかない、大胆
さや芯の強さ、人を惹き付けてやまない彼女の魅力溢れる素
顔が見えてきた。

フランスへ行かれたきっかけは？
高校の時、篠沢教授がフランス語の先生でね、授業の大半は
フランスの話。それがすごく面白くて。それにお嬢様の友達の
成城のおうちに遊びに行くとね、手作りのパウンドケーキなん
かが出てくるわけですよ。世の中にこんな素敵な料理があるん
だって憧れちゃったわけです。食べるだけじゃなくて、作ってみ

たかったのね。例えばパイ生地とか、食べたこともないのに料
理本だけで想像しながら作ったんですよ。本が油でべとべとに
なるほど何回も。どんなものが出来上がっても、本物を知らな
いからこんなもんかな〜って（笑）お菓子作りに目覚めたこの
頃から、将来絶対にフランスに行くんだ！って思ってましたね。
大学卒業後、フランス系銀行に入社。幸い当時外資系はお給
料もよかったので、4 年間お金を貯めてパリに渡り、コルドン・
ブルーに入ったんです。

スタージュ（研修）は如何でしたか？
スタージュ先はどこもトップレベルの店だったので、女性なんて
いなかった。だから色 と々大変。ある老舗店に私がスタージュ
することになった時、1 日目、コックコート来て厨房に行くじゃ
ない。そしたらシェフが「なんでここに女がいるんだ？」って顔
してる。当時ここはフランスの良家のお菓子屋の息子が来ると
ころだったの。だから私が気に入らなかったらしくてね、そこか
らシェフと大森由紀子のバトルが始まったんですよ。でも今で
はもういいお友達。そこで修行した連中も今はみんなトップに
なってますよ。いじめられながらも頑張った甲斐がありました。
思えばあの 2 年間で、今の大森由紀子の基礎ができたと感じ
ています。

最初に本を出された経緯は？
帰国後、雑誌や広報誌にエッセイを書いたり、パリで知り合っ
たチョコレート輸入会社の社長さんのツテで店に卸すお菓子を
作ったり、お菓子教室を開いたり。パリの料理学校で授業を
受ける1週間のツアーなんかを企画して、ツアコンもやりました。
フランス地方菓子に関する執筆依頼があったのはその後。取
材のために 3 人のアシスタントと 1ヶ月フランス中を旅したの。
ここに行ったら、このレストランでこれを食べて、お菓子屋はこ
こに行ってと入念に下調べをして。現地では、駅に着いたらま
ず私が次の電車の切符を買う、1人はホテルを探し、もう1人
はお菓子屋を探す、買ったお菓子は翌朝食べ、毎晩日記をつ
けて、とね。ハードでしたね〜。今はもうできないな。これを
まとめたのが『フランスお菓子紀行』です。そして店舗情報を
入れた第二弾『パリのお菓子屋さんガイド』は、今活躍してい
るお菓子屋さんのシェフたちみんな持ってます。全部のお店を
まわったとか、この本で修業先を見つけたとか言ってくださって。
そういうの、嬉しいよね。

実際のフランス家庭のごはんは？
家庭でどんなものを食べているのか、私も興味津々だったんで
すが、実際はすごーくシンプル！驚きました。夕食に招待されて
行ってみると、例えば前菜はトマトだけ、メインはオムレツだけ
とか。でもちゃんとお皿は変えるのね。フロマージュは必ず 3
品ぐらいあって。途中にサラダも出てくるんだけど、これがまた
葉っぱばかり。日本人の方が色々食べてるなぁって思いました。
でも彼らの良さは質素なこと。1 週間に 1 回マルシェで買い物
すると、これで 1 週間賄おうって計画的に食材を使いこなすの。
あまり買い足ししない。見習いましたね。

これからやりたいことは？
今、アイデアを駆使したフュージョン料理が増えて、フランス
料理の境界が薄れている。料理と同じくフランス菓子も本来の
形がなくなっちゃって、過渡期ですね。自由な発想は素晴らし
いけれど、若い人たちには本来の形のフランス菓子をちゃんと
学んでほしい。だからこれからは若手の育成をやりたいですね。
あとは、シャンソンなんかを歌いながら、しがらみに振り回さ
れずに過ごせたら最高！

お好きな食べ物は何ですか？
死ぬ前日に必ず食べたいと思うものは、ブッフ・ブルギニヨン
か鰻。あと赤ワインがあったら幸せだわ。

かつて
とかく豪華で格式張ったものと思われたフランス料理。
でも今や、日本にもカフェやビストロが増え、
ぐんと身近なものになった。
そして
新しい味へと変化していく今こそ
フランス菓子や料理の伝統的な原型を
ちゃんと伝えていきたいですね。

Yukiko Omori

フランス菓子 ･ 料理研究家。学習院大学フランス文学科卒。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。ガ
レット・デ・ロワを広める会の理事、スイーツ甲子園審査員＆コーディ
ネーターを務める。毎年夏、フランスの地方へのツアーも企画。フ
ランスのガストロノミー文化を日本に伝える架け橋になりたいと願い、
点が線になる仕事をめざす。「わたしのフランス地方菓子」（柴田書店）、

「フランス地方のおそうざい」（柴田書店）、「パリスイーツ」（料理王国
社）、「物語のあるお菓子」（ＮＨＫ出版）「ママンの味、マミーのおやつ」

（文藝春秋）など著書 20 冊以上。現在、シャンソン修行中。
ブログ　http://ameblo.jp/omoriyukiko

大森先生　最新本
新版�
『私のフランス地方菓子
お菓子の物語とレシピ』
1,900 円＋税

仏蘭西倶楽部
インタビュー
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インタビュー・仏蘭西倶楽部主宰　貝山幸子

家庭でつくれる
フランス伝統の味を伝授。

フランス菓子・料理研究家

大森由紀子さん



ＳＨＯＰ　ＰＬＡＣＥ　ＯＰＥＲＡ
プラスオペラ
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
営業時間：11:00 〜 19:00

ＬＥ  ＳＡＬＯＮ  ＤＥ　ＭＵＳＥＥ
ミュージアムショップ ルサロン・ドゥ・ミュゼ
神奈川県横浜市中区日本大通り 11
横浜情報文化センター２階ニュースパーク
 TEL045-640-1151 
営業時間：10:00 〜 17:30

カンペール陶器日本総代理店
株式会社ミュゼ

300 年の伝統を誇るカンペール陶器
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。

家庭で楽しむフランス料理　大森由紀子先生のレシピ
ポークとパプリカのブレゼ、
ローズマリー風味

水切りヨーグルトムース

豚 肩 肉 ……… 400ｇ
　　　　　　　（塩、こしょうをまぶして10分置く）
パプリカ ……… 赤、黄　各１個
　　　　　　　（種を取って、帯状に切る）
たまねぎ ……… ２分の１個(薄切り）
にんにく ……… ひとかけ(薄切り）
トマト ………… ２個（ざく切り）
白ワイン ……… 100cc
水……………… 100cc
サラダオイル … 少々
ローズマリー … ３枝
塩、こしょう … 少々

１,  厚手の鍋にサラダオイルを入れ、強火で温め
る。

２,  鍋が熱くなったら、豚肩肉の表面を焼き固め
る。

３,  中火にし、豚肩肉の周囲ににんにくと玉ねぎ
を入れて、さっと炒める。

４, トマトとパプリカを混ぜる。
５,  強火にして白ワインを注いで、2分くらい煮て、

水を注ぎ、 沸騰したら、あくを取り、軽く塩、
こしょうして、ローズマリーを入れ、ふたをし、
180℃のオーブンで約１時間煮込む。

ヨーグルト …………300ｇｇ
砂糖 ………………おおさじ２
プラム ………………１個
乾燥アプリコット …２個

１,  ざるにキッチンペーパーを敷いて、ヨーグルト
を流し込み、そのまま冷蔵庫で一晩水切りす
る。

２,  １のヨーグルトに砂糖、大きめに切ったプラ
ム、乾燥アプリコットを混ぜ、再び１時間水
切りする。

３,  スプーンですくって器に盛る。

【2〜3人前】

【2〜3人前】

Photo�:�Kayoko�YAMATO

Gwenn�Ha�Du��グウェン�ハ�ドゥ
プレート20cmウァ゙ーグ� ￥17,115
カップアンドソーサー台形� ￥8,400
Passi�flore　パッシ�フルール
プレート15cmウァ゙ーグ�� ￥11,445

Series
Gwenn Ha Du

プレート15cmヴァーグ　￥11,445 ケーキプレッター 37cm　￥19,950

ブルターニュ地方の旗

Gwenn HA Duとはフ
ランス語ではなくブ
ルトン語で「白と黒」
意味します。フラン

スブルターニュ地方の旗はこのように黒と白
のモノトーンカラーです。ツールドブルター
ニュの時にはこの旗がたくさん振られ壮観な
光景です。

スクウェアプレート23*18cm ￥11,445

プレート20cmヴァーグ
今回の特別価格商品です。

花形プレート26cm　￥12,600

モノトーンのテーブルウェアは今までのカン
ペール陶器のテイストから抜け出し、とても
スタイリッシュな生活スタイルを演出しま
す。歴史に裏付けされたＨＢ　Ｈｅｎｒｉｏｔ社
のデザインに対する姿勢を見た気がします。
洗練された手描きの筆使いも新たな雰囲気を
醸し出しています。カンペール陶器の世界が
また広がりましたね。

大森由紀子先生のお教室エートル・パティス・キュイジーヌ。
フランス菓子とフランス家庭惣菜をフランスの文化背景に
触れながら学べるお教室です。
お問合せ先・Tel：090-6944-8737
　　　　　　Fax：0466-36-7629（いずれも21:00まで）
http://yukiko.omori.online.fr/index.html

Passi flore パッシ フルール

グウェン ア  ドゥ

特別割引商品
Gwenn Ha Du   グウェン ア ドゥ
プレート 20cm ヴァーグ
￥17,115  → 15％ OFF ￥14,547



フランスに行ったら、鴨食べなきゃね。家庭でもレストラン
でも鴨料理。さあ、そんな鴨好きな貴方！ここは天国です。
ペリゴール地方郷土料理を中心に手頃なお値段でサンパな雰囲
気で楽しめます。♪鴨ねカモーねKAMO かもねー。♪（ある年代
の人だけがわかる歌です）

10, rue Saint Augustin - Paris 2e　０１－４０－２０－９６－２７
7, avenue de Versailles - Paris 16e
54, rue Blanche - Paris 9e

http://www.lintillac-paris.com/ 9

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

文／渡辺敦子（（株）アクアメール）
フランスの美味しいものをお届けする㈱アクアメールの広報担当。

「11 区にあるビストロ Bistrot Paul Bert（18, rue Paul Bert 75011 Paris）は、丁寧に仕上げられた
定番料理がおいしいビストロ。ちょっとレトロな内装もとても可愛く、料理もボリュームもたっぷり。ラ
ンチの３コースが 16Euro ほどで、ご近所のおじさまや友人グループがわいわい愉しんでいる雰囲気も
とても地元っぽくて肩肘張らないランチにおすすめです！」

　これを家庭料理と呼んでいいのかどうか？今回の

テーマから外れてはいないか少し心配。しかし私の３

年間のフランス滞在時はほとんど毎日、来る日も来

る日もこれだった。地鶏のロースト、ポトフ、ステーキ・

フリットがフランスの家庭料理だとは思うけれども、

私の場合有無を言わせずフランス＝レンズ豆である

のだ。

　最近は、パリでは子連れなので自炊が出来るホテ

ルに泊まる事が多いのだけれど、ここぞと作った“少

し赤ワインヴィネガーを効かせたにんにく入りのレンズ

豆・パスタ”は「肉は入って無いけれど、地味なが

らもなんとか美味しい」と家族にも受けはそんなに悪

くは無い。残念ながら日本ではこの味の出るレンズ

豆缶が無いのだ。したがって父親（私）の家庭料

理はフランス限定となってしまっている。

佐藤陽一のワインなひと時
レンズマメのパスタvol.23

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   HP http://www.maxivin.com/

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。 

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中
http://www.franceclub.jp/

ブルターニュの港町キブロンは、 夏ともなればパリからのヴァカ
ンス客であふれる魅力的なちいさな村。ここで 1932 年から作ら
れ続けているラ・ベル・イロワーズのオイルサーディンは缶詰とは
思えないおいしさ！ふっくら脂の乗ったいわしを一度低温で素揚げ
し、ていねいに手作業に仕上げています。 美食の国フランスなら
ではの美味しいソースがからめてあるので、ちょっとひと手間かけ
るだけで美味しいアミューズやメインディッシュに。
なかでも「温めるサーディン」シリーズは「加熱して食べる」と
いう今までにないサーディン。フランス産のバターをからめた“バ
ターサーディン”と優しい味わいの“トマト＆バジルサーディン”
を使ったかんたんレシピをご紹介します。ぜひお試しあれ！

＊  バターサーディンは中のいわしとバターごとす
べてフライパンにあける。中火で温め、サーディ
ンの身を木べらでほぐす。

＊  一口大に切った舞茸など好みのきのこを加え
てさらに炒める。ゲランドの塩、胡椒で味付
けし、プロヴァンスハーブミックスを加え、トー
ストしたバゲットにのせて

　 できあがり。
 　白ワインがすすみます！

＊ ニョッキは表示どおりにゆではじめる。
＊  にんにくのみじん切りと少量のオリーブオイルを

弱火で熱し、香りが出たらトマトサーディンを中
のいわしとトマトソースごとすべて加える。サー
ディンの身を軽くほぐしながら弱火で炒める。

＊  ゆであがったニョッキにサーディンソースをから
め、フレッシュバジルをちぎって加えてできあがり。
あつあつをどうぞ！

パリ 
お宅
訪問

「温めるバターサーディン」
1,155 円（税込）　

vol.22
ドメーヌ・ドゥ・ランティヤック
Restaurants Domaine de Lintillac

トマトサーディンのニョッキ
バターサーディンときのこの
温かいブルスケッタ

「温めるトマト＆バジルサーディン」 
1,155 円（税込）　

おうちでビストロ気分！
かんたん
オイルサーディン料理。
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本誌掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。

●編集後記　どこの国でも季節の物をたくさんとりいれるのが家庭料理だねー（S）

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

 サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

＊ 画集　「Jours de Paris 」　ジュール ド パリ
　 植田洋子さんが描きおろしたパリの魅力 33 点が納められています。  3 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    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。 （2010 年 7 月31 日締め切り）

友人のミュージシャン夫婦、MAM のヴィヴィアン（アコーディオン）とフランソワ（ヴァイオリン）はフランス、ベルギー、
スイス、ドイツとヨーロッパ中をコンサートで飛び回っている。彼らの家はシャンティ城の側の静かな町だ。レコーディ
ングやコンサートのリハーサルを彼らの家に泊まりこんでやる事も多々あった。その時楽しみなのがヴィヴィアンの料
理。田舎でのびのびと育った彼女の料理はダイナミックで愛情たっぷり。ある時、巨大な鍋をのぞくと中には、かぼ
ちゃ、人参、ジャガイモ、玉ねぎがダイナミックなままグツグツしていた。おもむろにハンドミキサーにスイッチを入れて、
グゥイーン！！と爆音を立てながら（旧式だから音がうるさい）鍋の野菜たちをピューレ状に。そこへクリーム、ミルク、塩、
コショウ投入であっという間に美味しいポタージュが出来上がった。「実家から持ってきた野菜だから美味しいでしょ！」
うんうん、感動！こうやってポタージュが出来上がるんだー。私にとって目からうろこのダイナミック・クッキング。ある時
は、実家から持ってきた鳥の丸焼き。鳥好きの私にはたまらないメニュー。「はい、SACHIKO。特別に首あげる。
首はよく動くから美味しいんだよー。パリじゃ食べられないんだから！！」人生初、頭付きの鳥の首焼き。しかーし、さ
すがの私もガブっとは出来ませんでした。まだまだお子ちゃまです。「鳥は一番首が美味しいのよー。」
さすがだー。ヴィヴィアン。彼女のアコーディオンはダイナミックで美味しそうな音なのです。

vol.23 “野菜スープと鳥の首”
i n f o rma t i on

 乃木坂・フレンチの老舗

シェ・ピエールのパリ祭��フレンチと貝山幸子コンサート
7�月14�日（水）
毎年恒例のパリ祭。美味しいフランス料理と
貝山幸子スペシャルシャンソンコンサート

ギター：白土庸介
料金：10,500 円（コース料理とワイン飲み放題）
受付開始：18時〜（時間詳細はお問い合わせください）

2009 年 フランス セザール賞　最多 7 部門受賞作品
『セラフィーヌの庭』　原題：Séraphine

■公開表記：８月７日（土）、岩波ホールほか全国順次公開
配給：アルシネテラン
© TS Productions/France 3 Cinéma/Climax Films/
　 RTBF2008
監督：マルタン・プロヴォスト　
出演：ヨランド・モロー、
　　　ウルリッヒ・トゥクール他
2008 年 / フランス・ベルギー・ドイツ/126 分 /
35mm/ カラー / フランス語・ドイツ語 /
SR・SRD/ アメリカンビスタ

vol.23

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 を々送ったのち、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。
最新アルバム“愛の言葉〜エディット・ピアフを歌う”（cos2266 1,890 円）
好評発売中 　http://salut-paris.com/
９月ニューアルバム“BARBARA”発表予定。

MAMの今の演奏が聴けるよ
http://www.myspace.com/mammusique

MAM参加のアルバム「月を噛む」　
収録曲　月を噛む／夢で逢えたら／ラストダン
ス私と／脱走兵／半ダースのバ／山寺の和
尚さん／ウィーンにて／思い出の夏 他
全１５曲
２,７００円　　Nes１８９６４

あらすじ
花に話しかけ　木に耳をすませて心のままに、私は描く。　
実在した女性画家セラフィーヌ・ルイ（1864-1942）の物語。フランスに実在した素朴派の
画家で、その生涯は貧しく孤独だったが、彼女の描く鮮やかで幻想的な絵は、観るものの心を
強く惹きつける不思議な力を持っていた。切ないほどに無垢な心と、危ういほどに激しい、“描く
ことが生きること”であった彼女の、美しく純粋な人生を描いた秀作。

４１歳の時に神のお告げで絵を描き始めたセラフィーヌ。日雇いで貧しい日 を々送る彼女は、まさに
神によって絵を描かされている天才。家政婦をしていた彼女の職場の台所、美しい風景、孤独な
部屋、心奪われる彼女の色彩豊かな動きだしそうな花々の絵。富を得るために表現するのではなく、
表現したものが富を生む。自分自身と向き合いながら表現し続ける事・・・辛くもあり幸せな事ですね。

第３期�定期購読募集
年間送料手数料 900 円（24 号〜 30 号）

年６回（サリュ・ラ・フランスは隔月の発行です）

ご希望のご住所へ、５冊のお届け。お申込締め切り 7/31 まで
■ お問い合わせ・お申込み
　 FAX 03-5488-7783　　E-mail france-club@cia.co.jp
定期購読希望係まで
※ご住所・お名前・電話番号・第３期定期購読を明記してください。
※本誌送付時に、お振り込みインフォメーションを同封します。

〒 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/

●ご予約・お問い合わせ 

紹介します！
Je vous présente!

光タロー君　
サリュ・ラ・フランス編集
部のアイドルは、モデルに
塾に、ボール遊びと毎日大
忙し！これかもサリュをよろ
しくだワン！


