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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］フランス南西部



大好きなパリ・大好きなフランス
全ての人の心が

いつも愛であふれますように
愛のともしびを胸にいだいて
サリュ・ラ・フランス

4・�冬のカフェ。寒くてもテラスが好きな
�　パリジャン
5・バスティーユのマルシェ。クレープ屋さん
6・�フランス人のモテる条件。牡蠣が上手に
むける事

7・エビ・エビ・エビづくし
8・冬の風物詩。みんなが大好きな牡蠣
9・市場では牡蠣とワインの立ち食いOK�!

1・セーヌを歩く恋人たち
2・エッフェル塔から見おろすパリ
3・オランピア劇場に向かう二人
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フランス南西部
～シュド・ウエスト
バスク地方・ボルドー・トゥールーズ

まるでテーマパーク！うめだ阪急でフランスを体感
今年のテーマはフランス南西部。
海と山に囲まれた日本でも注目の魅力がぎっしり。
祝祭広場では“バスク地方”の街並みを再現。
かつてバスク国として繁栄し、独自文化を持つ情緒あふれる地域。
祝祭広場では、バスクのお祭り気分を体感できます。

［期間］  3 月 9 日（水）～ 15 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

阪急うめだ本店

Le Musée du   
  Gâteau Basque
ミュゼ・ドゥ・ガトー・バスク

Douceurs
  de Louise 
ドゥスール・ド・ルイーズ

La Maison de la Violette
ラ・メゾン・ド・ラ・ヴィオレット

Maison Bruyère   
メゾン・ブリュイエール

Pierre OTEIZA   
ピエール・オテイザ

バスクの郷土菓子ガトー・バスクの専
門店。オーナーのマリッシュラー氏は
1996年にガトー・バスクの歴史を紹介
するミュージアムを開設。ニューヨーク
やロンドンなど各地でガトー・バスク
のデモンストレーションを行っている。

ボルドーと近郊に3店舗構える2011年創
業の人気パティスリー。オーナーのフィ
リップ氏は、1999 年から2010 年までパ
リ「ラデュレ」のパティシエとして活躍し、
牽引した実力派。

スミレの街トゥールーズにある1993年創業のス
ミレグッズ専門店。トゥールーズ市内を流れる
ミディ運河の観光船内で常設。

17世紀から続く伝統的なレシピ
で作られるメレンゲ菓子。砕い
たアーモンドとメレンゲでサクッ
と香ばしく焼き上て。

30年前、絶滅の危機にあった
地豚 “バスク豚 ”を保護し、今
では 7,000 頭近くまで復活さ
せた第一人者。
その活動が評価され、フランス
に貢献したと評価される人にだ
け与えられる最高勲章「レジオ
ンドヌール勲章」も2006年に
受賞。2008 年にはパリ農業コ
ンクールで生ハムが金賞を受
賞。パリ・マドレーヌにもショッ
プを持つ人気店。

SOKA   
ショカ
エスパドリーユ発祥の地で1977
年から続くメーカーでハンドメイ
ドで製造。ビアリッツ、エスペレッ
ド、サン・ジャン・ド・リュズな
どバスクの主要都市のセレクト
ショップで販売している。

Jean-Vier   
ジャン・ビエ
1980年創業のバスクファブリッ
クメーカー。エレガントでお洒落
なラインナップが人気。バスクの
リゾート地サン・ジャン・ド・リュ
ズで、バスクの歴史や伝統文化
を学べるミュージアムを運営。



●お問い合わせ・ご注文先
　（1）TEL 0241-22-1234  （2）FAX 0241-22-0073  担当 橋 本
　（3）メール info@salut-paris.com（必ず仏蘭西倶楽部とお伝えください）
　（4）H P http://salutlafrance.jp（HPからはカード決済も OK）
販売元　SSKプロダクツ株式会社  喜多方工場／プロデュース 仏蘭西倶楽部　株式会社キャトルヴァンアン

素顔のフランス
家庭料理にはかかせない
季節の味。

昭和 30 年代から
会津に根付いたアスパラ栽培。
会津のアスパラは歴史ありです。

ただ今開発中！「アスパラー油」
オリーブ油とゲランドの塩と
アスパラをMIX！乞うご期待！

フランスの味をご家庭で堪能しませんか！
ピーラーで薄く皮をむいて、お塩をいれたお湯でゆでます。
ゆで時間はお好みで。生で食べることができるくらいのフレッ
シュさですので軽くゆでても OK！さらに、しっかりゆでると風
味が増します。生のままでも、茹でても、揚げても美味。茹で
たてにオリーブオイルをかけて、塩をふって食べるのもお勧め！
フレンチ、イタリアン、中華、和食、エスニック。
全ての料理に合う栄養価の高いスーパー食材です。

●ご注文方法
　�お名前、ご住所、お電話番号、ご希望のサイズ、
キロ数、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。

●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。

ブルターニュの海の恵み
ゲランドの塩
ゲランドの塩は素材の旨みを引き
たてる甘みを感じるお塩です。
フレンチはもちろん、和食にも。
おにぎりも美味しいですよ。

仙台発 万能調味料
なかむラー油
青森の上質なニンニクとネギと唐辛子。
メチャ美味しいです。
マヨネーズと混ぜてアスパラに。
そのままバゲットに。

顆粒�1kg　1,080円（税込）
株式会社アクアメール��http://aquamer.co.jp/

702円（税込）
やおよろずオンラインショップ��http://nakamura-yu.jp/

ホワイトアスパラ・プロジェクト

2016年も
 会津のアスパラを応援します！

昨年大好評だった会津のホワイトアスパラ。
2016 年も仏蘭西倶楽部は会津のホワイトアスパラを
全国に向けて発信いたします。
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。
日本で一番早く食べることができる会津のホワイトアスパラ。
朝収穫のとれたてを、午後に出荷します。
獲りたてを大切に梱包して送付いたします。

仏蘭西倶楽部特別キャンペーン価格

1kg  3,800円（税込）

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。

仏蘭西倶楽部キャンペーン特典

(キャンペーン受付�４月末日まで )

全国どこでも送料無料

簡単レシピ付き

ご試食用ゲランドのお塩プレゼント

100ｇ増量 ホワイトアスパラ１キロご注文毎に、
ご試食分100g増量いたします。

仏蘭西倶楽部スペシャル ポストカードプレゼント
（フランスの風景から2枚お届けします）
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ご注文から到着までの
日数（約３～５日）
ご希望の日にちがござい
ましたらご指定ください

仏蘭西倶楽部
セレクション
France Club Selection

ホワイトアスパラに相性抜群！  仏蘭西倶楽部お薦め調味料！

大切な方へホワイトアスパラのプレゼントはいかがですか？
ご進物ご希望の方はその旨をお伝えください。

今
ハ
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　昨年の同時多発テロから数か月が過ぎました。そ
の間たくさんの方に励ましをいただき、とても温か
な気持ちになりました。ありがとうございました！
　パリはもともとエネルギーあふれる元気な街で
す。これまでの歴史に残る事件でも、どんな逆境に
あろうとも、必ず前よりも魅力的になって再生して
きました。今も、春の訪れとともにさらに力強く動
き出したくて、うずうずしているのです。
　そんなパリの最大の力、それは「愛」だと思いま
す。モンマルトルに「ジュテームの壁」というのが
あるのですが、これはまさしく愛のパワーで出現し
たオブジェです（2000 年に完成）。メトロのアベ
ス駅を出てすぐの小公園の一角にあります。青いタ
イルの壁に 311もの言語で「Je t'aime（ジュテー
ム）」が書かれていて、見ているうちに胸が熱くなっ
てきます。
　発案者は、この界隈で活動する作詞・作曲家の
フレデリック・バロンさんです。ある日自分の小さ
な弟が紙片に「ジュテーム（大好き）」と書いてく

れたのにあまりにも感動し、それ以
来、愛の言葉をコレクションするよ
うになったのでした。街で出会う人
に書いてもらうのですが、居住者も
旅行者も外国人が多いパリのこと、
多様な言語が集まりました。各国大
使館にまで乗り込んだという気合の
入れようです。そうやって 10 年足ら
ずの間に受け取ったジュテームの数

は 1000 以上。これを形にしてみんなと分かち合うため
に、カリグラフィー作家のクレール・キトさんがアレン
ジしてくれました。そして、やはりこのアイデアに共鳴
したアートビルダーのダニエル・ブーローニュさんが、
壁の製作を施工しました。
　小さな愛の気持ちが、岩をも動かします。心の力は絶
大です。
　さまざまな事件に巻き込まれる可能性はどこにでもあ
りますが、いつもそのことにエネルギーを注ぎ込んでい
るわけにはいきませんよね。それよりも、小さな愛を大
切にして想像力を育めば、みんなが幸せになる。優しく
たくましいパリが、そう教えてくれています。

その6

モンマルトルの芸術家

愛あふれるパリの力、
ジュテーム！

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）

「ジュテームの壁」はジュアン・リクチュス小公園の中にあります。

日本語も、
もちろん。

春先のうららかなアベス広場

アンブラスモワ・キャンペーン
　モンマルトルで活動する絵描きのTAQUAさんは、

「アンブラスモワ・キャンペーン」を展開しています。
アンブラスモワ (Embrasse-moi!) は、英語のキス・
ミーにあたります。誰かを愛しい、素敵だと思う気
持ちをみんなが持ったらすばらしい！そんな願いか
らこのポストカードを作成し、出会う人に自ら手渡
しています。または、モンマルトルのカフェで置い
てあるところもあります。もしパリでこのカードに
巡り合ったら、幸運のしるしです。Je t'aimeジュテー
ム のメッセージも入っています。

● 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。�（2016 年 4月30日締め切り）

仏蘭西倶楽部×なかむラー油 プレゼンツ
五感で楽しむ
ホワイトアスパラとロゼワインな夕べ
ドキドキする春色の美味しい時間を
日時：4 月 10 日（日）17 時〜
会費：4,000 円  ホワイトアスパラのお土産付き
会場：仙台  アクテデュース 

協力：錦本店
ご予約・お問合せ　info@salut-paris.com  仏蘭西倶楽部

仏蘭西倶楽部がお勧めするアイテムをお買い求めできるようになりました。
ホワイトアスパラもこちららかどうぞ�！���http://salutlafrance.jp

読者プレゼント『ホワイトアスパラ』3 名様 会津ホワイトアスパラ イベント開催決定！

仏蘭西倶楽部オンラインショップ OPEN

information
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 「ララ・ファビアンのアルバムの歌詞の対訳とライナーノート
私が担当するんだよ！」私の周りのパリチーム（同じ時代に
パリに住んでいた友人たちね）みんなと大騒ぎ。「懐かしいね。
ララ頑張ってるんだね。」ララは１990 年代半ば、歌い上げる
圧倒的な歌唱力で第二のセリーヌ・ディオンというイメージ
で登場。瞬く間にスターダムにのし上がった。タイタニック
で世界的なスターになったセリーヌはカナダのフランス語圏
ケベック出身でパリでも歌のうまい歌手としていろいろな
シャンソンを歌っていた。それからアメリカ進出して華やかな
大成功。初期のセリーヌ・ディオンとイメージを重ねる人が
多かったララ・ファビアン。でも、ララの実力はセリーヌを
超えていた。ララの歌声は深みと哀愁がありまるでフランス
映画のよう。切なく激しく瞬く間にヨーロッパのスターに。
それからアメリカ進出でセリーヌのような活動になり、いろいろ
な時を経てララ・ファビアンが帰ってきた。全曲フランス語
のオリジナルアルバムで！！そして、なんと日本盤もリリース！
もう一度言っちゃいましょう。
「貝山幸子、歌詞の対訳とライナーノートを担当させて
いただきました！」

ララが４０代の女性として自分の心に向き合ったアルバム。
最初に聞いたとき涙がでてパリに住んでいた頃を走馬灯の
ように思い出した。時が流れたんだな。ララは素敵に年を
重ねてますます凄い歌唱力。全ての女性に送る応援歌。
人生って捨てたもんじゃない！ 素直に人生に向き合おう。

そんな素直で元気な気持ちになるララのアルバム。
2016 年７月来日ステージも決定。

今、世界一うまい歌手だと思う。フィギュアスケートで
ロシアの選手がララの歌声で滑ってますよぉー。

サリュ・ラ・フランスはララ・ファビアンを応援します！

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

貝山幸子
LIVE情報

3月10日（木）	 阪急うめだ本店	フランスフェア	貝山幸子ミニコンサート	 15：00〜他	　
7月7日（木）	 ヌーヴォー巴里祭	2016		会場：Bunkamuraオーチャードホール	 17：30開場	

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.6 ララ・ファビアンを聞くと
元気になる！
女性たちの応援歌

7月7日（木）Bunkamuraオーチャードホール　開場17：30／開演 18:15
入場料（税込）S 席：10,000 円／ A 席：8,000 円／ B 席：6,000 円／ C 席：4,000 円
※ C 席は学生のみ購入可能で入場時に有効な学生証の提示が必要　※未就学児童入場不可

お申込み・お問合せ：サロン・ド・ミュージック バルバラ    mail info@mcbarbara.jp    TEL 03-3586-4484 
または各プレイガイドまで
主催・招聘・制作：チバエンタープライズ
後援：フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本／ベルギー王国大使館／読売新聞社

スペシャルゲスト ララ・ファビアン
かいやま由起、西原けい子、中山エミ、友部裕子、
青木FUKI、池田ひろ子 他

初回限定盤のDVDにはレコーディングドキュメンタリー映
像、最新のライブ映像、新曲「Quand�je�ne�chante�pas」
MV＆メイキング映像を収録（約40分）。CDは初回限定盤
のみ2曲がボーナストラックとして収録。

通常CD／CD＋DVD�* 初回限定盤
WPCR-16893／WPZR-30696／ 7
価格：2,400円／ 3,300円
（DVD付初回限定盤）
対訳・ライナーノーツ
貝山幸子

■収録曲■
1　Quand�je�ne�chante�pas�/�私が歌わない時�����
2　Ma�vie�dans�la�tienne�/�私の人生にあなたがいる�����
3　Le�desamour�/�疲れた恋�����
4　S'il�ne�reste�qu'un�ami�/�もし一人の友達しかいないなら�����
5　Envie�d'en�rire�/�笑っていたい�����
6　Le�coeur�qui�tremble�/�震える心�����
7　Ton�desir�/�あなたの欲望のリスト�����
8　L'illusionniste�/�イリュージョニスト～マジシャン�����
9　Elle�danse�/�彼女は踊る�����
10�Releve-toi�/�また立ち上がれ�����
11�L'oubli�/�忘却�����
12�C'est�ma�terre�/�私の大地（地球）
　＜＊初回限定盤のみ収録＞�����
13�Je�vais�revoir�l'hiver�/�冬～私はまた会いに行く
　＜＊初回限定盤のみ収録＞�

Photo.�Svend�Andersen

世界中が待ち望んでいた待望のニューアルバム

ララ・ファビアン Lara Fabian

私の人生にあなたがいる
 Ma vie dans la tienne 

2016年 2月24日
国内盤リリース！

ヌーヴォー巴里祭
 2016ララ・ファビアン 初来日公演



バスクの海沿いの中心街サン・
ジャン・ド・リュズ郊外の1970
年創業のレストラン。バカンス
時期には予約しないと入れない
人気店「ゴ・エ・ミヨ」の2015
年アキテーヌ地方チャンピオン。

［期間］  3月9日（水）～15日（火）
 ※催し最終日は午後6時まで

［会場］  阪急うめだ本店　９階催場・祝祭広場

LA CALÈCHE 
～ラ・カレッシュ

MAISON ADAM
～メゾン・アダム

カスレ発祥の地カステル
ノダリーにあるカスレ協
会が最も推奨するカスレ
を提供するレストラン。
2004 年のカスレコン
クールチャンピオン。

パリジェンヌの間でバカンス地として人気の“南西部”。
ボルドーやトゥールーズ、

人気が高まるバスク地方の食や雑貨をご紹介します。

フランス南西部 ～シュド・ウエスト
バスク地方・ボルドー・トゥールーズ

1660年創業のサン・ジャン・
ド・リュズにある老舗パティ
スリー。ルイ14世に献上し
たマカロンが有名で、秘伝
のレシピを代々守り続けて
いる人気店。

Chey Mattin ～シェ・マティン


