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会長就任のごあいさつ 

金沢日仏協会 会長 岩城紀男 

人類史上未曽有の感染症 

新型コロナに見舞われている最中、２０２０年６月２７日（日）の

金沢日仏協会総会で小間井孝吉前会長の跡を継いで新会長に就任

いたしました。 

当初、スタッフ一同心新たに清新の気に満ち溢れてスタートいたし

ましたが、３密を避けるため集会を断念せざるを得ず、多くの企画

は取りやめになってしまい少々意気消沈しています。 

 

ナンシー仏日協会との交流を 

しかしながら私の好奇心はまだまだ旺盛で、頭の中は意欲的な構想で満ち溢れています。中でも国際交

流の再開が待たれ、みなさんとご一緒に現地を訪れ、姉妹都市ナンシー市民と楽しく交流を図り、同時に

フランス各地を訪れ、フランスの歴史、文化、芸術、食文化などに、より多く、より深く触れることを心

待ちにしています。 

 

さて姉妹提携は、１９７３年（昭和４８年）ナンシー市長マルセル・マルタン氏が来沢し、岡金沢市長と

提携協定書に署名して両市の姉妹都市が発足し、翌年１９７４年（昭和４９年）１０月にその受け皿とし

て創立された金沢日仏協会（会長徳田与吉郎）とナンシー・ロレーヌ仏日協会（ピエルソン会長）が姉妹

提携を結びました。したがって来年２０２３年に両市は姉妹都市５０周年を迎えます。 

是非これを機に本協会も大使節団を結成してナンシー市を訪れ、日本文化と金沢の伝統芸術を紹介し、

国際交流を大いに盛り上げましょう。 

 

このほど、われらが愛すべき友人であるナンシー・ロレーヌ日仏協会長のジャン＝リュック・コンテ・オ

ドノ（M．Jean-Luc CONTET-AUDONNEAU）氏が、これまで何度も金沢を訪れ、フランスにおける日

本文化の紹介及び日本・フランス間の友好親善に寄与されたとして、在ストラスブール総領事館管轄地

域での令和 3 年秋の旭日双光章を授章されました。このことは５０周年記念行事開催に拍車をかける快

挙であります。 

 

今後の活動方針 

文化講座サロン・フランセを更に充実したものにしたいと考えています。 

殊にフランスに関する各芸術、ジャンル別には建築、彫刻、絵画、音楽、文学、舞台芸術、映画、テレビ、

写真等メディア芸術、漫画などの分野、またフランス料理、チーズ、ワインなどの食文化に関するテーマ

などにも探究心は止まりません。そして最後にヨーロッパの中心的地位を築き、芸術、文化の華が咲き誇

ったブルボン朝を中心としたフランス中世の歴史について、改めて知識を深めたいと考えています。 

それでは皆様のリクエストをお待ちしています。 



3 

 

Voyage en France 

 

スタニスラス広場―中央右側に市庁舎が建つ。18 世紀、ロレーヌ公の地位にあった 

ポーランド王スタニスラス１世（国王ルイ 15 世の義父）の下で街の景観が整えられた 

 

エミール・ガレ Charles Martin Émile Gallé の傑作   作陶に励むガレ・・ナンシー派美術館には 

Lit "Aube et crepuscule 夜明けと黄昏"         Art Nouveau の作品が多数所蔵されている 

   

坂戸夫妻のお点前は好評を博した             ストリート・オルガン弾きのおじさん 

・・黄金の門の前で 

    

着物の着付けは大人気                     男子は法被を着て・・一行勢ぞろい 
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“さくらんぼの実る頃 Le Temps Des Cerises           ブルゴーニュの森の中で茸狩り・・ 

ゆかりの地で長谷川密さんは唄う・・感動！ 

   

シャブリのワイン醸造所を見学                ブルゴーニュの中心地ボーヌ市内にて 

屋根の模様が美しい 

   
   ブルゴーニュはワインと食事が美味しい         リヨン郊外の３つ星レストラン ポール・ボキューズ 

Paul Bocuse で打ち上げ 

 

２０２２年２月１６日 金沢日仏協会 会長 岩城紀男   
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『with コロナ』での日仏文化交流 
                                   副会長 竹村裕樹

            
新型コロナの勢いが止まらない！ 2020年冬に発生してからもう2年、今は感染力の強いオミクロ

ンが襲っている。コロナは、私たちのライフスタイルを一変させた。長い巣ごもり生活が続き、気が

滅入りがちな一方で、大谷翔平選手や藤井聡太五冠の若き天才の活躍と東京五輪・北京五輪に感動と

元気をもらった。働き方はテレワークやワーケーションへ、授業もオンラインと対面のハイブリッド

方式へ、バーチャルスポーツ観戦とＩＴを活用したスタイルにシフトしている。  

我が日仏協会も毎年恒例のイベントや交流会、フランス留学生対応などやむな

く中止となり、オンライン方式の講演も登場した。その中で、本協会が文化講座

「サロンフランセ」として企画した二つの交流会を紹介したい。コロナ禍でご苦

労されている皆様に元気と笑顔を届けられればとの思いである。 

交流会は、コロナ感染拡大から守るために、｢静かなマスク会食｣とした。参加

者には検温、消毒、マスク着用をお願いするとともに、離隔配席、個別配膳、ア

クリル板設置、換気などできる限りのコロナ対策を実施した。 

 

一つ目は「ボジョレとシャンソンの夕べ2020」。 

20年11月22日、金沢ニューグランドホテルで開催され、ボジ

ョレ・ヌヴォーで有名なブルゴーニュワインの講演とシャンソン

の名曲を聴きながらフランスワインを楽しみ交流した。 

第一部は、ワインに造詣の深い坂戸俊一医師に「ブルゴーニュ

ワインへのお誘い」と題して、興味深いお話をして頂いた。院長

として地域医療に精励する傍ら、ブルゴーニュワインをこよなく

愛し、この 15 年間で約 1500 本のボトルを開け、自ら「ブルゴーニュおたく」と称している方である。 

ワインの古代からの歴史と発展、キリスト教との深い関係、特徴的な気候・地形・地質や現地の様

子と魅力について語って頂いた。何よりも参加者たちが感動したのは、坂戸さんが持参してくれた高

級ブルゴーニュワインの芳醇な香りと深い味を実際に体験できた事かもしれない。 

坂戸夫妻とは2016年にフランスへご一緒させて頂いた。ナンシー市ではご夫妻は席主としてお茶

会を催し、エナール市長をはじめナンシーの皆さんに呈茶し、日本文化の紹介とともに日仏相互の親

善を深めた。パリのクラフト創造都市会

議を終えて、旅の後半はブルゴーニュ地

方のワインとグルメの旅となった。巡礼

地ヴェズレーを起点に、シャブリのワイ

ナリーやロマネコンティのブドウ畑、世

界遺産のディジョンやボーヌの名所も巡

った。リヨンでは金沢のしいのき迎賓館

にあるポール･ボキューズの本店で最後

の晩餐を楽しんだ。ワインリストは、電

話帳みたいに分厚く10㎝位ある。そこで

坂戸さんの出番である。シャンパン、白ワイン、赤ワインと選んでくれる。「〇年のこの白がいいん

だな～。でも300ユーロはちょっと高いかな？」「先生大丈夫です。9人で割れば怖くない、、、」と清

水の舞台から何度も飛び降りながら、絶品グルメと極上ワインに浸った。 

 

第二部の交流会は、ボジョレワイン樽の開栓と乾杯の後、シャンソンの調べ

が会場を優雅に包みこんだ。歌とお話は長谷川密さん、ピアノ伴奏は加藤なを

みさんだ。（左写真は長谷川さん。譜面台にアクリル板という苦肉のコロナ対策） 

長谷川さんは、学生の頃より舞台女優やシャンソン歌手として活動し、東山

で「ついでにシャンソン」ライブを実施、近年は「金澤シャンソン」を立上げる

など金沢のシャンソン文化の啓発に尽力されている。円熟味のある柔らかな歌

声で、シャンソンの名曲の花束が届けられた。軽妙なトークを交えながら、♪

聞かせてよ 愛の言葉 ♪パダンパダン  ♪ダルマーニュ ♪逝きし魂 ♪バ

ラ色の人生・・・と続き、参加者はワインとともに心地よく酔いしれた。 
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 実は、2016年のフランスの旅ブルゴーニュ

には、長谷川さんもご一緒した。中島さん、

西村さんとの仲良し三人娘（熟女？）はいつ

も明るくおしゃべりして、ワインとグルメを

堪能した。帰りの新幹線でジプシーの盗難に

遭うという不運はあったが、さすが人生を悟

っているお三方は、達観した様子で、終始絶

やさぬ笑顔がとてもステキだった。（右上は北國新聞記事）  

 

二つ目は「新春の集い2022」。22年1月22日、金沢ニューグランドホテルのロワで開催された。前

年はコロナで中止、今回もオミクロンの急増で前日まで悩んだが、蔓延防止措置が出ていないため、

コロナ対策を万全にして粛々と２年ぶりに開催することになった。 

第一部は、平八郎さん（金沢文化スポーツコミッション代表）が「金沢か

ら世界への発信～スポーツと文化の交流～」をテーマに講演された。日本と

フランス、金沢とナンシーが個性豊かな｢文化｣を双方が大切にしながら、共

通する｢スポーツ｣で切磋琢磨すべきと語る。平さんは東京出身で、大正12年

の関東大震災に生れたお母さんの薫陶を受け、アメリカ文化に親しみ、フラ

ンスの映画にも興味を抱いたという。ＡＮＡホテルの地域総支配人を辞して

現職に就いてからは、スポーツ大会の誘致や主催、東京五輪事前合宿の誘致

等のスポーツコミッションに汗を流し、｢文化は地域の個性｣「スポーツは世

界の共通言語」と説く。今後､日仏の活動交流に大きな力を頂ければ嬉しい｡ 

 

第二部の交流会は、岩城会長の挨拶

の後、本協会の顧問である山野市長と

山田元参議院議員のスピーチがあった｡

お二人とも、県知事候補として卓越し

た行政手腕と政策、行動力をお持ちで

あり、短い時間ながら故郷石川や日仏

への思いを熱く語って頂いた。                      

メインは「名曲の花束～フランスの香りをのせて～」  

ピアノの直江久美子さんとヴァイオリンの根来かなうさんの演奏とお話で優雅な時間を過ごした。 

直江さんは､現在､日本ピアノ教育連盟北陸支部長や石川県ピアノ協会副会長を務める重鎮であり､

地域の音楽発展に力を入れている。また根来さんは高校在学中に北陸新人登竜門コンサート最優秀賞

を受賞し、ドイツなど世界各国で演奏活動を続ける若手のホープである。 

コンサートは、♪バッハ＝グノーのアヴェ・マリアで始まり、♪ショパンのノクターン第２番 9-2

と幻想即興曲のピアノ、♪ドビュッシーの亜麻色の髪の乙女、♪モンティのチャルダッシュのヴァイ

オリンとフランスゆかりの作曲家の名曲が続いた。アンコールでは、♪フォーレのペレアスとメリザ

ンドから「シシリエンヌ」の甘美で哀愁の帯びた旋律で幕を閉じた。幹事の特権？で、私の好きな曲

を何曲も組み込んで頂いた。まさに至福のひとときだった。 

スピーチタイムは、荒木女史の明るく躍動的な司会で進められた。先ず、前田夫妻や大野さんたち

新入会員の自己紹介があり、その後は、大樋焼の大樋年雄さんや縁付金箔の松村謙一さんから工芸面

からの取組みや情報発信が大切との話

があった。さらに、金沢市の山田国際交

流課長からは、23 年度の日仏交流 50 周

年に向けて、市と協会が一致協力して、

さらなる親善交流を図っていきたいと

の決意で締めくくられた。 

 

まだまだコロナの勢いは収まりそう

もない。これからはコロナと共生した

暮らし方、働き方、遊び方を進化・深

化させて行くことが求められている。我が日仏協会もウィズ・コロナならではの活動を創意工夫しな

がら、50周年に向けて会員の皆さんと手を携えて、日仏交流の一層の促進に繋げていきたい。  
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『文化とスポーツによる国際交流』～「新春の集い（2022.01.22）」の講演～ 

金沢文化スポーツコミッション代表 平 八郎 

 2018年7月に設立された金沢文化スポーツコミッションの代表に就任す

る際、金沢の持つ「地域資源とは？」と自問自答したことを覚えています。

瞬時に出た答えが「文化」でした。スポーツコミッションの代表としては一

風変わった答えかも知れませんが、この地が持つ最も大きな強みは重層的

で幅の広い文化であると、今も確信しています。 

 私なりに定義した文化とは、「地域の個性」そのものであり、生活の中で

脈々と引き継がれてきたもの、継承と革新が織りなす人々の営みそのもと

思っています。日本の各地域や世界各国にそれぞれの文化（個性）があり、

個性を磨くことが大切であると思っています。 

 一方、スポーツとは「世界の共通言語」とも

言え、同一のルールのもとに個人やチームが競

い合い、言葉の壁を越えて対戦相手をリスペク

トしあうことのできるものだと思います。 

 地域の個性である文化をスポーツの大会に

コラボレーションすることで、全国・全世界か

らの参加者に「金沢らしさ」を味わっていただ

きたい思いから、基本的なコンセプトが生まれ、

今はコンセプトを具現化する取り組みに励ん

でいます。 

 

 さて国際交流拠点としての金沢は、個性豊かで多様性のある町づくりを目指しています。 

フランス東部ロレーヌ地方の中心都市ナンシーは、金沢と姉妹都市協定を締結して 2023 年秋には 50

周年を迎えます。皆さんもご存知のように、文化芸術活動の盛んなナンシーは、アール・ヌーボーの

中心地・発祥地としても有名で、今でも

街の中心である世界遺産のスタニスラ

ス広場を取り囲むかのようにその建築

様式を見ることが出来ます。 

金沢市とナンシーは、機会あるごと

に、代表団の相互訪問や金沢大とロレー

ヌ大、市美大と国立高等美術学校の学術

交流、日仏自治体交流会議の開催、金沢

らしいお茶席の体験や宝生流の能、加賀

鳶の梯子登り、現地レストランでの治部

煮の振舞いなどを通して交流を深めて

います。 

 

 それぞれの町の個性である「文化」を

相互に理解しながら、町の将来を担う

世代（小中学生）が、気軽に参加できる

「スポーツ」を通して交流できるよう

になれば、両市の関係は益々深まるの

ではと思っています。 

 金沢日仏協会の会員の皆様のご尽力

により繋がってきた「絆」を 50 周年の

節目に、より大きく出来る事を切に願

っています。 
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新春の集い（2022）コンサート ～シチリアーノに寄せて 

理事 架谷博子 

 

「新春の集い 2022」において、ヴァイオ

リニストの根来かなうさんと直江久美子さ

んの伴奏によるフォーレ作曲シチリアーノ

が演奏されました。シチリアーノとは、ルネ

ッサンス音楽の末期から初期にかけてバロ

ック音楽に遡る舞曲の１つであり、緩やかな

8 分の 6 拍子か 8 分の 12 拍子の曲だそうで

す。本会司会者のリクエストにより、ペレア

スとメリザンドという戯曲の中にあるシチ

リアーノが選ばれました。 

 

根来さんの演奏されたシチリアーノは

「フォーレのシシリエンヌ（シチリア舞

曲）」として名高いです。直江さんの軽やか

なピアノに乗って緩やかなヴァイオリン

の調べはとても素敵でした。ゆったりとし

た流れと憂いを帯びた旋律は心惹かれる

ものでした。 

話は「ペレアスとメリザンド」になりま

すが、昨年より NHK のラジオ講座「まい

にちフランス語」で「オペラで学ぶドビュ

ッシーのペレアスとメリザンドを読む」を

やっています。この戯曲は、ベルギーのメーテルリンクによって書かれたものです。後に、同世代の多く

の作曲家（ウィリアム・ウォレス、フォーレ、シェーンベルグ、ドビュッシー、シベリウス）によってこ

の戯曲が題材とされ、組曲が作られたようです。このラ

ジオ講座の中にシチリアーノが演奏されるのかと期待

しましたが残念！この講座の「ペレアスとメリザンド」

はドビュッシーの組曲でした。フランス語ではSicilienne

（シシリエンヌ）というそうです。 

 

 

 

北国新聞朝刊 2022/01/23/23 面 
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サロンフランセⅠ（2021）講演「19 世紀フランス裏社会史研究」 

富山大学人文学部准教授 梅澤 礼 

 

著書『囚人と狂気─19 世紀フランスの監獄、文学、社会』（法政大学出版局、2019 年）が、2019 年に

第 36 回渋沢・クローデル賞奨励賞を、2020 年に第 42 回サントリー学芸賞（思想・歴史部門）を受賞し

ました。そこで 2021 年 5 月 15 日、研究内容についてオンラインで講演をさせていただきました。とく

に皆さんに興味をもって聞いていただけたのは、以下の点であったように思います。そもそもなぜこの

人は、フランスをテーマに、それも 19 世紀の犯罪やら刑務所といった、いわば裏社会史研究をしている

のか。 

 いまは富山大学に勤務する私ですが、出身は

埼玉県の熊谷市です。小学生のとき、熊谷駅に

駅ビル（金沢でいうところのあんと&りんとの

ようなもの）ができました。そこの記念すべき

最初の抽選会で、なんと私は特賞・ヨーロッパ

旅行を当ててしまったのです。こうして 1989

年 2 月、9 歳にして私は、デンマーク、イタリ

ア、そしてフランスへと渡りました。そのなか

でどの国にいちばん惹かれたかというと、フラ         毎日通った国立図書館 

ンスでした。なぜならそこは、愛国心にあふれているだけでなく、人々がまったく愛想笑いをせず、バ

ブル期の日本人観光客を前にむしろ迷惑そうですらあり、絶対に英語を話すことはなく、そのかわり一

言私が「ボンジュール」と挨拶するだけで、まるで一人前の大人であるかのように接してくれたからで

した。これが、私とフランスとの出会いです。 

 しかしひとたび日本に戻ってくれば、子供は子供として扱われ、ひたすら先生に従うことが求められ

ます。理不尽な思いをするたびに、私はパリで買ってもらったセーヌ川を描いたタペストリーを眺めて

は、いつかまたここに戻ろうと決意していました。そんな私に、母はフランスが舞台の映画をいろいろ

と録画して見せてくれました。その中のひとつが、『レ・ミゼラブル』でした。 

 貧しさゆえにパンを盗んだジャン・ヴァルジャンという男が、刑務所から出てきます。キリスト教を

知り心を入れ替えた彼は、一生懸命勉強して人々を貧しさから救おうとします。しかしジャヴェールと

いう警察官がジャン・ヴァルジャンの過去を暴いたせいで、彼は隠れて生きなければならなくなります。

数年後、パリで暴動が起きたとき、警戒に当たっていた警察官ジャヴェールは暴徒たちにつかまってし

まいます。そのジャヴェールの前に、それまで身を隠していたジャン・ヴァルジャンが現れます。ジャ
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ヴェールは、てっきり復讐されるものと覚悟します。ところがジ

ャン・ヴァルジャンはジャヴェールを逃してくれたのです。改心

した犯罪者に助けられたジャヴェールは混乱し、セーヌ川に身を

投げて自殺します。物語はまだまだ続くのですが、私が見た『レ・

ミゼラブル』はここで終わっていました。 

 このとき私は中学生、パリから戻ってきて 5 年が経っていまし

た。それでもまだはっきりと覚えている景色のなかで、人々が悩

み、苦しみ、それでも信念に従って進んでゆくこの物語に、強く

感動を覚えました。とくに衝撃的だったのが、ジャヴェールの自

殺でした。なぜ彼は、ジャン・ヴァルジャンのように心を入れ替

えるのではなく自殺を選んだのか。いつしか私はこう自問しなが   

留学先のパリ大学         ら、セーヌ川のタペストリーを見るようになっていました。これ

が、私がフランスや犯罪といった分野に関心をもったきっかけです。 

 こうして私は、東京の大学のフランス文学科に進みました。しかしそこにいただけでは、自分の知り

たいことについて調べることはおろか、会話力さえ十分に身につかないまま 4 年が終わってしまう。あ

せった私は交換留学に応募し、まずはフランス語をものにしようと考えました。そして帰国後、就職氷

河期だったこともあって大学院に進学、ふたたび留学をして、犯罪の歴史を専門とする先生につくこと

になったのです。私の著書が、歴史的な第一部と文学的な第二部に分かれているのには、このような背

景があります。そしてその著書のなかで私は、小学生のヨーロッパ旅行をきっかけに、中学生以来心に

残しつづけてきた疑問：「ジャヴェールはなぜ死ななければならなかったのか？」に対しても、 15 年以

上の時を経て自分なりの答え出すことができたのでした。        

 現在私は、対象を 19 世紀から 20 世紀に、フランスからベルギーにまで広げています。そして 20 世紀

のベルギーの犯罪学者に関する本を、2022 年度中に出版する予定です。 

 

 サロンフランセⅠ zoom でのご講演 (2021.05.15) 
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サロンフランセⅡ(2021) 講演「フランスの小学校体験：移民と世俗教育」 

金沢大学人間社会学域教授・文学博士（パリ第４大学）  岩津  航 

2019 年 4 月より、私は大学のサバティカル研修のため、フランス南部のトゥールーズに約 1 年間滞在

した。トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校は、かつて私が留学していた大学であり、その縁もあって、

2013 年に金沢大学との交流協定を締結した経緯がある。 

 さて、20 代の頃の留学と今回の滞在は、いろいろな点で違ったが、最大の相違点は家族の存在だった。

とくに小学生の子供二人の就学をどうするか、という問題があった。当時、それぞれ小学 4 年、小学 1 年

だった娘と息子は、5 月末まで金沢の小学校に通い、妻とともに 6 月からフランスにやって来た。トゥー

ルーズには日本語補習校は存在するが、文科省の管轄下にある日本語学校はない。そのため、金沢の小学

校を一度退学し、フランスの現地校に入学する必要があった。 

 まずは市役所に行って、手続きを確認する。子供たちがフランス語を話せないことを告げると、「非フ

ランス語話者・新規入国児童相談センター」（EANA）へ行くように指示される。そこでは、フランス語

力のチェックではなく、日本語の教科書を読まされたので、大変驚いた。相談員に理由を訊くと、どの言

語にせよ、すらすら読めるかどうかで、母語での学習経験を確かめるためだという。トゥールーズ市内に

は、非フランス語話者（allophone という）の生徒を受け入れる特別クラスを併設した学校がいくつかあ

り、最寄りの小学校は、私たちの家から片道 2km ほどの距離にあることが判った。EANA で紹介状を受

け取り、今度は「市立家族センター」（Maison municipale des familles）へ向かう。ここでは市立小学校

への登録を受け付けているが、入学手続きは、自分で学校に電話し、校長との面談を経て、ようやく完了

する。 

 通学には、親の付き添いが義務化されている。学校は朝 8 時

20分から 30 分の間だけ門を開け、校長が子供たちを出迎える。

保護者相談会に出席した際に、建物内部を見学することができ

た。舗装された中庭を校舎が取り囲み、体育館もプールもない。

そのため課外授業も多く、劇場や映画館や美術館、自転車講習

や水泳教室など、ときにはバスに乗って、出かけていった。課

外授業の引率ボランティアが募集されるたびに、私と妻は手を

挙げて参加した。 

給食は食堂で食べ、昼休みの間は教室に入れない。教室は教師の管轄であり、教師の休憩時間中は管理

できないからだ。給食は「学校連携課外活動センター」（CLAÉ）が運営し、年金法反対デモが盛り上が

った 12 月頃には、何度か給食がストップし、昼ご飯を食べさせるために、子供たちを校外へ連れ出すこ

ともあった（弁当の持参は禁止されている）。出迎えのときも、生徒は勝手に外に出ることはできず、教

師の立会いのもと、保護者に引き渡される。 

 フランス語が話せない生徒は「到着したばかりの非フランス語話者生徒のための教育ユニット」

（UPE2A：Unité pédagogique des élèves allophones arrivants）という複式学級でフランス語教育を受

けるとともに、算数や体育の授業は年齢に応じた通常クラスを受けることになる。私の子供たちは、算数

で cl や dm といった、日本では使わない単位を習っていた。さすがメートル法の祖国である。 
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UPE2A の生徒の出身地はさまざまだった。トゥールーズには

航空機大手エアバスの本社があり、そこに勤める外国人エンジニ

アの子供もいる一方、スーダンやイラクの難民の子供もいた。彼

らのなかには、そもそも学校という場所にフランスで初めて通い

始めた者もいる。通常クラスの生徒はほとんどがフランス育ちで、

フランス語を母語としているが、なかには片方の親がチュニジア

やカーボベルデやベトナムといった外国の出身で、子供がフラン

ス語以外の言語を話せる場合もあった。保護者にも、日本で中高

生時代を過ごしたという武道家がいて、流暢な日本語で話しかけてきたことがある。多言語環境は、少な

くともトゥールーズぐらいの規模の都市では、ごく当たり前に存在すると言っていいだろう。 

フランスの小学校でいちばん印象に残ったのは、世俗教育の問題である。フランスの学校は政教分離を

原則としており、学校内での宗教行為は禁じられている。とはいえ、宗教の戒律を破ることを要求するこ

とは、信教の自由を認めた憲法に違反する。イスラム教徒の女子生徒が校内で頭にスカーフを巻いてい

いかどうかという有名な論争も、この世俗教育に関わる。給食は、肉食なしでも済むように、必ず代替メ

ニューを用意している。もっとも魚肉は対象外なので、これはベジタリアンやヴィーガンへの配慮とい

うよりも、宗教的な配慮だと考えられる。 

 娘の同級生のなかには、ある宗教団体に属しているがためにロシアから追放された生徒がいた。彼女

は、クリスマスを祝うことが教義に反するため、教室でのパーティーに参加しなかった。両親はフランス

語がほとんど話せず、同じ宗教団体のトゥールーズ支部の援助を受けて生活しているようだった（グー

グル翻訳のおかげで、かなりのことは理解できた）。この生徒は学校近くのカトリック教会に入ることも

拒んだ。15 世紀の歴史的建造物ではあるが、同時に現在もミサを行う現役の宗教施設でもある。娘のク

ラスでは、ステンドグラスの模写もあった。政教分離といっても、カトリックが文化的に圧倒的な存在感

をもっていることは否定できない。ある意味で、ダブルスタンダードと言われても仕方ないだろう。それ

が少数宗派に属する生徒に、踏み絵のような苦しさを与えているのではないかと、どうしても想像して

しまう。と同時に、宗教を禁じなければ、いわゆる原理主義が力を増してしまうことへの警戒心があるこ

とも、もちろん理解できる。 

 フランスの学校では共通の教科書は使用せず、教師の裁量が

大きい。息子のクラスでは、どういうわけか「日本」が学習テ

ーマになっていたため、先生に相談し、日本紹介の時間を作っ

てもらった。クイズを出し、紙芝居で「おむすびころりん」を

話し、おにぎりを振る舞った。年末には、学校の中庭で教員と

保護者の交流会もあった。しばらくして顔見知りになると、子

供たちを送った後に、親同士で近くのカフェで話す、というこ

ともあった。 

 私たちは 2020 年 3 月に帰国した。ちょうど新型コロナウイルスの感染が急拡大し、子供たちが学校に

通う最後の日が、結局は他の生徒たちにとってもその学期の最終登校日になってしまった。予定便の 8 割

が欠航になるなか、トゥールーズを「脱出」するようにして帰国することになったことを、いまだに残念

に思う。 
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サロンフランセⅡ(2020) 講演「ブルゴーニュワインへのお誘い」 

坂戸医院 院長 坂戸 俊一 

 

昨年 11 月 22 日に開催された金沢日仏協会「2020 ボジ

ョレとシャンソンの夕べ」におきまして、岩城紀男会長先

生から講演の講師としてご指名を受け、「ブルゴーニュワイ

ンへのお誘い 栄光の歴史と魅惑の味わい」と題しまして

お話しをする機会を頂戴し、講演では理事の方々をはじめ

大勢の皆様からご支援を賜りましたことを、この場をお借

りして篤く御礼申し上げます。私は、ワインに関しまして

特段の資格や肩書きを有しておらず、単にブルゴーニュワ

イン好きの一人のマニアに過ぎませんので、当日の講演で

は、ワインの味わい方のご指南ではなく、飲み物としてのワインの歴史、特にヨーロッパ世界への広が

りと、キリスト教が果たした役割などからお話しを始めさせていただきました。 

人類が初めて口にしたであろうアルコール飲料としては、旧石器時代にまで遡る蜂蜜酒に一番手を譲

りますが、ワインも約 8,000 年の歴史があり、メソポタミアから地中海東岸を経てヨーロッパ各地に伝

わりました。ワイン畑の開墾には、最後の晩餐におけるイエス・キリストの「これは我が血なり」の言

葉を奉じたキリスト教徒たちの役割が大きく、11 世紀頃、修道士たちはブルゴーニュの東向きの丘の斜

面の特定の区画で育ったブドウが、特に素晴らしいワインになることを発見し、神に捧げる至高の飲み

物として磨き上げました。ブルゴーニュでは、原則として赤ワインはピノ・ノワール、白ワインはシャ

ルドネという単一品種のブドウのみで醸造される純粋性も一つの特徴とされます。 

ブルゴーニュワインを語るとき、テロワールというキーワードがいわれます。これは地形、土壌、気

象などの自然条件によって特徴付けられた各ブドウ畑の個性を表す概念で、斜面の位置によって土壌の

成分に微妙な差があり、そこに根を張るブドウ樹に特徴的な性質を与え、日照などの気候要素も加わり

単一品種のブドウから醸造されるにもかかわらず、畑ごとに多彩な個性を持つワインを生み出す要素と

なります。その味わいは繊細で優美、香り高く、決して重厚で力強く渋みの強いワインではありませ

ん。黄金の丘(コート・ドール)と呼ばれる一帯がブルゴーニュの心臓部で、その北半分コート・ド・ニ

ュイからは世界最高評価の「ロマネ・コンティ」をはじめ主に赤ワイン、南半分のコート・ド・ボーヌ

からは白ワインの最高峰「モンラッシェ」をはじめ、多くの銘醸ワインを産します。 

ブルゴーニュワインの格付けは、村の名前や細分された畑ごとに与えられ、地域名格、村名格、村名

格プルミエ・クリュ、畑名格と指定区域が狭まるほど上位のランク付けとなりますが、同じ村名や畑名

が表示されたワインであっても複数の生産者が存在することが多く、品質は生産者によってまちまち

で、さらに生産年が違うと作柄が異なったものとなり、初心者が書物などの知識だけで理解することは

極めて困難です。どれが評価の高い生産者・生産年のワインであるのか、よい指導者に付いて実際にワ

インを飲み比べ、自分の好みを確かめることをお勧めします。最後に、駄文にお付き合いをいただきま

したことに深甚の感謝を申し上げ、稿を終えたいと存じます。 



シャンソンを聴き入る参加者のみなさん

岩城　紀男　会長挨拶 　来賓祝辞　　山野之義金沢市長、山田修路参議院議員

　　シャンソン歌手　長谷川　密　氏

　　　金沢日仏協会
　　　　　　　　　　　　　　　ボジョレとシャンソンの夕べ　２０２０

講演会　講師の坂戸俊一氏 　　　ブルゴーニュワインに関する講演
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２年間のパリ駐在生活を終えて 

～デモあり、ストあり、テロあり、コロナあり～ 

金沢市国際交流課 主査 池田 志穂 

皆さん、こんにちは。私は、2019 年４月から 2021 年の３月までの２年間、金沢市から一般財団法人

自治体国際化協会（クレア）のパリ事務所に派遣されておりました。今回、この紙面をお借りして、私の

２年間のパリ駐在生活について執筆させていただくことになりました。 

クレアは、地域の国際化を推進するため昭和 63 年に設立された地方自治体の共同組織で、東京に本部

を、世界の主要７都市に海外事務所を設置しています。職員の多くは、国や地方自治体からの出向者で、

東京本部での１年間の勤務を経て、海外事務所に２年間派遣されます。 

パリ事務所での主な業務は、日本の自治体の海外活動の支援です。例えば、自治体の欧州での観光プロ

モーションや地域産品の販路拡大、海外の先進事例の視察・調査などに際し、海外事務所の持つネットワ

ークやノウハウ、地の利を活かし、アポ取りやアテンド、イベント補助などの多面的なサポートを行いま

す。それ以外にも、姉妹都市交流の支援、日本の自治体の PR、海外政策調査など、多岐に渡る業務に携

わることができました。

特に、１年目は、オルレアン、ス

トラスブール、ニースといったフ

ランス各地や、ベルギーやスペイ

ン、イタリアなどの周辺所管国に

出張し、自治体関係者と交流する

機会に多く恵まれ、刺激的で充実

した一年となりました。 

 

 

仏自治体関係者の集まる見本市「サロン・デ ・メール」にて金沢のＰＲを行う筆者 

一方、生活面では、大変なことも多い１年でした。赴任した当初はまず、週末にデモが発生していまし

た。燃料の価格高騰等に反対する、いわゆる「黄色いベスト運動（Gilets jaunes）」と呼ばれるデモで、破

壊行為などの危険もあるとのことで大使館から注意が呼びかけられていました。 

それが下火となりつつあった 2019 年冬には、パリで 12 年ぶりの大規模な交通ストライキが起こりま

した。こちらも政府の提案した年金改革に反対してのストライキでしたが、メトロの駅がほぼ閉鎖もし

くは運休、バスの本数も大幅に削減され、通勤手段が失われるという実に不便な毎日が１、２ヶ月近く続

きました。 

パリでの２年目となる 2020 年は、コロナで始まり、コロナに終わる１年でした。フランスでは、3 月

上旬から感染状況が急激に悪化し、全国の学校一斉休校、カフェやレストラン、店舗等の営業禁止など、

政府による強力な措置が立て続けに実施されました。３月中旬には、マクロン大統領がテレビ演説を行

い、外出禁止令（ロックダウン）や対 EU 諸国も含めた国境封鎖を発表するとともに、“Nous sommes en 

guerre.（我々は戦争状態にある）”という表現を繰り返し、国民に緊迫感を伝えました。 

外出制限下では、市民は生活必需品の買い物等のための外出しか認められず、外出時には政府指定の証

明書が必要、違反時には罰金が科せられるなど、大変厳格なものでした。 



16 

 

 
観光客の姿が消えたコロナ禍のルーブル美術館 

 

幸い、感染状況の収束に伴い、5 月中旬から外出

禁止令の段階的な解除が行われ、少しずつ日常生

活が戻り始めましたが、感染第二波の影響により

10 月末に再ロックダウンとなりました。 

また、テロの脅威にもさらされました。9 月にパ

リ市内でシャルリーエブド旧編集部襲撃事件、10

月にパリ郊外で中学校教員殺害事件、ニースで教

会テロ事件などイスラム過激派によるテロ事件が

頻発し、極めて緊迫した状態が続きました。政府

は、共和国教育の徹底などイスラム過激派・分離

主義対策法案の整備を急ぎました。

コロナ禍では、予定されていた事業やイベントが

すべて中止となるなど、パリ事務所の通常の活動に

大きな影響を及ぼし、オンライン等を活用した事業

や政策調査が業務の中心となりました。また、政府

による厳しいテレワーク体制が敷かれ、同僚と職場

で顔を合わせることすら難しくなりました。 

そのような中でも、離任間際の 2021 年 1 月末に

姉妹都市ナンシー市でミニスタージュ（政策研修）

を実施できたことは幸いでした。コロナ禍にもかか

わらず、７月に就任された国際交流担当のルソルー

ズ副市長をはじめ職員の皆さんに温かく迎えていた

だき、とても有意義な研修となったとともに、ナン

シー市との強い絆を再確認いたしました。 

 
ナンシー市ルソルーズ国際担当副市長と記念撮影 

パリでの２年間の勤務を振り返ると、文化や習慣、価値観の違いに苦労することもありましたが、様々

な場面における仏自治体関係職員との意見交換、各種イベントでのフランス語での PR など、様々な挑戦

を乗り越えることで、自らの視野を広げるとともに大きな自信につながりました。日常生活では、デモあ

り、ストあり、テロあり、コロナありの、赴任前には想像もしないものとなりましたが、同僚と助け合い

ながら、何とか乗り越えることができました。日常生活が大きく制限され残念な面もありましたが、華や

かな面だけでない、様々な困難に立ち向かうフランスを直接肌で感じることができたことは、ある意味

貴重な経験だったと思えます。 

４月からは国際交流課に復帰し、フランス競泳チームのオリンピック事前合宿の受入れやナンシー市

との交流など、引き続きフランス関係の業務に携わることができ、とても嬉しく思っています。これか

らも、パリで培った経験や人脈を活かし、日仏交流の発展に貢献していきたいと思っています。 

私がパリ任期中に執筆したレポート『フランスの地方自治体における社会統合政策』が、クレアのホ

ームページに掲載されております。ナンシーの事例も取り上げておりますので、ぜひご一読いただけれ

ば幸いです。（http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/517.pdf） 
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ルルドの泉 

浅ノ川総合病院 院長 荒木 一郎 

2018 年 12 月に金沢市ナンシー市姉妹提携 45 周年記念

に医師会からナンシー市訪問に参加しました。その後 6 人

でバスク地方に旅したことは藤村先生の報告の通りです。

この時南フランスの聖地 *ルルドの教会 (Sanctuaires 

Notre-Dame de Lourdes)を訪れました。奇跡を起こすルル

ドの泉で有名です。1854 年に村の 14 歳の少女ベベルナデ

ットがマッサビエルの洞窟のそばで薪拾いをしていると

き聖母マリアが現れ「泉に行って水を飲んで顔を洗いなさ

い」と言ったそうです。彼女は近くの川へ行こうとしたが、       教会正面    

聖母が洞窟の岩の下方へ行くように指差し、そこを掘った

ところ泥水が湧いてきて、次第にそれは清水（聖水）にな

って飲めるようになったとのことです。この水を飲んで病

気が治ったり皮膚に塗って傷や皮膚病が癒えたりしたそう

で今では年間 500 万人がキリストの聖地として巡礼などに

訪れています。教会の裏に行くとその土台は岩の断崖にな

っており浅い洞窟があります。そこに湧き水の出ている場

所（ルルドの泉）がありマリア様の像がその上に立ってい 

教会右側面から後方         ました。 

湧き水は直接採取できないようにガラスで囲ってありました。

正式にカトリックから認められている奇跡だそうで神聖な気持

ちになりましたが、聖水はどこでもらえるかというと何故か小

さな香水びんやポリタンクが売っていてそれを買います。そし

て湧き水につながっているらしい？水道の蛇口が別の場所に幾

つもあってひねって入れるというちょっと拍子抜けするような

ところもありました。願わくばコロナもこの聖水で駆逐をと思

いますが、その役割はワクチンにあるようです。                                洞窟   

コロナのワクチンや薬は日本もフランスも遅れをとっ

ており、海外製品に頼りきりですがこの災難下で結果的

に得をする国はどこなのかと思います。似たような状況

にある日仏、これからも友好を深めていってほしいと考

えています。 

 

                                                       

マリア像と泉 
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フランスで きもの文化を楽しんで 

金沢大学博士課程 3 年 荒木 由希 

私が金沢日仏協会に入会したきっかけは、2018 年の金沢・ナンシー姉妹都市提携 45 周年のイベント

で、夫婦でナンシーに訪れたことからです。ナンシーは浮世絵の刺激を受けてアールヌーボーが発祥した

地だそうで、きもの姿はデコラティブでありながらも落ち着いたナンシーの建造物にマッチしていたよ

うに思います。45 周年の文化交流事業では、抹茶謹呈、浴衣の着付けとファッションショーなど、ナン

シーの市民約 80 名の方たちに金沢の文化を楽しんでもらえたようです。 

 

 

 

 

 

 

 

ナンシーで着物、パッキングが大変！     突然きものショーが始まって。 

2019 年 7 月、フランスから医学部生が金沢に訪れました。

日仏協会の歓迎会で私はきものを着ており、その際に彼らから

「浴衣を着てみたい」というオファーを受けたので、手持ちの

浴衣を着せてあげることになりました。私はフランス語が話せ

ないので、同じ金沢大学の学部生に通訳を依頼し、４人でひが

し茶屋街へ繰り出しました。いやはや、フランス学生の話すス

ピードが速く、フランス語の発音はプシュプシュと言っている

ように聞こえたの   なんと２m の身長の医学部生！ 

が印象的でした。さらに驚いたのは彼らの体格。男子生徒に

至っては、身長が 2ｍあるそうで、一般的な日本人男性の浴

衣では足がはみ出してしまいました。しかし、浴衣にスニー

カーも中々決まっています。こうして、ひがし茶屋街、宇多

須神社へのお参りなどを共にして、良い思い出つくりになっ

たのではと思います。 

帯がコルセットみたいと言いながら満面の笑み。 

金沢は、きものだけでなく、工芸や食文化が盛んなまち。

金沢・ナンシー姉妹都市提携 50 周年にむけて、金沢の文化

はパワーを持っていると思います。さあ皆さん、ナンシーに

訪れて金沢の魅力を発信し、益々の交流を深めて参りまし

ょう。Merci à bientôt！ 

学生たちの文化交流も盛んになると良いね。 
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Bonnes Nouvelles 
 

吉田貴也さんエスコフィエ賞受賞（２０２１） 

吉田貴也さんはフラワーガーデンホテルのシェフを勤めています。金沢

日仏協会でイナルコの留学生に日本料理の指導をして下さいました。フラ

ンス料理の今日を築いたといわれるオーギュスト・エスコフィエの名がつ

いたこのコンクールは新しい時代をになう料理人にフランス料理の基礎

を残すことを最大の目的にしているもので大変名誉ある賞です。 

おめでとうございます。 

    

 

相川好美さんのところに届いた日本風フランス着物？ 

金沢市と姉妹都市のナンシー市のネリーさん

（コンテ・オドノ氏の奥様）より相川さんのとこ

ろにナンシー市近郊で作られた日本風の着物が

送られてきました（2021 年 12 月）。日本の着物

を見立てて作ったのでしょうか？日本の着物の

ようですがガウン風な作りです。全体に花が大き

く写実的に描かれていて色づかいがフランス風

です。優雅でおしゃれです。 

 

 

 

 

 

ナンシー市コンテ・オドノ氏の家族から２０２２新年のご挨拶が届きました。Merci beaucoup. 

 

美しいメッセージカードや切手 
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「浅野先生の思い出」 

       フランス音楽映画評論家 永瀧 達治 

「しまった！ 呑みに行く約束が…」 

 夏に亡くなられたというのに、浅野先生の訃報に接したのは昨年の秋。三カ月ほどのパ

リ滞在を終えて帰国した時でした。その時に私が思わず独りごちたのは「呑みに行く約

束」…そんな不謹慎な呟き。と言うのも、浅野先生から声を掛けられて「是非、そのうち

に」などと曖昧な言葉を交わしているうちにコロナの時代になり、何となく気にしていた

ところ…そんな気掛かりが思わず口をついたのです。 

 名医としての浅野先生の偉業は噂に聞くばかりでしたが、私の場合、ドクター・アサノ

の名声を聞いたのは東京のフランス大使館でのパーティなどで外交官たちとの付き合いの中。 

 その頃、私はまだ東京と金沢を行ったり来たりしていましたが、カナザワという地名を聞くだけで、当

時のフランス大使をはじめ多くの外交官が反射的に「ドクター・アサノは元気か？」と聞いて来ました。

日仏協会というのは日本全国ほぼ全ての県に存在し、その多くがいわゆる地方の名士たちの集いになっ

ているケースが多い。その中でも、特に大きな組織でもない金沢日仏協会のリーダーのドクター・アサノ

が突出して、なぜフランスの外交官たちに愛されていたのでしょうか…。私は金沢に暮らすようになっ

て浅野先生と何度かお付き合いするうちに、その理由が分かってきました。浅野先生は仏語や独語と語

学に堪能なだけでなく、生来の性格というか、「何を人生の喜びとするか」という根本的な生き方が、フ

ランス人に共通する点が多かったのです。 

 Convivialité（コンヴィヴィアリテ）という言葉がある。辞書を引くと「なごやかで打ち解けた雰囲気」

と出て来るが、もっと深い意味のある人生の喜び、社交の雰囲気です。それは人生を楽しむことをモット

ーとするフランス人が、日常生活で最も大切にするエスプリのひとつ。笑顔を絶やさずに話題が豊富で

批判精神にも富んでいて、聞く人を飽きさせない…その結果、楽しいひと時を過ごせるのです。それがま

さしくドクター・アサノの自然な持ち味でもありました。 

 まるでお役所仕事のように決められた礼儀を仕方なく行うかのような「歓迎」にはフランスの外交官

ばかりでなく、誰もがウンザリしています。その点、浅野先生の洒脱で楽しい、心からの歓待に誰もが心

動かされていました。 

 私が「呑みに行く約束」を気にしたのは、そんな浅野先生だからこその、故人を惜しむ友愛の情でした。 

 コロナ禍のせいで協会としては送る会のようなことが何も出来なかったのでしょうが、落ち着いたこ

ろには、ぜひ有志だけでも浅野先生の思い出を語りながら集まる機会を持ちたいものです。 

 そして、浅野先生の遺志を継いで Convivialité に溢れた金沢日仏協会の繁栄をお祈りします。 

 

訃報のご連絡 

2002 年度から６年間、本協会の会長を務めた相談役の浅野周二氏が 2021 年 8 月に逝去されました。

ナンシー仏日協会との親善交流やサロンフランセの創設など協会の発展に多大な貢献をして頂きました。

謹んでお悔やみ申し上げます。 
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会長辞任のごあいさつ 

金沢日仏協会会長 岩城紀男 

 

 Bonjour！ 

新聞記事にもありますように、この度体調を崩し急遽今期を以って会長職を辞することに致しまし

た。 僅か一期２年の短命でしたが、コロナ禍の為に思うように職務を果たせず、切歯扼腕していま

す。 

  

思い起こせば、たくさんの楽しい思い出が走馬灯のようによぎり、多くの会員との触れ合いに心を通

わせることが出来て、感謝の気持ちでいっぱいです。  

 今後は１２月の理事会で新会長に内定された竹村裕樹氏を中心とした新役員に夢を託し、粋で、知性

的な、そしてなんといっても楽しいい会にして頂きたいと思います。  

 

今後の金沢日仏協会が更に輝かしい歴史を重ね、発展することを祈って 

Au revoir！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北国新聞 2022/01/01 朝刊 
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事務局日誌 

２０２０年（令和２年） 

４月 小間井会長から岩城会長に就任 

  ６月 令和２年度総会（於：県平和町庁舎） 

１１月 サロンフランセⅠ（於：金沢ニューグランドホテル） 

（金沢巴里祭＆ボジョレ・ヌヴォーの夕べ） 

    ・講演「ブルゴーニュワインの総て」坂戸俊一 氏（ワイン研究家 医師） 

    ・交流会 「シャンソンの花束」 歌手 長谷川密さん ピアノ 加藤 なをみさん 

１２月 理事会（令和３年に向けての事業計画 他） 

２０２１年（令和３年）  

  １月 サロンフランセⅡ「新春の集い」新型コロナのため中止 

  ３月 理事会（令和２年度事業報告・決算、令和３年度事業計画・予算 他） 

  ５月 令和３年度総会 （於：金沢市文化ホール 会議室） 

サロンフランセⅠ （オンライン講演会） 

    ・講演 「近代フランス裏社会史研究―囚人と狂気」梅澤 礼 氏（富山大学人文学部准教授） 

  ７月 理事会（サロンフランセに向けて 他） 

  ８月 名誉会長 浅野周二氏 死去される 

  ９月 サロンフランセⅡ （オンライン講演会） 

    ・講演 「フランスの小学校体験：移民と世俗教育」岩津 航 氏（金沢大学人間社会学域教授） 

 １１月「ボジョレ・ヌヴォーを楽しむ会」（於：「きにつちに」） 

    ・演題「ボルドーワインの総て」辻 健一 氏（日本ソムリエ協会 北陸支部長）   

 １２月 理事会（令和４年１月の新春の集いについて・令和４年度事業計画 他） 

２０２２年（令和 4 年） 

  1 月 新春の集い  （於：ニューグランドホテル ロワ） 

・講演「金沢から世界への発信～スポーツと文化の交流～」平 八郎 氏（金沢スポーツコミッシ

ョン代表） 

    ・交流会  ピアノ演奏 直江久美子さん ヴァイオリン演奏  根来かなうさん 

  ３月 理事会（令和３年度事業報告・４年度事業計画案、役員人事案 他） 

 

編集後記 

コロナの影響で対面での活動が制限される中、多くの企業や団体はオンラインを活用するなど工夫を

凝らして様々な活動をしています。金沢日仏協会も２０２０年総会の頃から今日に至るまで行事の中止

をすることが度々ありました。オンラインの講演会を行うなどだんだんコロナとの付き合い方に慣れ、

何とか今日まで来た次第です。これも皆様の金沢日仏協会への想いとご協力があってこそ続けてこられ

たのだと深く感謝しております。２０２２年度も宜しくお願いいたします。Merci beaucoup！ 



 


