
⾦沢⽇仏協会の歩み：41〜46周年
周年 年度 ⽉⽇ ⾏    事    名 備        考

2015年度 講師 ： 保井亜⼸ ⾦沢美術⼯芸⼤学
テーマ：「⻄洋の裸体画について-⼊浴図を中⼼にー」  50名

（平成27年度） ⽯川県⽂教会館
内容  アペリティフと⾳楽
演奏    ピアノ演奏・ジャズ演奏  325名
共催  SOPEXA、  後援  ⾦沢市、北国新聞
（しいのき迎賓館 １F＆テラス）
内容：講演とワインと⾳楽
    ・講師：⻘柳 りさ（⾦沢美術⼯芸⼤学教授）
テーマ：「ボードレールを歌う」
     ・シャンソン：⾼⽥和⼦   97名

（しいのき迎賓館  ２F イベントホール）

7⽉
〜

8⽉

⽇仏（イナルコ）学⽣交流
※7⽉〜8⽉の約1ヶ⽉間⾦沢での滞在、⽇本語研修（25名）

内容 ：⽇仏学⽣交流・ワークショップ（学⽣、会員参加）
  会場 ：・8/12⾦沢⼤学：講師 粕⾕祐⼰教授
        8/13⾦沢美術⼯芸⼤学：講師： 神⾕佳男教授

 参加者：学⽣・会員47名
講師 ：神⾕ 佳男（⾦沢美術⼯芸⼤学教授）
テーマ：「ルーブル美術館のカルコグラフィ」 53名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
講師 ：⻄野 浩平（ファッションデザイナー）
テーマ：「⽇本とフランスのファッションの違い」   81名
（きにつちに(竪町通り)）
ミニ講演 ：ニコラ・ベリジュレ駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使館政務参事官
       ・テーマ :「ﾌﾗﾝｽと⽇本の特別な関係」
ピアノ：アレクサンドル･ルロワさん              52名
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）
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10⽉ サロン・フランセⅠ
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2016年度 新任報告と⾦沢市⻑表敬に併せ、⾦沢⽇仏協会幹部と相互交流について
意⾒交換会を希望    7名

（平成28年度） ⽯亭
コンテオドノ会⻑など１８名の訪問団
・4⽉4⽇(⽉)：11時00分 市⻑表敬  午後 市内視察(忍者寺他)
・4⽉5⽇(⽕)：午前     ⼯芸体験、午後 和菓⼦研修（⼩出）
・歓迎パーティ 19時〜
ビストロ シャレー
講師 ： 岩城紀男 ⾦沢⽇仏協会副会⻑・医師
テーマ：「⾦沢⽇仏協会40年のヒストリア“ナンシー市の交流を中⼼として”」  31名
⾦沢市⽂化ホール 第5，第6会議室
実⾏委員会の主催で⾦沢出⾝のシャンソン歌⼿の新星カミユを始め多くのミュージシャンの公
演の中、シャレーも数店舗出店しワインやアミューズを楽しんだ 約500名
主催：2016アペリティフの⼣べ実⾏委員会
共催：⾦沢⽇仏協会
しいのき迎賓館 ⽯の庭広場

7⽉ コンテ･オドノ ナンシー･ロレーヌ仏⽇協会⻑の家族12名来沢 市内案内は県⽴美術館、兼六園、能楽美術館、忍者寺、東茶屋街、鈴⽊⼤拙館を散策
5⽇夜はフォーラスのレストラン「ハーベスト」で歓迎会を開催
内容：講演とワインとシャンソン
    ・講師：川上 明孝（⾦沢美術⼯芸⼤学名誉教授）
テーマ：「フランスの⾳楽家エリック・サティについて」
     ・シャンソン：⾼⽥和⼦   53名

⾦沢市⽂化ホール ⼤集会室

7⽉
〜

8⽉

⽇仏（イナルコ）学⽣交流
※7⽉〜8⽉の約1ヶ⽉間⾦沢での滞在、⽇本語研修（25名）

内容 ：⽇仏学⽣交流・ワークショップ（学⽣、会員参加）
①⼤学間学⽣交流「⾦沢⼤学・⾦沢美術⼯芸⼤学の教室」
  会場 ：・8/8⾦沢⼤学：講師 粕⾕祐⼰教授
  参加者：イナルコ⽣９名、⾦⼤⽣１名、会員６名
        8/12⾦沢美術⼯芸⼤学：講師： 神⾕佳男教授
  参加者：イナルコ⽣12名、美⼤⽣5名、会員3名
②協会員との交流「⾦沢の和⾷作り体験会」
・指導：中居早苗さん(会員) ⽯川ｲﾝﾀｰﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄﾜｰｸ会⻑
         ・⽇時：8⽉18⽇(⽊)午後1時〜4時
         ・会場：⽯川国際交流ラウンジ
参加者：イナルコ⽣10名、学⽣1名、会員7名

講師 ：澤⽥ 謙⼆（《Au Milieu de la Vie 》オーナー シェフ）
テーマ：「フランス料理と⽇本の関わりについて」 35名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

10⽉
パリ･ユネスコ創造都市 国際プロモーション事業の参加及びナンシー市訪問事
業

(1)ナンシー市⻑表敬訪問(ナンシー市役所)及びナンシー仏⽇協会との交流会
   ・⽇時  ：10⽉16⽇(⽇)（9時00分〜15時00分）
   ・訪問者 ：市⻑他⾦沢市職員4名、⾦沢⽇仏協会21名
   ・会場  ：ナンシー市役所
   ・内容  ：表敬セレモニー、市⻑他市⺠への抹茶謹呈、着付け(4体)の後
               レストランFoy にて⽇仏交流昼⾷会を開催
(2)ユネスコ国際プロモーション事業｢フォーラム･レセプション」
    ・⽇時  ：10⽉17⽇(⽉)〜18⽇(⽕)（13時15分〜15時00分）
    ・訪問者 ：市⻑他⾦沢市職員4名、⾦沢⽇仏協会21名
    ・内容  ：ユネスコ本部にて開催されたオープニングセレモニーの他
         参加各市のクラフトに関する出店内容やユネスコ本部内を、
         ガイド付きで視察し、また⼭野市⻑が出席したフォーラムを
         全員で聴講した
(3)3グループによる個別プログラム
   ・内容  ：後半19⽇〜22⽇の4⽇間
     ① ワインカヴ巡り、
     ② 世界遺産巡り
     ③まちづくり視察コースに分かれ、それぞれ⾒聞を広めた

10⽉ 新任ナンシー市⻑ ロラン･エナール 市⺠歓迎会

内容  ：会員による野点が⽤意された中で、仕舞いや書道吟、
                 そして輪踊りにエナール市⻑も輪に加わり、盛り上がった歓迎会と
                 なった      93名
○ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ：野点  佐々⽊真知⼦(会員)､古⻄純⼦(会員)､⽵野恵美⼦
          畠⼭⿇⾐ 岩倉朱美、岩倉早紀、
      仕舞い・謡  ⼩間井孝吉(会員)、笠間 啓
      書道吟    ⼭崎すなを(会員)､寺中 聡
      歌曲      藤村和昌(会員)
      ⽊遣り     東川政⼀
      輪踊り     ロラン･エナール市⻑､鶴⼭敦⼦(会員)
              菅波清⼦､⼭下ゆきみ
講師 ：辻 健⼀（⽇本ソムリエ協会北陸⽀部⻑）
テーマ：「ボージョレ･ヌーボの秘話」   62名
       ・サックス演奏：中村仁美さん

  ・ピアノ伴奏 ：吉⽥雅恵さん
（きにつちに(竪町通り)）
ミニ講演 ：在京都ﾌﾗﾝｽ総領事館 ジャン=マチュー・ボネル総領事
       ・テーマ :「ブレキジットとフランス」
交流会（フランス料理と⾳楽で）
         藤村和昌（ビゼー歌曲 カルメンから闘⽜⼠の歌）

        越川さゆりさん（ピアノ）             60名
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）
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3⽉ フランス⼤使館 ティエリー・ダナ駐⽇フランス⼤使来県
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2017年度 講師 ： 星野 太 ⾦沢美術⼯芸⼤学講師
テーマ：「フランスの古都リヨン⼀⾦融業・絹織物・印刷術―」  42名

（平成29年度） （⾦沢市⽂化ホール 第5，第6会議室）
講師 ：岩城 紀男 ワイン研究家・岩城医院
     ⽊下 理恵 ⽥崎ワインスクール・(株)トーケン
テーマ：「フランスワインを楽しもう」            45名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
内容：講演とシャンソン
    ・講師：Emilien Bonnet（⾦沢美術⼯芸⼤学留学⽣）
テーマ：「la musique est partout ⾳楽はあちこちに」
      ・シャンソン：清⽔ 美紀   42名

（しいのき迎賓館  ２F イベントホール）

7⽉
〜

8⽉

⽇仏（イナルコ）学⽣交流
※7⽉〜8⽉の約1ヶ⽉間⾦沢での滞在、⽇本語研修（17名）

内容 ：⽇仏学⽣交流・ワークショップ（学⽣、会員参加）
  ○ワークショップⅠ
   ⽇時 ：8⽉9⽇(⽔)12時〜17時
   内容 ：銀粘⼟による指輪作りワークショップ
   会場 ：⾦沢美術⼯芸⼤学
   講師 ：⾦沢美術⼯芸⼤学 神⾕佳男教授
  ○ワークショップⅡ
   ⽇時 ：8⽉18⽇(⾦)の12時〜17時
   内容 ：親⼦丼作りワークショップ
   会場 ：⽯川県国際交流ラウンジ
   講師 ：岡部アヤ⼦さん ⽯川インターヒューマンネットワーク会⻑
   会費  ：会員500円（学⽣は無料）
  〇参加者：ワークショップⅠ：21名、ワークショップⅡ：22名  合計43名
講師 ：若林 祐太（⽯川県⼟⽊部道路建設課）
テーマ：「フランスに於ける「おもてなし」の道づくり」 40名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
ご祝儀：宝⽣流「猩々」 仕舞い 渡邊社中 ⼩間井孝吉
                              謡い    ⾼橋社中 笠間 啓
歓迎・壮⾏会挨拶     ⾦沢⽇仏協会⻑
来賓選⼿・コーチ紹介  9名（通訳 デュボワ マチルダ）
乾杯         ⼭下 修⼀ ⾦沢市⽔泳連盟理事⻑
書道吟        吟 岩倉 早紀 (吟⼠)
                        書 ⼭崎 すなお(書家)
（歓談）
和太⿎共演      炎太⿎グループ「彩」代表 笠間 愛 他2名
輪踊り（2005東京⾳頭）指導：⾦沢まいどさん ⼭下 ゆきみ 他全員
閉会挨拶       神⾕ 佳雄 ⾦沢⽇仏協会副会⻑
参加者：選⼿9名 参加者52名  合計61名
（⾦沢城内「河北⾨」2階）
講師 ：福島⼤悟「⽇本ソムリエ協会 北陸副⽀部⻑（⽯川担当）」
テーマ：「ボジョレーの魅⼒と楽しみ⽅」
楽しむ会⾳楽：サックス 中村仁美さん
          同    松本祐理さん   67名
（きにつちに(竪町通り)）
ミニ講演 ：アレクサンドル・ルロワ さん
       ・テーマ :「ドビッシーについて」
ピアノ演奏：浅⽥ 真弥⼦ さん
        ・曲⽬ ドビュッシー前奏曲集第１巻より
パフォーマンス「書道吟」：書道：⼭崎 すなを
                詩吟：岩倉 早紀      47名
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）

43
4⽉ 平成29年度総会
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2018年度 講師 ： 五⼗嵐嘉晴 ⾦沢美術⼯芸⼤学名誉教授
テーマ：「バスク地⽅の独特な魅⼒」           46名

（平成30年度） （しいのき迎賓館 イベントホール）
講師 ：アドリアン・ブレゾー ナンシー姉妹都市交換留学⽣

   テーマ：「⽇仏の⽂化的相違」           40名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
①⽇仏フォーラム：17時30分〜19時00分
 ・講師等：カトリーヌ・ウンサモン次席⽂化参事官
       コンテ･オドノ  ナンシー・ロレーヌ仏⽇協会⻑
       梅澤 礼     富⼭⼤学准教授
       ⼩間井孝吉    ⾦沢⽇仏協会⻑
 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ神⾕  佳雄    ⾦沢美術⼯芸⼤学教授
 ・テーマ：⽇仏友好の再発⾒
②交流会  ：合同巴⾥祭（19時00分〜20時30分）
              ・シャンソン：⾼⽥ 和⼦         50名

（しいのき迎賓館  ２F イベントホール）

8⽉

⽇仏（イナルコ）学⽣交流
※イナルコ語学研修⽣と学⽣・会員との交流・ワークショップ
        ・イナルコ学⽣   35名
        ・⽇本⼈学⽣    10名
        ・⾦沢⽇仏協会員  23名

ワークショップⅠ
⽇時 ：8⽉8⽇(⽔)12時〜17時
内容 ：銀粘⼟による指輪作りワークショップ
会場 ：⾦沢美術⼯芸⼤学
講師 ：⾦沢美術⼯芸⼤学 神⾕佳男教授
参加者：32名(内イナルコ学⽣18名)

ワークショップⅡ
⽇時 ：8⽉17⽇(⾦)の12時〜17時
内容 ：親⼦丼作りワークショップ
会場 ：⽯川県国際交流ラウンジ
講師 ：岡部アヤ⼦ ⽯川ｲﾝﾀｰﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄﾜｰｸ会⻑他
会費  ：会員500円（学⽣は無料）
参加者：36名(内イナルコ学⽣17名）

講師 ：ピエール・エヌカン ACOME社製品開発部
テーマ：「⽇仏の特徴と⾃動運転AIについて」     24名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
ご祝儀：宝⽣流「猩々」 仕舞い 渡邊社中 ⼩間井孝吉
                              謡い    ⾼橋社中 笠間 啓
歓迎・壮⾏会挨拶     ⾦沢⽇仏協会⻑
来賓選⼿・コーチ紹介  9名（通訳 デュボワ マチルダ）
乾杯         ⼭下 修⼀ ⾦沢市⽔泳連盟理事⻑
書道吟        吟 岩倉 早紀 (吟⼠)
                        書 ⼭崎 すなお(書家)
（歓談）
和太⿎共演      炎太⿎グループ「彩」代表 笠間 愛 他2名
輪踊り（2005東京⾳頭）指導：⾦沢まいどさん ⼭下 ゆきみ 他全員
閉会挨拶       神⾕ 佳雄 ⾦沢⽇仏協会副会⻑
参加者：選⼿9名 参加者52名  合計61名
（⾦沢城内「河北⾨」2階）
講師 ：岩城 紀男 岩城医院院⻑・ワイン研究家
     ディボー・ガラン  ラブレ・ロワ社副社⻑
     メラニー・ソアレス ミス・ブルゴーニュ
テーマ：「ブルゴーニュ･ネゴシアンとの交流」
     “ボジョレー･ヌーボ2018に因んで”
楽しむ会⾳楽：サックス 中村仁美さん 他     98名
（きにつちに(竪町通り)）

11⽉
〜

12⽉

2018年姉妹提携45周年記念
「⾦沢・ナンシー市⺠交流 in NANCY」事業

・団員   ：20名
・渡仏期間 ：11⽉29⽇(⾦)〜12⽉7⽇(⼟)  7〜9⽇間
・具体の交流事業
◎11⽉30⽇(⾦)
 午前 ナンシー市役所での市主催歓迎セレモニーに参加
 午後  ⾦沢･ナンシー市⺠交流会
     会場：コンデ校内チャペル
     時間：午後2時〜6時
     ⾦沢⽂化紹介：仕舞い
               仕覆ワークショップ
               抹茶セレモニー
               浴⾐着付け・ファッションショー
     主催等：コンデ校・⾦沢⽇仏協会・ﾅﾝｼｰ仏⽇協会
 ・ナンシー市⺠の参加者 約100名
◎12⽉1⽇(⼟)
ナンシー･ロレーヌ仏⽇協会員らとナンシー派美術館など視察
         サン・ニコラ祭の視察
◎12⽉2⽇(⽇)以降
「ナンシー・パリ・バスクの市⺠交流・旅⾏報告」
講師   ：⻘⽊ ⼩波 仕覆講師(ナンシー)
       藤村 和昌 眼科医(バスク)
       柴⽥ 悠平  技術⼠(パリ)
       ・テーマ    ：「ナンシー・パリ・バスクの旅」
 ピアノ連弾：浅⽥ 真弥⼦ さん
        浅⽥  洋⼦ さん
      ・曲⽬「くるみ割り⼈形：花のワルツ」
交流会：招待者：フランソワーズ・モレシャンさん他、在県仏⼈
          ⽯川県・⾦沢市国際交流課⻑ 他        52名
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）

44
4⽉ 平成30年度総会・サロンフランセⅠ

6⽉ サロン・フランセⅡ

7⽉
2018年⾦澤巴⾥祭・ナンシー使節団来⽇記念⽇仏フォーラム
     「⽇仏交流160周年記念事業」

9⽉ サロン・フランセⅢ

10⽉ フランス⽔泳連盟若⼿選⼿団 市⺠歓迎会・壮⾏会（新規）

11⽉ ボジョレー・ヌーボの樽を楽しむ会「ワイン談義」（サロン・フランセⅣ）

1⽉ 新春の集い（サロン・フランセⅤ）



2019年度 講師 ： 五⼗嵐嘉晴 ⾦沢美術⼯芸⼤学名誉教授
テーマ：「ピカシエット“ｼｬﾙﾄﾙの奇抜なﾓﾆｭﾒﾝﾄ」           46名

（令和元年度） （⾦沢⽂化ホール 教室）
講師 ：神⾕佳男（⾦沢美術⼯芸⼤学教授）
    テーマ：「⽇仏交流のシンボル：⽊製印刷機」

   シャンソン：⾼⽥和⼦                   45名
（しいのき迎賓館 ガーデンルーム・イベントホール）

8⽉

⽇仏（イナルコ）学⽣交流
※イナルコ語学研修⽣と学⽣・会員との交流・ワークショップ
        ・イナルコ学⽣      17名
        ・⽇本⼈学⽣    15名
        ・⾦沢⽇仏協会員    9名

ワークショップⅠ
⽇時 ：8⽉5⽇(⽉)12時〜17時
内容 ：和⾷料理作り
会場 ：フラワーガーデン
講師 ：吉⽥貴也 料理⻑

ワークショップⅡ
⽇時 ：8⽉8⽇(⽊)の12時〜17時
内容 ：⾦沢学院⼤学⼤学⾺場先研究室によるまち歩き
会場 ：⻑町界隈、⾦沢学⽣のまち市⺠交流館
講師 ：⾺場先恵⼦教授
講師 ：ローラン･パケ マルシェロロ料理⻑
テーマ：「旅と料理」     37名
（⾦沢市⽂化ホール 会議室）
ナンシー市名物のキッシュ等販売（きにつちに）
（⾦沢市庁舎前広場）
講師 ：岩城 紀男 ⾦沢⽇仏協会副会⻑・ワイン研究家
テーマ：「ボジョレー･ヌヴォーの魅⼒と楽しみ⽅」    75名
（きにつちに(竪町通り)）

1⽉ 創⽴45周年記念事業 I・新春の集い

 ○フォーラム：（テーマ）「⾦沢・⽯川のフランス⽂化再発⾒」
   ・基調講演：五⼗嵐太郎 東北⼤学教授
           フランソワーズ･モレシャン ﾌｧｯｼｮﾝｴｯｾｲｴｽﾄ
    ・ﾊﾟﾈﾘｽﾄ ：髙⽊慎⼀朗（⽇本料理銭屋主⼈）
          ⼤樋⻑左衛⾨(美術家)
          鶴野俊哉(⽯川県⽴美術館学芸担当課⻑)
          サンソン・シルヴァン（仏⼤使館⽂化担当官）
   ・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ ：⼩間井孝吉（⾦沢⽇仏協会⻑）
   ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ ：加藤鴻介(前⾦沢⼯業⼤学教授)

 〇交流会：⾦沢市⻑・伊藤朋⼦（笹川⽇仏財団）)・サンソン･シルヴァン 他
                                 100名
（しいのき迎賓館（ガーデンルーム・イベントホール））
  〇懇談会：2021年実施予定の「⽇本におけるフランス年」について
         ⾦沢⽇仏協会の活動内容について
  〇参加者：⼩間井・神⾕・加藤・架⾕・元雄・お点前お運び(鶴⼭他2名)
（松涛庵 ⽴礼）

2020年度
                                20名

（令和２年度） （平和庁舎第3会議室）

                                16名
（きにつちに）
講師 ：坂⼾ 俊⼀ 坂⼾医院院⻑ ワイン研究家
テーマ：「ブルゴーニュ ワインへのお誘い」
交流会 「シャンソンの花束」：歌 ⻑⾕川 密さん、ピアノ 加藤なをみさん  51名
（⾦沢ニューグランドホテル ⾦扇の間）
京都総領事ジュール・イルマン⽒との懇談会
フランソワーズ・モレシャン⽒の叙勲祝も兼ねる
総領事と⾦沢⼤学⻑､⾦沢美術⼯芸⼤学⻑との懇談
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6⽉ 令和元年度総会

7⽉ シャンパンの会

11⽉ サロン・フランセⅠ

2⽉ 京都総領事との懇談会及び地元⼤学⻑と意⾒交換
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4⽉ 平成30年度総会・サロンフランセⅠ

7⽉ 2019年⾦澤巴⾥祭・サロン・フランセⅡ

9⽉ サロン・フランセⅢ

10⽉ ⾦沢市姉妹都市フェアー（世界8都市⾷の祭典）ブースイベントへの参画

11⽉ ボジョレー・ヌーボの樽を楽しむ会（サロン・フランセⅣ）

2⽉ 新任ジュール・イルマン在京都総領事来沢に伴う懇談茶会


