
⾦沢⽇仏協会の歩み：21〜30周年
周年 年度 ⽉⽇ ⾏    事    名 備        考

1995年度 5⽉ 平成7年度総会
（平成7年度） パリ祭 シャンソンの⼣べ、 出演：⻑⾕川蜜のギター演奏

駐⽇フランス⼤使館政治部アタッシェ、ヴェビール・オルヴィエ来県
全国⽇仏協会の集い：新⽇仏会館 会⻑出席
ナンシー友好親善使節団 ⾦沢市紹介絵画展・観光PRポスター展開催
ナンシー・ゲント市訪問
徳⽥名誉会⻑死去される

1⽉ フランス⽂化談話会
写真展開催 「フランスの旅」
新春の集い

3⽉ 絵画展開催 「ナンシーを描く」
1996年度 5⽉ 平成8年度総会
（平成8年度） 6⽉ ボンジュール発刊 「ナンシー友好親善特集号」

パリ祭 パリ第7⼤学⽣・在沢仏⼈招待
駐⽇フランス⼤使館⽂化部事務局⻑・
ダニエル・マンガー来県
キールとチーズの集い
会員名簿発⾏

1⽉ フランス⽂化談話会
2⽉ 新春の集い

1997年度 4⽉ 臨時理事会 「フランスにおける⽇本年」「⽇本におけるフランス年・⾦沢ーナンシー姉妹
（平成9年度） 5⽉ 平成9年度総会 都市提携25周年」事業⽴案、催事協⼒について

全国⽇仏協会の集いならびに
福岡⽇仏協会創⽴40周年記念⼤会
姉妹都市公園完成式典・百万⽯まつり ナンシー市国際交流担当助役ドミニク・フロン おおび

ナンシー市会議員マリー・ノエル・バジョレが来⽇参加
7⽉ パリ祭 ナンシーバレエ団豊⽥市公演観覧

駐⽇フランス⼤使館⽂化参事官・ ⽂化交流・フランス年について：県、市、美⼤、⾦⼤表敬と打ち合わせ
クリスチャン・ポール・モア・モリュー来県

10⽉ キールで楽しむ会
駐⽇フランス⼤使館⽂化アタッシェ・ ⽂化交流・フランス年について細部打ち合わせ
エマニュエル・ドゥ・モンガゾン来県

12⽉ フランス⽂化談話会 講師：オリアン・アバンスール
ボンジュール発刊 '98新春エッセイ号
新春の集い

3⽉ ⽯⽥直⾏会⻑死去される
1998年度 平成10年度総会
（平成10年 ナンシー仏⽇協会使節団来⽇

フランス・ジャズの⼣べ 出演：ブリューゲル・ブラザーズ・バンド
⾦沢市・ナンシー市姉妹都市提携25周年記念 テレビ会議

7⽉ パリ祭 センチュリープラザ
フランス職⼈技との出合い ⽊⼯部⾨：マルク・ゲロー

（⾦沢職⼈⼤学にてデモンストレーション及び共同制作）
ガラス部⾨：ジャン・ピエール・バケール
（能登島ガラス⼯房、卯⾠⼭⼯芸⼯房にてデモンストレーション）

9⽉ ⾦沢国際交通シンポジウム開催
⾦沢市・ナンシー市姉妹都市提携25周年式典 ナンシー市市⻑⼀⾏来⽇

・ナンシー仏⽇協会員と⼣⾷会
・⾦沢市医師会・看護専⾨学校・⽇仏協会合同歓迎会
・ナンシー市⻑歓迎レセプション（協会員11名出席）

⽇仏クラシックの⼣べ 出演：トリオ・タニス、アンサンブル・⾦沢
フランス⽂化談話会 詩⼈オリヴィエ・カティオとの出会い：講演と朗読
フランス映画会 「⼆⼗四時間の情事」「忘れえぬ慕情」
アラン・ナウム総領事市⺠表敬・随⾏
トラムテック'98⾦沢セミナー開催

2⽉ 新春の集い
3⽉ ボンジュール発刊 「⽇本におけるフランス年特集号」

1999年度 4⽉ ナンシー市仏⽇協会使節団来⽇ フランソワはじめ6名：ニューグランドホテルにて歓迎会実施
（平成11年 5⽉ 平成11年度総会（兼六荘）

パリ祭（メルパルク⾦沢） 卓話とワインパーティ：「フランスにおけるパリ祭⾏事」
⽯川県国際交流員・オリアン・アバンスール

フランス⽂化談話会
（⾦沢ルネッサンス冬まつりと共催、⾦沢市⽂化ホール） 「アンドレ・マルロー、ジャック・ラング、そして⾦沢」

静岡⼤学教授・演劇評論家 塩⾕敬
新春の集い（⾦沢全⽇空ホテル）

2000年度 ナンシー・メッツ⼤学区より 「ナンシーと⾦沢の⽂化交流」について意⾒交換
（平成12年 マルシ・バレル夫妻来⽇

平成12年度総会（兼六荘）
フランスINET研修⽣3名来⽇ 「フランスと⺠間レベルでの交流実態」について意⾒交換
ボンジュール発刊 「ミレニアム特集号」
パリ祭（⾦沢シティモンドホテル） 在留フランス⼈招待
ナンシー医師会⻑と同僚来⽇ 医師会主催歓迎会に池⽥会⻑と清⽔事務局⻑出席

8⽉ 第１回フランス訪問旅⾏打ち合わせ会 （プラザ樹）
第2回フランス訪問旅⾏打ち合わせ会 （プラザ樹）
フランソワ来⽇歓迎会 （へいろく亭）
ストラスブールよりG.アンセル来⽇ 「⾦沢の伝統⽂化、国際交流の現状と促進」について意⾒交換・懇親会（柿⽊畠 ⾵⺠）
第５回ナンシー友好訪問の旅 ナンシー・ストラスブール都市交通視察と南フランス地⽅ワイン探訪
（３⽇〜12⽇）
新春の集い（料亭つば甚）
駐⽇フランス⼤使⼀⾏地⽅視察のため来県 池⽥会⻑昼⾷会に出席

2001年度 5⽉ 平成13年度総会（兼六荘）
（平成13年 6⽉ ボンジュール発刊 「新世紀特集号」

7⽉ パリ祭（喫茶プラザ樹） 在留フランス⼈及びフランス語圏の⼈達を招待
Ｌ．シェッフェール・ナンシー市 「フランスと⺠間レベルでの交流実態」について意⾒交換
国際⽂化担当助役⼀⾏来⽇
⽯川県⽴美術館における
「ナンシー派美術展」後援

11⽉ ボージョレーヌボーとチーズの⼣べ 在留フランス⼈及びフランス語圏の⼈達を招待
12⽉ 池⽥茂樹会⻑死去される 会⻑代⾏に浅野副会⻑就任依頼

駐⽇フランス⼤使招待パーティ 会⻑代⾏で浅野副会⻑夫妻出席（東京）
新春の集い（⾦沢シティモンドホテル）
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2002年度 理事会（⾦沢ニューグランドホテル）
（平成14年 平成14年度総会（同上） 新会⻑に浅野周⼆、ほか理事・監事選出

ナンシー・ロレーヌ地⽅観光団25名 （⾦沢ニューグランドホテル）
来⽇歓迎パーティ
会⻑就任あいさつ回り 駐⽇フランス⼤使館及び⽇仏会館：会⻑夫妻（東京）
⽇仏交流サロン開設 「⾦沢の印象」、講師：オリヴィエ・グラーブ（県国際交流員）
（Kanazawa biz café)
第２回⽇仏交流サロン 「ナノロボット群の連携」、

講師：デファゴ・クサビエ（先端技術⼤学⼤学院）
7⽉ ⾦沢⽇仏パリ祭2002 ゲスト：⼭腰悦⼦（シャンソン歌⼿）（⾦沢ニューグランドホテル）
8⽉ 第3回⽇仏交流サロン 「フランス旅⾏の楽しみ⽅」、講師：⽊村幸⽣（旅⾏社）

⽇仏交流サロン打ち合わせ会 （喫茶店：波）
ボンジュール発⾏
第4回⽇仏交流サロン 「ローマは１⽇にして成らず」、

講師：パトリック・ラウアシュラ（鶴来町国際交流員）
第5回⽇仏交流サロン 「⾳楽から⾒たフランスとアルジェリア」、

講師：粕⾕祐⼰（⾦沢⼤学⽂学部）
駐⽇フランス⼤使館⽂化部⼤学担当官・F.ゲルと 歓迎会、7名出席（⽯亭）
J.P.ピエルソン・アリアンス・フランセーズ館⻑来沢
第6回⽇仏交流サロン 「私のフランス体験」、講師：⼟⽅正⼦（エッセイスト）
第7回⽇仏交流サロン 「フランスの美的空間」、講師：梅沢曜⾏（洋画家）
⾦沢⽇仏協会役員会 11名出席（タブリエ）
⾦沢⽇仏協会正副会⻑会議 （浅野宅）
第8回⽇仏交流サロン 「フランスの街づくり」、講師：⽵村裕樹（都市計画家）
新駐⽇フランス⼤使歓迎会と 会⻑夫妻、事務局⻑出席
新年パーティ （東京會舘）
⽇仏会館、⽇仏協会主催
エリゼ条約調印40周年記念討論会 会⻑夫妻出席（⼤阪国際交流センター）
フランス総領事、ドイツ総領事等主催
新春の集い ゲスト：⼩⽵美⼦（シャンソン歌⼿）（⾦沢ホテル・イン）
第9回⽇仏交流サロン 「フランス映画の動向」、講師：中島治（フランス映画収集家）
⾦沢⽇仏協会正副会⻑会議 （浅野宅）

2003年度 平成15年度理事会 （⾦沢ニューグランドホテル）
（平成15年 平成15年度総会と講演 特殊議題：協会創⽴30周年について

「私の⽬で⾒た⽇本とフランスの⼤学観」、
講師：F.ゲル（駐⽇フランス⼤使館⽂化部⼤学担当官）

懇    親    会 マダム・ゲル⺟⼦を交えて
5⽉ 第１回⽇仏交流サロン 講師：「⽇仏⽂化の違い」、⽊村⿇梨⾹（⼩松⾼校）

国際シンポジウム 「⽣命倫理とバイオテクノロジー：いま何が問われているのか」
駐⽇仏⼤使館ほか主催（国連⼤学・東京） 会⻑出席
ナンシー使節団・協会役員合同会議 L-A.シェッフェール助役,Ｖ．ダンリー課⻑を迎えて（⼀笑にて）
ナンシー使節団⾦沢市⻑招待⼣⾷会 会⻑出席（ことぶきや）
姉妹都市代表団歓迎レセプション 会員参加（エクセル東急）
第2回⽇仏交流サロン 「シャンソンの楽しさ」、講師：⼩⽵美⼦（シャンソン歌⼿）
パリ祭 ゲスト：⼭腰悦⼦（シャンソン歌⼿）（ビギン・ザ・ビギン）
協会事務所引っ越し準備 役員数名（社会教育会館）
協会事務所引っ越し 役員数名（社会教育会館より広坂・旧県庁内へ）
第3回⽇仏交流サロン 「⽇本、フランス、スイスの⼤学の違い」、

講師：デファゴ・クサビエ（先端技術⼤学⼤学院）
第4回⽇仏交流サロン 「ベルギーの⽂化」、講師：ドンク・ローズマリー（⾦沢市国際交流員）
設⽴30周年記念事業実⾏委員会準備会 （兼六荘）
⾦沢市・ナンシー市姉妹提携30周年 会⻑夫妻参加（ナンシー市）
記念訪問団派遣事業
⾦沢市・ナンシー市・⾦沢⽇仏協会・ 「来年度諸事業計画の検討」会⻑夫妻参加（ナンシー市役所）
ナンシーサッカー協会合同会議
第5回⽇仏交流サロン 「フランス映画史」、講師：中島治（フランス映画収集家）
県、市へ補助⾦申請書提出 会⻑、事務局⻑（県国際課、市⽂化交流課）
マダム・M.スールディヴ歓迎会 会員10名（タブリエ）
ムッシュウ・Ｊ．Ｃ．フランソワ歓迎会 会員数名（⾦沢ニューグランドホテル）
第6回⽇仏交流サロン 「シャンソンの歴史」、講師：粕⾕祐⼰（⾦沢⼤学⽂学部）
設⽴30周年記念事業実⾏委員会準備会 （兼六荘）
市へ30周年記念事業協⼒要請に 会⻑、清原副会⻑、事務局⻑、梅沢会員、渡辺市議（市⻑室）
第7回⽇仏交流サロン 「フランス今昔」、講師：園⼭春⼀（北陸⼤学外国語学部）
⾦沢⽇仏協会正副会⻑会議 浅野、清原、五⼗嵐、⼩間井、本多（浅野宅）
第8回⽇仏交流サロン 「海外⾳楽の旅体験談」、講師：宮城由利（⾳楽事務所）
国際交流・協⼒功労者表彰 （⽯川県庁）
ベルナール・ドゥ・モンフェラン駐⽇フランス⼤使歓迎会 （⾦沢ニューグランドホテル別館・ポロ）
新春の集い ゲスト:川上 アンドリュ セシル（キディ、⾦沢国際デザイン研修所校⻑）

   ⼩⽵美⼦（シャンソン歌⼿）（⾦沢ニューグランドホテル）
⽇仏会館創⽴80周年記午餐会参加 会⻑夫妻参加（東京会館）
⾦沢⽇仏協会正副会⻑等役員会議 浅野、清原、⼩間井、本多、清⽔（浅野宅）
第9回⽇仏交流サロン 「フランス歌曲」、講師：⻄野真理（声楽家）
設⽴30周年記念事業実⾏委員会準備会 各事業責任者、その他（旧県庁第31会議室）
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2004年度 平成16年度理事会 （⾦沢ニューグランドホテル）
（平成16年 平成16年度総会 兼 創⽴30周年記念事業実⾏委員会 （⾦沢ニューグランドホテル）

懇    親    会 （⾦沢ニューグランドホテル）
平成16年度第2回理事会 （⾦沢⽇仏協会事務局傍学習相談室:広坂旧県庁舎3Ｆ）
第１回⽇仏交流サロン 「イスラムの中の⼥性達」、講師：森 啓⼦（コミュニケーター）

浅野会⻑、五⼗嵐副会⻑、浅野理事、⽊下理事、森啓⼦理事出席
（駐⽇フランス⼤使館公邸）

第2回⽇仏交流サロン 「スイスあれこれ」講師：エルスペルジェ・マティアス（ﾌﾗﾝｽ語講師）
平成16年度⾦沢市姉妹都市 ⻄⽥理事（⾦沢市庁舎7階第3委員会室）
交流委員会総会
⽇仏アートマルシェ打ち合わせ会 浅野会⻑、清原副会⻑、⼩間井事務局⻑、稲葉良⼆地域産業振興課⻑
Mme Bouteiller(Ateliers d'Art de France) （⽯川県庁18Ｆ1811会議室）
三⽊葉⼦（在⼤阪ﾌﾗﾝｽ総領事館）来沢
創⽴30周年事業実⾏委員会 21⼈出席＋⾦沢市国際課3⼈（県庁広坂庁舎36会議室）
及び役員会
パリ祭（東京） 浅野会⻑出席（駐⽇フランス⼤使公邸）
パリ祭（ディナー･シャンソン・コンサート： 出演：Patrick Nugier、薔薇美⼦、⻑⾕川密、⼩堀洸
創⽴30周年事業の⼀環） （⾦沢ニューグランドホテル・⾦扇の間）
⾦沢⽇仏協会正副会⻑等役員会議 浅野、清原、五⼗嵐、⼩間井、本多、清⽔（浅野宅）
⽯川⻘少年サッカー親善派遣事業 浅野会⻑、浅野理事（ナンシー、ゲント、ルクセンブルク）
（創⽴30周年事業の⼀環）
第3回⽇仏交流サロン 「⽇本・フランスの焼き物」、講師：⼤⻄早苗（陶芸家）
理事会 兼 （⾦沢⽇仏協会事務局傍31号室:広坂旧県庁舎3Ｆ）
第１回⽇仏都市・⼯芸（⾦箔）フォーラム委員会
街ルネッサンス探訪（＆都市環境フォーラム） ⽵村理事、⼩間井理事（フランス各地）
第4回⽇仏交流サロン 「フランスの詩について」、講師：内⽥洋（⾦⼤⽂学部）
フランス･⽯川⼯芸マルシェ ⼤和デパート
歓迎パーティ L.Padoux在⼤阪神⼾総領事、県商⼯労働部関係者、会員参加（瓢亭）
理事、担当者の記念式典等最終打ち合わせ会 事務所近傍2F会議室
会⻑が⼤阪神⼾総領事館訪問 浅野会⻑：ローラン・パドゥ総領事と記念式典打ち合わせ

21⽇⾦沢着
22⽇市内観光、市役所表敬訪問、⾦沢市医師会との学術交流とパーティ
23⽇協会記念パーティ出席（下記）
24⽇⾦沢発

⾦沢⽇仏協会創⽴30周年記念事業：「サミット」「フォーラム」
「式典」「パーティ」（23⽇⼟曜）
来賓：ﾛｰﾗﾝ ﾊﾟﾄﾞｩ在⼤阪神⼾ﾌﾗﾝｽ総領事 サミット：浅野周⼆会⻑座⻑、五⼗嵐嘉晴副会⻑司会
    ｼﾞｬﾝ=ﾙｲ ﾑｷｴﾘ･駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使館⽂化参事官  「よりよい⽇仏交流をめざしたて…価値観の相違を超えた⽇仏交流とは」
    およびﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ夫⼈とｱﾘｽ   ﾛｰﾗﾝﾊﾟﾄﾞｩ在⼤阪神⼾ﾌﾗﾝｽ総領事あいさつ
    本野盛幸⽇仏会館理事⻑   ﾛｰﾗﾝﾊﾟﾄﾞｩ在⼤阪神⼾ﾌﾗﾝｽ総領事、⼩林善彦⽇仏会館副理事⻑ｺﾒﾝﾄ
    ﾅﾝｼｰ仏⽇協会員と同医師会員17名  ⼤会宣⾔⽂：「価値観の相違を超越し、⽇仏両国の⽂化の質を⾼める」
    杉本勇壽⽯川県副知事 フォーラム：⻑島晶⼦司会
    ⾚穂敏広⾦沢市助役  ｼﾞｬﾝ ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾗﾝｸﾛ・⿊川威⼈・ｱﾗﾝ ﾌﾟﾃｨ・⽔野⼀郎・今井康弘各：基調講演
総合企画：⼩間井孝吉事務局⻑  「⽇仏⾦箔フォーラム…⾦箔で個性輝くまちづくり」

式典：清原岑夫副会⻑司会
 本野盛幸記念講演：「国際社会における⽇本の存在」

記念パーティ：安嶋ひろ⼦、安嶋英⾥⾹司会。梅沢曜⾏コーディネーター
  ｼﾞｬﾝ=ﾙｲ ﾑｷｴﾘ駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使館⽂化参事官あいさつ
   ﾛｰﾗﾝ パドゥ在⼤阪神⼾総領事乾杯

⾦沢再発⾒エクスカーション：ただし、24⽇（⽇）
ガイド：⼩間井孝吉、相川好美、⽯原牧⼦、森啓⼦

11⽉ 第5回⽇仏交流サロン 「フランスの数学史から」、講師：清原岑夫（数学者）
⾦沢ニ⽔⾼校特別講座 五⼗嵐嘉晴、粕⾕祐⼰（⾦沢ニ⽔⾼校）
⽇仏⾼校異⽂化交流事業in⽯川（創⽴30周年事業の⼀環）
第6回⽇仏交流サロン 「フランスの建築」、講師：外⼭郁⽣（建築家）

1⽉ ⾦沢⽇仏協会三役会議 浅野、清原、五⼗嵐、⼩間井、本多（浅野宅）
⽇仏都市環境フォーラムin⾦沢 ⽯川県⽂教会館⼤ホール
来賓：Frédérik Künkel在⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使館商務官 基調講演：望⽉真⼀

フランス視察報告：⽵村裕樹
コーディネーター；川上光彦
パネリスト：ピエール・コプフ、⼤野裕美、⾼⼭純⼀、佃⼀成、⽮島隆
コメンテーター：；望⽉真⼀、⼩間井孝吉、⼭岸淑⼦

新春の集い ゲスト：上⽥智⼦（ハーピスト）（⾦沢ニューグランドホテル、ロワ）
第7回⽇仏交流サロン 「フランスの映画史（戦前の⻩⾦時代到来）」、講師：中島治（映画研究家）

3⽉ 第8回⽇仏交流サロン 「フランス再発⾒」、講師：中島篤志（旅⾏家）

30
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全国⽇仏協会の集い
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ナンシー仏⽇協会員、医師会員17名⾦沢訪問
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