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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］

シャンソンでドキドキしよう

C A L E N D R I E R

■ご注文・お問い合わせ
メール  france-club@cia.co.jp 
F A X  03-5488-7783
お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス・
ご希望数をお知らせください。
※カレンダー送付時にお支払いインフォメーション
を同封させていただきます。尚、お振込手数料はご
負担ください。

12月10日まで御注文の方には送料無料と
させていただきます。

パリのカメラマン YOLLIKO さんの

素敵な写真で、素敵な 2011 年を！

全面縦型写真と A4 横型写真の、

2 パターンのカレンダーを

お楽しみいただけます。

素敵なフランスをお部屋に

飾って下さいね。

Salut La France 2011 年
特製カレンダー（サイズ W297*H420mm）

定価１,575 円（税込）

第5期　定期購読募集
年間送料手数料 900 円（26 号～ 31 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11/30 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 5 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。



サリュ・ラ・フランスは創刊して５年目に入り２５号になりました。フランスというキーワードのお陰でい
ろいろな方と出会い本誌を通じて大きな広がりがあります。「シャンソンをもっと多くの人に知ってもらい
たい。」この思いは、本誌創刊にあたっての大きな柱の一つです。まだまだ、読者の皆様の中にもシャン
ソンを聞いた事がない方も多いはず。さっ、シャンソンでドキドキして綺麗になりましょう！

［シャンソン～ chanson って何？］
ヨーロッパの文化は壮大すぎて難しくなってしまう。シャンソンもしかり。ドキドキする前
にうんざりしちゃうのももったいないので、サリュ的定義付けは至極簡単。シャンソンは
フランス語で歌。フランスで生まれた歌、歌われる歌をシャンソンと言ってしまいましょう。

［日本語で歌われるシャンソンもシャンソンなの？］
日本での歴史は長く、１９２７年（昭和２年）宝塚歌劇団で最初に「すみれの花咲く頃」
などが日本語で歌われ、昭和２８年にダミアが初来日してから本格的に日本でシャンソ
ンというジャンルが出来上がった。フランス文学を日本語訳で読んでも「フランス文学」っ
ていうでしょ。日本人の心に原曲の思いが届くように多くの方が素晴らしい日本語詞を
つくり、日本のシャンソン歌手の皆さんは、それぞれのフィルターを通して表現してい
るのです。だから、日本語で歌われるシャンソンもシャンソン…だと思います。
＊ダミア（Damia, 1889- 1978）代表曲「暗い日曜日」は発売禁止になるなど物議をかもしだした。

［シャンソンはどこで聞けるの？］
知識があればパリでもいいコンサートを探す事が出来るけどそれも大変かも。今は、歌手
の名前や、曲目を検索するとインターネットでお宝映像付きでシャンソンが聞けちゃう。
日本 のシャンソン歌手の歌は、大都市の場合“シャンソニエ”というシャンソンのライヴ
ハウスに行ってみよう。まずは日本語でシャンソンを聞いてどんなシャンソンがあるのか
を知るのもいいかもね。

あなたは今、どんな恋をしていますか？どんな恋をしたいですか？
恋のシャンソン入門編

振り向いてくれるまで

じっと待つ
のが好きなタイプの人

昔の恋に

再びドキドキしたい人

男なんて掃いて捨てるほどいるわよー！

恋多き貴方

想像の中で彼をどんどん
美化してしまう。絶対に
振り向いてはくれない人
なのに…。

パリの四季の移り変わりと共に時は流れて、必ず帰ってくる
と言って去ってしまった彼を待ち続ける主人公。パリの公園
で、鳩と会話をして一人でいるおばあちゃまを見かけると、
頭の中でこの曲が流れます。

３，４歳の違いじゃあ
んまり変わらないけど、
もし自分の半分くらい
の年の人を好きになっ

て恋人にしてしまったら…。妄想族にはたまらない
テーマです。

♥ダリダ　『18 歳の彼～ Il venait d'avoir 18 ans』

♥シャルル・アズナブール
『遠い思い出～ Non Je n'ai rien oublié』

♥エディット・ピアフ
『愛の言葉～ Les mots d’amour』

♥ダリダ
『それぞれのテーブル～ Table Separees』 ♥エンリコ・マシュアス

『恋心～ L'amour, C'est pour rien』

♥バルバラ『いつ帰ってくるの
　　　　　　　～ Dis quand reviendras-tu?』

美しいメロディーにのせて自分の半分の年の彼との出
会いときめき、恋に落ち、彼が去っていくまでを歌っ
たダリダのヒット曲。

若いころ引き裂かれた恋人達の再会を美しく歌う名曲 愛の言葉はなんて無責任なの。この人だけっていいながら
同じ言葉を他の人へもささやいているのよ。

二人でよく来ていたお店で偶然再会する恋人達を歌っ
ている 恋なんてむなしいし悲しいし、するだけ無駄でしょー。

 特 集   サリュ的目線でお届けする

綺麗になるドキドキシャンソン入門編

ダリダ・・・苦しい恋に悩み自らの命
を絶ったダリダ。どんなにきらびやか
なドレスに身を包んでも、ダリダの顔
はいつも悲しげだった気がする。

Forever　DALIDA
Universal I.S. 
ASIN: B0000AKPE9

バルバラ・・・伝説的シンガーソング
ライター。彼女の歌には死と孤独と愛
がある。数々の名曲を生みだし世界中
の歌手に影響を与えている。

黒い鷲
～ベスト・オブ・バルバラ
PHCA-4128

年下の人を好きに

なってしまった人

文・Sachiko KAIYAMA
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18号 特集・映画
「幸せはシャンソニア劇場から」

「幸せはシャンソニア劇場から」監督

クリストフ・バラティエさん

4 号 特集・パン

素顔のフランスをパンに込めて！

藤森二郎さん

2号 特集・シャンパーニュ

シャンパンで日本とフランスを結ぶ

フィリップ・ソーゼットさん

14号 特集・美味しいフランス
パティシエ

エベルレ ベルナール 
ピエール クロードさん

16号 特集・ミュゼ～美術館

ロシア人亡命者がパリに遺した美の軌跡
「革命とファッション」展を支える

クリストフ・デュボワさん

こんなにたくさんの方に登場していただきました。25回スペシャル
25

1号 特集・シャンソン
音楽で日本とフランスを結ぶ

パトリック・ヌジェさん

11号 特集・マルシェに行こう！
美味しいフランス食材を日本へ
届ける仕掛人

リュック・ドゥマンジュさん

17号 特集・ヴァカンス

今年のヴァカンスはどこに行きますか？

モニカさんさん

セルジュさん

マリーアンドレさん

20号 特集・冬

冬がテーマのインタビュー

ジャンジャック・トルショさん

アンネリース・マルタンさん

ダビット・ドゥヴィレールさん

23号 特集・フランスの家庭料理

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

22号 特集・映画「あの夏の子供たち」
実体験から生まれた物語『あの夏の子供たち』
で家族の絆を静かに描く監督

ミア・ハンセン＝ラブさん

12号 特集・ドキドキ・アペリティフ

エディット・ピアフに再びステージに立つ力を
与え、数々の名曲を生み出した伝説の音楽家
シャルル・デュモンさん 24号 特集・ナンシー

アールヌーヴォーの街へ
ようこそ

ナンシーに住む３名にインタビュー

点田永里奈さん

リディ・ジェノさん

パスカル・ドゥロルクさん

3号 特集・ガトー
スイーツで日本とフランスを結ぶ

佐藤亮太郎さん

13号 特集・プレゼント

パトリック・ヌジェさん

ドゥニ・ドゥヴィエンヌさん

市原ジョスリーヌさん

19号 特集・パリ・Paris・巴里

パリを拠点に生き生きとしたパリの風
景とフランス人の素顔を独自の視点
で描くイラストレーター

植田洋子さん

9号 特集・パリからモロッコへ
思いを馳せる
ライフスタイル提案のパイオニア

パトリス・ジュリアンさん

5 号 特集・フロマージュ
大好きなチーズの楽しみを
もっと日本に伝えたい

ジェローム・ブエさん

15号 特集・フランス映画を見よう

ソムリエ  佐藤陽一さん

21号 特集・フランス語を話そう
カフェオーナー

松根晶子さん

日仏を結ぶコンサルタント

ベノレン・ラファエルさん

6 号 特集・愛 ～エディット・ピアフ

サリュ・ラ・フランス編集人・
シャンソン歌手 貝山幸子

8 号 特集・たゆたうような
ひと時をワインとともに

まるでワインのように熟成され、
満を持して、世界に羽ばたいたソムリエ
佐藤陽一さん

10号 特集・パリから足を伸ばして
ブルターニュ地方

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

7号 特集・モンマルトル

画 家  川瀬紀深子さん



女性だけのお家のみパーティー。キーワードは“ドキドキ”です！

Photo : Katsumi MERA

フェアのご案内
サリュー 今だから伝えたい
フレンチスタイル
日本橋三越本店　５階
リビングステージ
11月10日（水）～16日（火）

プラスオペラにて 11/1〜11/30 までの期間、
陶器お買い上げのお客様へのプレゼント！！
■1万円以上お買い上げのお客様
カラフルな魚がかわいい
フィッシュマリン柄のキッチンナプキン

（2,100円相当）

■3万円以上お買い上げのお客様
フィッシュマリン柄のプレート （7,665～8,925円相当）
数に限りがございますのでお早めにどうぞ！！

今日は仲良しが集まってのホームパーティー。テーブルには、アペ
リティフと前菜を兼ねたフィンガーフードとカンペールのシードルカッ
プに注がれた赤ワイン。「グラスよりも、暖かい感じがするから、
最近のお気に入りなの。」愛らしく色鮮やかなシードルカップで飲
む赤ワイン・・・なかなか美味しい！焼き立てのパン、フォアグラと
クリームチーズのカナッペ、生ハム、ソーセージ、ケッパー、オイ
ルサーディンなどなど・・・。大好きな物のオンパレード。
今日は女性だけのパーティーだから、ＢＧＭシャントゥーズ（女性歌
手）のアルバムを。まずは、ダリダの恋の歌特集。秋の夜長に
盛り上がる女子だけの“家飲み＆恋バナ（恋の話）”パーティー
なのです。

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。

詳しくは
最後のページを
ご覧ください！

オイスタープレート 24cm　12,600 円（税込）
※こちらの商品は数量限定で特別につくったも
のです。売り切れの際はご容赦ください。
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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。

「パリでもラ・ベル・イロワーズの缶詰が買えます！7 区のボン・マルシェ食品
館や、シテ島のサン・ルイ・アン・リル通りのオリーブオイルとスパイス専門店
などで販売中。パリ散歩の合い間に見かけたら美味しいお土産としてどうぞ！」

アンリ・サルヴァドール、エディット・ピアフ、ジャック・ブレ
ル等々、フランスでもよく聞きましたし、うちの店でもCD でよ
く聞いています。特に寒さが感じられて来る頃に聞く古き良き
時代を思わせる歌声とゆったりとした曲調、フランス語の発
音もそんなに早くないし、割と聞き取りやすかったりもします。
そんな曲に合わせてのおすすめは小ぶりのグラスに入れて飲
むカルバドスやポートワイン。リュクサンブール公園わきのカ
フェのテラスで、細めの葉巻をくゆらしながらゆっくりと楽しむ
と、なかなかにむせび泣くものがあります。昔々イブ・モンタ
ン主演でその名も「ギャルソン」という映画が公開され、確
か大阪毎日ホールの地下に若かりし私は一人で見に行った
記憶があります。モンマルトルのレストランで働く彼のあまりに
もフランス的な生きざまが描かれ、彼の人生そのものがシャン
ソン的だなーと深く感じ入った映画でしたが、見終わった後、
後ろに座っていたカップルの女性が連れの男性に話しかけて
いました。「面白かったね、ところでギャルソンって何なん？」
私はその時「東京のフランス料理店で働こう」という啓示を
受けたのです。

行ってきましたー！Lanson２５０周年パーティー！

９月３０日、老舗シャンパンメーカー Lanson の２５０周年祭がヴェルサイユ宮殿で行
われた。仮装した男爵のお出迎えを受けながら庭へ。とてもきれいな夕暮れ時！！祝福
のときである。シャンパン片手のアペリティフタイムの後、離れのシャトーでパーティー
が始まった。驚くべきは、ベルサイユ宮殿でのモダンな空間。２５０周年のシンボル
カラーの赤を貴重としたムーディーな会場。ＢＧＭは優雅な生演奏。食事は割とカジュアルな立食形式。フュージョン系の
スタイリッシュな料理は、マンゴーとコンソメスープなどの面白い組み合わせが楽しめた。
シャンパンは、２５０周年記念ボトルが振舞われ、ピアノ伴奏に合わせたシャンソン歌手が「ハッピーバースデー」などを熱唱。
迫力がある演奏で雰囲気は最高潮！素敵な歌声に酔いしれながら過ごす歓談のひと時。世界各国からのたくさんの来賓者。
最後は、花火で締めくくられ、お土産をいただき、あっという間の素敵なひと時でした！（レポート：小島三幸／パリ在中）

佐藤陽一のワインなひと時
シヤンソンと私vol.25

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/

大西洋に突き出したブルターニュ南部のキブロン半島。小さな港町には夏ともなれ
ばフランス各地からやってくるバカンス客のにぎやかな喧騒に包まれます。海藻を
使ったタラソテラピーを受けたり、新鮮な魚介類を味わったり、またはポート・マリ
ア港から出るフェリーに乗って、往年の大女優サラ・ベルナールが愛したというベル・
イル島へと気軽なクルージングをチャーターしたり。小さな港は、休暇を愉しむ人々
でいっぱいです。
そんな真夏の太陽の軌跡がゆっくりと低くなり秋の空気がビーチを包む頃、キブロ
ンを訪れました。とびきり美味しいオイルサーディンを作り続けている「ラ・ベル・
イロワーズ」がここキブロンにあるのです。
ラ・ベル・イロワーズは 1932 年創業。キブロンはいわし漁ですでに名高く、缶
詰の技術が開発されたこともあってオイルサーディンの缶詰づくりがはじまりました。
ブルターニュの民族衣装姿の女性たちがいわしをさばいている古い写真をオフィス
で見せてもらいました。時は流れ、ラ・ベル・イロワーズの工場は驚くほど近代的
になりましたが、今でも当時の製法を守っています。ここのオイルサーディンを味わっ
てまず驚くのは、魚のくさみがまったくないこと。その秘訣は、まずはじめに新鮮な
いわしをひまわり油でさっと揚げていることです。その後冷蔵室でしばらく寝かせて
から、身がふっくらとしたいわしだけを女工さんたちが選り分け、頭と尻尾を切って
整えてから缶に詰めてゆきます。いわしの身はとてもデリケートでほぐれやすいため、
手作業が一番いいとのこと。目にも留まらぬすばやさでいわしを選び、詰めていく
女工さんたち。プロフェッショナルです！
昔ながらのオリーブオイル漬けのほか、ラ・ベル・イロワーズではさまざまなソースの
バリエーションを日々開発しています。フランスならではの手の込んだソースとサー
ディンのマッチングは、缶詰とは思えない美味しさ。たとえば「温めるトマト＆バジル
サーディン」は、たまねぎがたっぷり溶け込んでトマトソースに甘みを加え、フェンネ
ルやバジルなどのハーブがほどよいバランスで香ります。温めて、チーズを削って
パスタに絡めるだけ。もう立派なメインディッシュの出来上がりです！これも、選りす
ぐりの開発者を自社に持つラ・ベル・イロワーズならでは。伝統だけでなく、常にチャ
レンジし続ける“オイルサーディン”、ちょっと贅沢な週末の食卓のひと皿にどうぞ。ラ・ベル・イロワーズオイルサーディン 115g

892 円（税込）～ 1,155 円（税込）　

オイルサーディンの故郷、キブロンを訪ねて。

Paris・パリ・巴里 Vol.1
NEW!
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●編集後記　“ シャンソンを聞くとドキドキするのよー！シャンソンを聞きなさーい！”といつも言っているＳ嬢。そんな彼女
が実は今韓流にドキドキしているって事口が裂けてもいわないからねーん！（Ｈ） 

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

 サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

＊ 23号応募多数のため、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

＊ 株式会社アクアメール（9 ページ掲載） 
　 温めるサーディン（バターソース＆トマトソース）セット　 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    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 11 月30 日締め切り）

私が最初にシャンソンを聞いたのは小学生の頃。親戚の結婚式で聞いたシャンソン歌手の従妹の歌。
「お正月に帰ってくる東京に住んでいる従妹」のシャンソンにドキドキ。
その頃の私の音楽は郷ひろみ＆マイケル・ジャクソンが全世界。初めて聞いた大人の音楽に驚き、それから時が流れ
大人になった私がシャンソンに真正面から取り組む日々がやってきたのでした。
ねえねえ、原曲のシャンソンを聞くのはもちろんだけど、日本語のシャンソンを是非聞いてほしいのです。私がフラン
ス語を話せるようになったのも、フランス文化にどっぷり浸り、シャンソンを一生の仕事に決めたのも全て日本語でシャ
ンソンをたくさん聞いていたからだったと思う。フランス語の響きもとっても美しいし、外国の音楽を原曲で聞くのは大
切だけど、それをもっと理解するには母国語の歌詞で聞く事だと思う。日本はシャンソン文化の歴史が長くて多くの名
曲を先輩方が日本語で歌い続けてきた。素晴らしい作品がたくさん。日本語で聞いて、直接ドキドキして、その後原
曲を聞いてまたまたキュンとなる。この二重ドキュンお薦めです。全ての素晴らしい要素がギュッと詰まっているのがシャ
ンソンだと思うのです！だから、ほら、もっと深く知りたくなったでしょ。私の使命、それは和製シャンソン未体験の人達
に「ドキドキ！素敵―！！」と思ってもらうような音楽を作り出す事。日本のシャンソンのバトンを次の世代に伝えるために
は私の世代が頑張らなきゃね！（決意表明みたいだわ）

前号のサリュで御案内したニューアルバムの発売
日が諸事情により伸びてしまいました。次号であら
ためて御案内できると思います！全曲日本語で取り
組むバルバラの曲。ＳＡＣＨＩＫＯの思いがギュッと
詰まった作品です ！ 只今熟成中。

vol.25 “若者達！ドキドキするなら
　　　　　シャンソンをお聞き！”

i n f o rma t i on

フェアのご案内 サリュー 今だから伝えたい フレンチスタイル
開催日：11月10日（水）〜16日（火）
場　所：日本橋三越本店　５階 リビングステージ

カンペール陶器（テーブルウェア・インテリア・アクセサリー・クリスマス置物）　
カンペール陶器はフランス・ブルターニュ地方のにカンペールという町で作られています。
中世の家並みが残る趣のある町には３００年以上前からたくさんの焼き物工房がありました
が、本物を作るのはＨＢ　ＨＥＮＲＩＯだけとなりました。今でも、農婦や雄鶏や、草花など
全ての絵柄、釉薬かけまでも一つ一つ丹念に手作業で行われています。微妙な色合いと描か
れた一つ一つの表情に熟練した職人さんたちの息づかいが感じことができるというものです。

パーティーを楽しむための商品等
・ガルニエティエボーのテーブルリネン
・バスク地方のジャンヴィエ 他
  （レ・パシフィック）

・プロバンスのオリーブオイル（ＡＯＣ）
・ひまわり油に付けたオイルサーディンや
　ブルターニュの海の塩田から　ゲランドの塩 他
  （アクアメール）
・グラス類 他

アートと書籍
・植田洋子
画集（限定発行）　「ジュール ドゥ パリ」の
中から原画を販売いたします。他には、
パーティー、食べ物にこだわった原画も。
 　植田洋子　１９８３年よりパリ在住
　 食・文化・ファッション　パリのエスプリを１枚の

イラストに凝縮させるイラストレーター。フランス
の週刊誌、月刊誌、日本では「フィガロジャポン」
にイラスト掲載。

　カジュアルなフランスの今をプレゼン！！

・2011年版 サリュ・ラ・フランスカレンダー他

13日（土）　トークショー　午後１時〜
   講師  シャンソン歌手／エッセイスト　貝山幸子さん
 「フランスの料理とワインのおいしい関係」
 カンペールシードルカップを使ってシードルを楽しみながら
 ご参加いただけます。
14日（日）　お料理とフランス語　午後１時〜
   講師  お料理研究家　田中裕子先生
 「家庭で作れるワインに合うお料理／フランス語のミニレッスン」

2009 年　フランス　カトリーヌ・ドヌーヴ主演
『隠された日記 〜母たち、娘たち〜』

■公開表記：１０月２３日、銀座テアトルシネマほか全国順次公開
配給：アルシネテラン
© 2009 Sombrero Films - France 3 Cinema - Filmo
監督：ジュリー・ロペス＝クルヴァル　
出演：カトリーヌ・ドヌーヴ、マリナ・ハンズ、
　　　マリ = ジョゼ・クローズ他

vol.25

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。
“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/

あらすじ
フランスの片田舎、海辺に建つ祖父の家のキッチ
ンで５０年前、何も言わず全てを残したまま家でし
た祖母の古い日記を見つけた娘オドレイ。母マル
ティーヌは、50 年前、何も言わず、全てを残したまま家出をした祖母についていままで何も語ろ
うとはしなかった。日記に綴られていたのは、子どもたちへの深い愛とあまりにも切なく哀しい衝
撃の真実…。

カトリーヌ・ドヌーヴが荘厳な気高さで悲しみを演じている。３人の女優の人間らしさと美しさが交
錯する時代を超えた母と娘のストーリー。美しい海辺の風景、ほとんど音楽が使われないが、祖
母が初めて心をときめかす男性に会ったドキドキする気持ちの場面で、その時代の流行歌、シャ
ルル・トレネのシャンソンの名曲“ブン”が効果的に使われている。全編を通してシリアスな場面
が続く中で、今にも踊りだしそうなトレネの歌声。シャルル・トレネの歌をもっと聞きたくなりましたー！
シャンソンの力って・・・すごいね。

オイスタープレートは限定で

お取り寄せいたします。


