
⾦沢⽇仏協会の歩み：31〜40周年
周年 年度 ⽉⽇ ⾏    事    名 備        考

2005年度 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）
（平成17年度） 平成17年度理事会 （⾦沢ニューグランドホテル）

平成17年度総会 （⾦沢ニューグランドホテル）
講師：ｵﾘｱﾝ･ｱﾊﾞﾝｽｰﾙ（BNPﾊﾟﾘ･ﾀﾞｾｯﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ)

 「⽇本とフランスとの仕事や⽣活の違い等に関するお話と質疑応答」
（⾦沢ニューグランドホテル）

司会：五⼗嵐嘉晴、ゲスト：ﾒﾆｬﾝ･ﾆｺﾗ
懇    親    会 （⾦沢ニューグランドホテル）

「フランコフォンの島・ヌーヴェルキャレドニー」、講師：浅野周⼆（会⻑）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

第１回フランス語会話教室 講師：ｵﾌｪﾘｰ･ﾍﾟﾘｹ、受講者17名（⽯川県広坂庁舎32号室）
第2回フランス語会話教室 講師：ｵﾌｪﾘｰ･ﾍﾟﾘｹ、五⼗嵐副会⻑。受講者16名（⽯川県広坂庁舎34号室）
第3回フランス語会話教室 講師：ｵﾌｪﾘｰ･ﾍﾟﾘｹ、五⼗嵐副会⻑。受講者16名（⽯川県広坂庁舎32号室）

「ナンシーから⾒た⽇本」、講師：ﾒﾆｬﾝ･ﾆｺﾗ（⾦沢美⼤留学⽣）、五⼗嵐副会⻑
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

第4回フランス語会話教室 講師：ｵﾌｪﾘｰ･ﾍﾟﾘｹ、五⼗嵐副会⻑。受講者15名（⽯川県広坂庁舎32号室）
第5回フランス語会話教室 講師：ｵﾌｪﾘｰ･ﾍﾟﾘｹ、五⼗嵐副会⻑。受講者13名（⽯川県広坂庁舎32号室）
臨時理事会 フュージョン21（21世紀美術館）
臨時総会 フュージョン21（21世紀美術館）

フュージョン21（21世紀美術館）
⻑⾕川密（歌⼿）、⼩堀洸（歌⼿）、鈴⽊三智⼦（ピアノ）

ﾛｰﾗﾝ･ﾊﾟﾄﾞｩｰ ⼤阪・神⼾ﾌﾗﾝｽ総領事招待パリ祭 浅野会⻑夫妻出席（⼤阪帝国ホテル）
ﾍﾞﾙﾅｰﾙ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾌｪﾗﾝ 在⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使招待パリ祭 浅野会⻑夫妻出席（フランス⼤使公邸）
第6回フランス語会話教室（最終回） 講師：ｵﾌｪﾘｰ･ﾍﾟﾘｹ、近藤壽良⾦⼤教授。受講者16名（⽯川県広坂庁舎32号室）

「熟成酒はワインに勝てるか？」、講師：梁井宏（福光屋常務取締役）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「Confiture」、講師：塩崎義剛（ぶどうの⽊のパティシエ）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
浅野会⻑、⼩間井事務局⻑、浅野弘⼦理事、⽊下光代理事、森啓⼦理事、
⼩間井麗通訳出席
（在⽇フランス⼤使公邸）

本野盛幸⽇仏協会⻑(元在仏⽇本⼤使)ご夫妻と 浅野会⻑、清原副会⻑、浅野理事、⽊下理事、森（啓⼦）理事で応接
（昼⾷：シャンタル。⼣⾷：壽屋。早川勇⾦沢星稜⼤学⻑夫妻、
園⼭春⼀北陸⼤学外国語学部⻑臨席）
「Gateaux」、講師：⽮⽊徹（ﾊﾟﾃｨｼｴ）、伊⼾川瑞季（ﾊﾟﾃｨｼｴｰﾙ）、その他
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「ｵﾉﾏﾄﾍﾟとｽﾗﾝｽ語」、講師：内⽥洋（⾦⼤⽂学部）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「フランス語圏のマンガ」、講師：粕⾕祐⼰（⾦⼤⽂学部）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
交流ﾊﾟｰﾃｨ参加、会員12名参加（来賓：ﾑｷｴﾘ在⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使館⽂化参事官）
（⾦沢エクセルホテル東急）

⾦沢⽇仏協会役員会 浅野、清原、五⼗嵐、⼩間井、本多、⻄村、清⽔（浅野宅）
⽇仏会館・⽇仏協会新年パーティ 浅野会⻑夫妻出席（東京霞会館）
（新総裁・常陸宮正仁親王殿下、妃殿下ご臨席）

「フランスの美テースト」、講師：梅沢曜⾏（洋画家、⾦城短⼤講師）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
ゲスト：アラン・ナウム⼤阪神⼾総領事（⾦沢ニューグランドホテル）
シャンソン（歌⼿・⼭腰悦⼦）ほか

3⽉ 第9回⽇フランス⽂明講座 「ﾌﾗﾝｽの映画史：戦前の⻩⾦時代到来」、講師：中島治（ﾌﾗﾝｽ映画研究家）
2006年度 平成18年度理事会 （KKRホテル⾦沢）
（平成18年度） 会⻑：浅野周⼆再任

副会⻑：清原岑夫（再任）、五⼗嵐嘉晴再任（再任）、⼩間井孝吉（新任）
理事：逝去した吉⽥顕⽣理事以外は再任、⽵村裕樹（新任）、安嶋ひろ⼦（新任）
会則変更：副会⻑2名を副会⻑若⼲名に
申し合わせ：来年度より年会費を5,000円とする（KKRホテル⾦沢）
ゲスト：ｼﾞﾙﾀﾞ･ﾙ･ﾘﾃﾞｯｸ駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使夫妻、永滝達弥･ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ･ﾓﾚｼｬﾝ夫妻
通訳：⼤野裕美（KKRホテル⾦沢）

懇親パーティ 司会：安嶋ひろ⼦、安嶋英⾥⾹
（ｼﾞﾙﾀﾞ･ﾙ･ﾘﾃﾞｯｸ駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使夫妻、および 仕舞い：⼩間井孝吉ほか、歌：藤村和昌、⻑⾕川密ほか
永滝達弥･ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ･ﾓﾚｼｬﾝ夫妻を囲む会） （KKRホテル⾦沢）
事務局⻑選任 事務局⻑：本多隆嗣（新任）

「シャンソン-時代を超えたメッセージ-」、講師：⻘柳りさ（⾦沢美⼤教授）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「ナンシーとゲント-ヨーロッパ近代の誕⽣」、講師：近藤壽良（⾦沢⼤学教授）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

⾦沢⽇仏協会役員会 浅野、清原、五⼗嵐、⼩間井、本多、⻄村（浅野宅）
ｼﾞﾙﾀﾞ･ﾙ･ﾘﾃﾞｯｸ 駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使招待パリ祭 浅野会⻑夫妻出席（フランス⼤使公邸）

ｹﾞｽﾄ：ｼﾞﾙﾀﾞ･ﾙ･ﾘﾃﾞｯｸ駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使夫妻、
   ｼﾞｬﾝ･ｲｳﾞ･ﾊﾞｼﾞｮﾝ駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使館経済部公使、ｸﾞｽﾞﾏﾝ･ﾅﾝｼｰ美⼤学⻑、
   ｼﾞｬｯｷｰ･ｸﾞﾛﾌﾟﾚｰﾄﾙ（ﾅﾝｼｰからの元留学⽣）、ｱﾝﾃﾞﾙｽ･ｹﾞﾄｳ（ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ）

企画、運営：梅沢曜⾏、安嶋ひろ⼦
（ホテル⽇航⾦沢）
「フランスの最も美しい村々」、講師：⼤野裕美（通訳）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「加賀蒔絵と漆について」、講師：野村⼤仙（蒔絵師）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

ﾗｲﾌ&ﾌｧｯｼｮﾝ⾦沢ｳｲｰｸ かなざわごのみ2006 ナンシー市からはアンドレ・ロッシノ-・ナンシー市⻑を団⻑とする代表団9⼈が参加
開催記念レセプション 浅野会⻑出席(⾦沢エクセルホテル東急）
合同開会式 浅野会⻑、永瀧達治、ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ･ﾓﾚｼｬﾝ出席(⾦沢２１世紀美術館）
姉妹都市代表団歓迎市⺠レセプション 会員約30名出席（⾦沢ニューグランドホテル）

「フランスパンのお話」、講師：アンデルス・ゲトウ（ブランジェ）、⻄出直美（通訳）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

全国⽇仏協会の集い 浅野会⻑、清原副会⻑、浅野理事、安嶋理事出席（駐⽇フランス⼤使公邸）
「詩⼈たちの物象辞典をめざして」、講師：内⽥洋（⾦沢⼤学教授）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

12⽉ 第7回⽇フランス⽂明講座 「フランスあれこれ」、講師：⾼⼭正（⾦沢市国際交流財団）
⾦沢⽇仏協会役員会 浅野、清原、⼩間井、⻄村、清⽔（浅野宅）

「ワインと健康ーフランスワイン名醸地を訪ねて」、講師：岩城紀男（医師）
「Degustation 道上ソムリエによる試飲会」、講師、道上ソムリエ

駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使館ｸﾘｽﾄﾌ･ﾌﾟﾉ公使、ｱﾚｸｼｽ･ﾐｶｴﾙ･ﾗﾒｯｸ⽂化参事官の県市表敬訪問 浅野会⻑、⽊下理事同⾏（⽯川県庁、⾦沢市役所）
講演「Parcours gastronomique et culinaire dans l'histoire de France」ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ･ｻﾊﾞﾝ（⽇仏会館ﾌﾗﾝｽ学⻑
駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使館ｸﾘｽﾄﾌ･ﾌﾟﾉ公使臨席
ハープ演奏：上⽥智⼦（ハーピスト）

第9回⽇フランス⽂明講座 「続フランスの映画史」、講師：中島治（映画研究家）
ﾌﾗﾝｽ国⽴学術ｾﾝﾀｰ研究部⻑
マリー＝クリスティーヌ プシェル博⼠来訪

7⽉ 2005パリ祭（シャンソンの⼣べ）

8⽉ 第3回⽇フランス⽂明講座
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4⽉
記念講演会

5⽉
第１回⽇フランス⽂明講座

6⽉ 第2回⽇フランス⽂明講座

11⽉ 第6回⽇フランス⽂明講座

12⽉ 第7回⽇フランス⽂明講座

9⽉

第4回⽇フランス⽂明講座

全国⽇仏協会の集い

10⽉ 友⼈のKamal Benjillounが来沢

第5回⽇フランス⽂明講座

2⽉ 新春の集い

1⽉
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4⽉

平成18年度総会

ｼﾞﾙﾀﾞ･ﾙ･ﾘﾃﾞｯｸ駐⽇ﾌﾗﾝｽ⼤使との意⾒交換会

5⽉ 第1回⽇フランス⽂明講座

10⽉

第5回⽇フランス⽂明講座

11⽉ 第6回⽇フランス⽂明講座

8⽉ 第3回⽇フランス⽂明講座

9⽉ 第4回⽇フランス⽂明講座

第16回全国椿サミット⾦沢⼤会後援

第8回⽇フランス⽂明講座

理事、監事、有志参加（ぶどうの⽊）

1⽉

第8回⽇フランス⽂明講座

新春の集い

3⽉

6⽉ 第2回⽇フランス⽂明講座

7⽉ ⾦沢⽇仏協会主催パリ祭



2007年度 平成19年度理事会 （⽯川県⽣涯学習センタ会議室）
（平成19年度） 平成19年度総会 （⽯川県⽣涯学習センタ会議室）

講演「⽇仏独のワイン」、講師：加賀⾕和考
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「ＥＵ実現に果たしたフランス・ドイツの役割と今後の⽇本との関係」
基調講演「欧州統⼀の実現と今後の⽇本ＥＵ関係」、講師：早瀬勇（⾦沢星稜⼤学学⻑）
パネリスト：クリストフ・プノー駐⽇フランス公使、ベルント・フィッシャー駐⽇ドイツ公使、
園⼭春⼀北陸⼤学未来創造学部⻑、安島稔「ヤスジマ」社⻑
コーディネーター：楠根重和⾦沢⼤学教授、五⼗嵐嘉晴⾦沢美術⼯芸⼤学名誉教授
（⽯川県教育会館）

シンポジウム懇親パ−ティ （⾦沢エクセルホテル東急）
「フランス建築の旅（コルビジェの作品を中⼼に）」、講師：⼩笠原幸⼀（⼀級建築⼠）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
企画、運営：本多隆嗣、森啓⼦
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
会⻑浅野出席
（⾦沢市庁舎４F会議室「兼六」）
「ものづくり、⾳づくり、漆と笛」、講師：⼋⽊繁（塗師兼篠笛奏者）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「ワイン物語」、講師：加賀⾕和考（ワイン研究家）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

⾦沢⽇仏協会役員会 浅野、清原、五⼗嵐、⼩間井、本多、⻄村（浅野宅）
「シャンソンを通してみるフランスのエスプリ」、講師：永瀧達治（フランス⽂化評論家）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

ﾅﾝｼｰ･ﾛﾚｰﾇ仏⽇協会会員16名⾦沢訪問 1⽇⽬：東茶屋街訪問
2⽇⽬：⼭出保⾦沢市⻑表敬訪問、21世紀美術館、本多贓品館、兼六園、⽯亭、武家屋敷ほか訪問
 ⼣:講演会「ﾅﾝｼｰ･ﾛﾚｰﾇ仏⽇協会の活動」（講師：Jean-Luc Contet-Audonneau)と懇親会(76名参加）
注：懇親会は⽯川⽇独協会、⾦沢市医師会、その他とともにオープンにして
(⾦沢ニューグランドホテル「⾦扇」にて）

全国⽇仏協会の集い 浅野会⻑、清原副会⻑、浅野理事、⽊下理事出席（駐⽇フランス⼤使公邸）
「全国⽇仏協会のHPから」、講師：中⾕健（協会HP管理者）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「フランスの旅」、講師：粕⾕祐⼰（⾦沢⼤学⽂学部教授)
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

⾦沢⽇仏協会役員会 浅野、清原、五⼗嵐、⼩間井、本多、⻄村（浅野宅）
「コーヒーと健康」、講師：岩城紀男（医師)
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
浅野、渡辺、本多、森〈啓⼦）
（⾦沢エクセルホテル東急2F）
「フルート演奏」：岡本えり⼦（オーケストラ・アンサンブル・カナザワ）
（⾦沢ニューグランドホテル別館「ポロ」）
「レンズから⾒たフランス」、講師：宮下昌三（写真家)
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
出席理事：浅野周⼆、清原岑夫、⼩間井孝吉、浅野弘⼦、⽊下光代、⽵村裕樹、中島治、⻄村久⼦、
本多隆嗣、森啓⼦、森洋、⻄村圭市（監事）
（⾦沢エクセルホテル東急）

2008年度 新会⻑ ⼩間井孝吉に承認
（平成20年度） 新理事 永瀧達治・⾼⼭正・⼩堀静⼦・中⾕健さんが就任

（⽯川県⽣涯学習センタ会議室）
「フランス映画の話題」、講師：中島治（仏映画研究家）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
歌：⻑⾕川密
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）
会⻑浅野出席
（⾦沢市庁舎４F会議室「兼六」）
「ワイン物語」、講師：加賀⾕和考（ワイン研究家）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「ﾌﾗﾝｽ数学雑談」、講師：清原岑夫（数学者）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「シャンソンを通してみるフランスのエスプリ２」、講師：永瀧達治（フランス⽂化評論家）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
加賀友禅着物展⽰会inNANCY -未来につなぐ伝統と⽂化-
（ナンシー市役所 １階ロビー会場）
着物ファッションショー
（ナンシー市役所 ２階レセプションホール）
「フランスとアラブ⾳楽」、講師：粕⾕祐⼰（⾦⼤⽂学部教授）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
篠笛：⼋⽊繁、越川さゆり（ピアノ）＆越川和⾳（チェロ）コンサート、
来賓：アラン・ナウムフランス⼤阪神⼾総領事、ジャン＝ポール・オリビエ関⻄⽇仏学館⻑
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）
「ワインと健康３：フランスワイン物語」、講師：岩城紀男（医師）
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「サロン談話」
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

2009年度
（平成21年度） 講師：ﾙﾛﾜ・ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ 35(30)名

（⾦沢ニューグランドホテル・アネックス「ポロ」）
「⽇本の事や私の作品」、講師：ｵﾚﾘｰ･ﾑﾜﾏ（美⼤研修⽣） 22 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「発酵⾷品は⽇本の⾷⽂化のﾊﾟｲｵﾆｱ」、講師：⼭本 晴⼀(ﾔﾏﾄ醤油) 32 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
・シャンソン：⻑⾕川密、⾕伊津⼦、⼭腰悦⼦
・DJ ：永瀧達治、粕⾕祐⼰
・ダンス  ：ﾓﾚｼｬﾝ塾等の若者企画
（北国新聞⾚⽻ホール（交流ホール））
主催：2009⾦澤巴⾥祭実⾏委員会（特別会計）
「ﾌﾗﾝｽ⾼速道路12,000Kmの魅⼒」、講師：⽇野 ⻁彦(中⽇本⾼速㈱⾦沢⽀社⻑) 20 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「ﾌﾗﾝｽの何が優秀かｰｲﾝﾌﾗを中⼼に」、講師：⼩間井 孝吉（会⻑） 32 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「pourquoi metissage?」（ﾌﾟﾙｸﾜ ﾒﾃｨｻｰｼﾞｭ?）、講師：ｹﾞｲﾄｳ･ｱﾝﾃﾞﾙｽ(ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪﾘｰ) 60 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「ワインとボージョレーヌーボのお話」
           お話：岩城 紀男
             加賀⾕酒店               70名
（画廊プラザ美樹）
「ｼｬﾝｿﾝは楽し」、講師：⻑⾕川 密（ｼｬﾝｿﾝ歌⼿）  36 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
(来賓)クリストフ・プノ公使
     ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｼﾞｬﾝｳﾞｨｴ･ｶﾐﾔﾏ京都総領事      63(51)名
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）
「ﾌﾗﾝｽにおけるｱﾗﾌﾞ系移⺠の⾳楽」、講師：粕⾕ 祐⼰(⾦⼤⽂学部教授）） 26 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

33
4⽉

懇親会

5⽉ ⽇仏独経済友好交流草の根シンポジウム

6⽉ 第1回⽇フランス⽂明講座

7⽉
⾦沢⽇仏協会主催パリ祭

平成19年度⾦沢市姉妹都市交流委員会総会

8⽉ 第2回フランス⽂明講座

11⽉ 第5回フランス⽂明講座

12⽉ 第6回フランス⽂明講座

3⽉

第7回フランス⽂明講座

⾦沢⽇仏協会理事会

1⽉ 第7回フランス⽂明講座

第1回着物ファッションショーツアー実⾏委員会

2⽉ 新春の集い

9⽉ 第3回フランス⽂明講座

10⽉

第4回フランス⽂明講座

（団⻑：Jean-Luc Contet-Audonneau会⻑）

第5回フランス⽂明講座

3⽉ 第6回フランス⽂明講座

12⽉ 第4回フランス⽂明講座

1⽉ 新春の集い
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4⽉ 平成20年度総会

6⽉ 第1回フランス⽂明講座

7⽉
⾦沢⽇仏協会主催パリ祭

11⽉ 第3回フランス⽂明講座

10⽉ ⽇仏友好１５０周年記念事業

平成19年度⾦沢市姉妹都市交流委員会総会

9⽉
コンテ-オドノ他10名のﾅﾝｼｰ･ﾛﾚｰﾇ仏⽇協会訪問団を囲む会

第2回フランス⽂明講座

2⽉

12⽉ 第6回サロンフランセ

5⽉ 第1回サロンフランセ

2009⾦澤巴⾥祭

8⽉

9⽉

35
4⽉ 平成21年度総会

6⽉ 第2回サロンフランセ

7⽉

第3回サロンフランセ

1⽉ 新春の集い

2⽉ 第7回サロンフランセ

第4回サロンフランセ

10⽉ 第5回サロンフランセ

11⽉ ボジョレーヌーホﾞを楽しく飲む会



2010年度 ｢⾦沢⽇仏協会員55名｣及び｢ﾅﾝｼﾛﾚｰﾇ仏⽇協会団員14名(ｺﾝﾃ･ｵﾄﾞﾉ会⻑)｣との交流
※総会前⽇には会員案内による視察団の市内視察を開催 69名

（平成22年度） （ホテル⾦沢４F「エメラルド」）
「最新パリ情報・芸術⽂化よもやま話」、講師：永瀧 達治 100名
（しいの⽊迎賓館「イベントホール」）
｢いつもの漆｣輪島の⽊地屋が創る漆の器からLouis Vuittonの六⾓⼩箱まで、
講師：⼭本 晴⼀(ﾔﾏﾄ醤油) 32 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
内容：「お城の中でシャンソン」
歌⼿：⻑⾕川密、⼩堀静⼦
（⾦沢城五⼗間⻑屋）
「RELAIS & CHATEAUXからの発信」、
講師：中道幸⼦(べにや無何有 ⼥将)・中道⼀成 37 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「du pain et des idees」、講師：ｹﾞｲﾄｳ･ｱﾝﾃﾞﾙｽ(ﾌﾞﾗﾝｼﾞｭﾘ) 26 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
トーク：岩城紀男(ワイン研究家・医師)、
     加賀⾕和考(ソムリエ)              63名
（⾦沢城河北⾨⼆の⾨階上）
「世界遺産紀⾏」、講師：加藤 鴻介（⾦⼯⼤教授） 28名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
お話 ：ﾓﾊﾒﾄﾞ･ｶﾞﾈﾑ
ピアノ：ﾙﾛﾜ･ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ
篠笛 ：⽊下光代
来賓 ：駐⽇フランス⼤使館⽂化参事官 ブノワ・ギデ
    京都総領事      ジャンビエ・カミヤマ      64名
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）
「ﾌﾗﾝｽにおけるｱﾗﾌﾞ系移⺠の⾳楽」、講師：粕⾕ 祐⼰(⾦⼤⽂学部教授） 20 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「フランス名画「舞踏会の⼿帳、⼤いなる幻影」、 50名
（⾦澤蓄⾳機館）

2011年度 ｢フランスのArt Insolite（突⾶な芸術）」､講師:五⼗嵐 嘉晴(副会⻑)
（平成23年度） （⾦沢ニューグランドホテル アネックス「ポロ」）

「⾦澤巴⾥隠遁プレイ〜時代を⾏く抜く⼒〜」、
講師：永瀧 達治（フランス⽂化評論家） 84名
（しいの⽊迎賓館「イベントホール」）
｢La Bourgogne et ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ･ﾙﾛﾜ（聞き⼿） ses tresors｣､
講師：ｼﾞｬﾝ･ｸﾘｽﾄﾌ･ﾃﾘﾖﾝ（北陸先端科学技術⼤学院⼤学） 35名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「フランス映画祭」パリ祭上映と交流会 48名
（⾦沢蓄⾳機館）
「ﾏﾙｾｲﾕ医学交流秘話」、
講師：元雄良治 （⾦沢医科⼤学） 39名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
「三たび⾒返りラ仏蘭⻄」、講師：植村 哲（元駐仏⽇本⼤使館員） 63名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
（講演及び交流会）テーマ：フランスの新しいLRT
講師：駐⽇フランス⼤使館経済参事官 ブノワ・リュロー 50名
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）

3⽉ 中島治（協会理事）追悼「フランス名画上映会」

12⽉ 第4回サロンフランセ

1⽉ 新春の集い

2⽉ 第5回サロンフランセ

36
4⽉ 平成22年度総会＆ナンシーロレーヌ仏⽇協会の⾦沢視察団歓迎レセプション

5⽉
サロン・フランセ・シューペリオール
＊フランス芸術週間(⽇仏⾃治体会議)に併せ、特別講演会及び交流会を新たに開催

6⽉ 第1回サロンフランセ

7⽉ 2010年⾦澤巴⾥祭「⾦沢城ライブ」

9⽉ 第2回サロンフランセ

10⽉ 第3回サロンフランセ

11⽉ サロンフランセ・エクストラ「ﾎﾞｰｼﾞｮﾚｰﾇｰﾎﾞｰを楽しむ会」

37 4⽉ 平成23年度総会

5⽉ サロン・フランセ・シューペリオール

6⽉ 第1回サロンフランセ

7⽉ 2011年⾦澤巴⾥祭

9⽉

1⽉ 新春の集い

第2回サロンフランセ

12⽉ 第3回サロンフランセ



2012年度
フォーラム内容：「異⽂化の中の絆」
     ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：五⼗嵐嘉晴       （副会⻑・⾦沢美術⼯芸⼤学名誉教授）
     ﾊﾟﾈﾗｰ  ：ｼﾞｬﾝﾘｭｯｸ･ｺﾝﾃ=ｵﾄﾞﾉ（ﾅﾝｼｰ･ﾛﾚｰﾇ仏⽇協会⻑・団⻑）
          ﾛﾍﾞﾙﾄ･ｶｲｲｴ       （主婦）
          ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾎﾞﾄﾞｰﾙ     （ﾅﾝｼｰ･ﾛﾚｰﾇ仏⽇協会副会⻑）
          ⼩間井孝吉       （⾦沢⽇仏協会⻑）
          永瀧達治         （理事・ﾌﾗﾝｽ⽂化評論家）
          岩城紀男         （副会⻑・医師）
     通訳  ：植村 哲         （元駐仏⽇本⼤使館書記官・前県総務部⻑）
          ﾓﾊﾒﾄﾞ･ｶﾞﾈﾑ       （前⾦沢市国際交流員）
          ﾏﾘｽ･ﾎﾘﾌﾞｰﾄ    （⾦沢市国際交流員）               58名

（平成24年度） （ホテル⾦沢４F「エメラルド」）
｢異国から⾒た本当のフランス！そして⽇本｣
講師：ホルヴート・マリス（⾦沢市国際交流員）
講師 ：リマ・ハファエレ（⼩松市国際交流員）
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：⽵村裕樹（理事）                46名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
フランス映画上映：「望郷」
講演会
テーマ：「フランスの結婚 過去と現在」
講師 ：⻑⾕川 輝夫（元 上智⼤学教授）
シャンソン：⼩堀静⼦                           51名

(1)旅⾏期間：平成24年8⽉17⽇〜8⽉26⽇ 10⽇間
(2)訪問都市：ナンシー市・パリ市
           ＊ナンシー市役所表敬：8⽉1８⽇(⼟)午後4時〜
           ・ﾏﾙﾃｨﾝ･ﾋﾞﾔｰﾄﾞ･ｼﾞｬﾉﾎﾟｱﾝ市議会⽂化担当代表議員の歓迎
           ・⼭野⾦沢市⻑の親書⼿渡し
           ・シャンパンレセプション
         ＊ﾅﾝｼｰﾛﾚｰﾇ仏⽇協会との交流会： 同午後７時〜
           ・各種チーズの説明と試⾷（N-R仏⽇協会）
           ・抹茶及び盆踊りの披露 （⾦沢⽇仏協会）
         ＊ﾅﾝｼｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞとの親善試合  ：８⽉１９⽇(⽇)９時〜
           ・お昼のバーべーキュー交流会
                ＊パリのローラン・ガロス訪問：８⽉２２⽇(⽔)13時〜
主催：⾦沢⽇仏協会（団⻑：⼩間井）､共催：⾦沢市テニス協会
「ナンシー市訪問記」、講師：会⻑⼩間井孝吉（ナンシー市訪問団⻑) 51 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
（パート１）
講演①：学んで楽しいボルドーワイン
講師 ：武⽥眞知⼦（ｿﾑﾘｴ/ﾊﾟﾃｨｼｴ、ﾎﾞﾙﾄﾞｰﾜｲﾝ公認講師資格者）
講演②：ワインと健康法
講師 ：岩城紀男（副会⻑・ワイン研究家）
（パート２）
講師を囲む会（交流会）
＊会場にはチーズワインの他、ジェルブレも試⾷
＊サキソフォン演奏：上野雅司 74名
（しいの⽊迎賓館）
「チーズで巡るフランスの旅」、
講師  ：辻 健⼀（ｿﾑﾘｴ・ﾁｰｽﾞﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ）
講師  ：岩城紀男 （副会⻑・ﾜｲﾝ･ﾁｰｽﾞ研究家） 56名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
新任駐⽇フランス⼤使館⽂化参事官のミニ講演会
＊ベルトラン・フォール⽂化参事官の講演内容
  「妹島和世によるランスのルーブル美術館と21世紀美術館との繋がりにより
    ⾦沢との交流や都市の未来等について携わっていく」             48名
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）

2012年⾦澤巴⾥祭

10⽉

8⽉ ナンシー市訪問団の派遣

1⽉ 新春の集い

第2回サロンフランセ

11⽉ サロンフランセ・エクストラ「ﾎﾞﾙﾄﾞｰﾜｲﾝの楽しみ⽅」

12⽉ 第3回サロンフランセ
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4⽉
平成24年度総会＆⽇仏市⺠フォーラム
                         ＊ﾅﾝｼｰﾛﾚ-ﾇ仏⽇協会から８名来沢

6⽉ 第1回サロンフランセ

7⽉



2013年度 講師 ：Mme et M Gilberte ANSMANT
テーマ：フランス⽂化あれこれ               40名

（平成25年度） （⾦沢ニューグランドホテル アネックス「ポロ」）
｢フランス語の⼿紙やメールの書き⽅のポイント｣
講師：ヴァルグ ジュリー（⾦沢市国際交流員）   30名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）
説明      岩城 紀男（副会⻑・医師）
サベラージュ  ⽊村功⼀（シニア・ソムリエ）
サキソフォン演奏、ジャズ演奏                         203名
共催  SOPEXA、 協⼒  ｿﾑﾘｴ、ﾜｲﾝ商、ﾌﾗﾝｽ料理店、ﾊﾟﾃｨｼｴなど
（しいのき迎賓館 １F＆テラス）
⻑⾕川密と仲間達「シャンソンの⼣べ」  81名
（しいの⽊迎賓館  ２F イベントホール）
① ⽇仏学⽣交流マンガフォーラム・ワークショップ
  1)イナルコ語学研修⽣及び⾦沢の⼤学⽣らとのマンガフォーラム
  「⽇仏のエスプリ”マンガから学ぶ”」
        ・⽇時 ：2013年8⽉17⽇(⼟)   ・会場 ：⾦沢城 河北⾨
                        1)基調講演 ：13時45分〜14時25分
                        2)フォーラム：3時30分〜5時30分
                    ・基調講演： ＊フランス国⽴⽇本研究センター所⻑「クリストフ･マルケ」
               講演テーマ：「フランス⼈を魅了した江⼾の漫画」
               ＊⾦沢美術⼯芸⼤学教授「⾼橋明彦」
               講演テーマ：「楳図かずおの魅⼒」
         ・参加者(⼊場無料)                    約100名

    2)合同歓迎レセプション（⾦沢城での⽂化体験）
       ・⽇時 ：2013年8⽉17⽇(⼟) 6時00分〜8時00分  ・会場：⾦沢城 五⼗間⻑屋
                         ・内容 ：テーマ「⾦沢の⽂化」
        3)ワークショップ  会場 ：湯涌温泉秀峰閣 ⾦沢美術⼯芸⼤学
          ・テーマ①：8⽉ 5⽇(⽉) 「アニメツーリズムin湯涌温泉」
                       ②：8⽉10⽇(⼟) 「銀粘⼟を⽤いてアニメワークショップ」
       ・⼤学 ：イナルコ・⾦沢学院⼤学・⾦沢美術⼯芸⼤学・⾦城⼤学
       ・参加者(延べ)                      約100名
   ② ナンシー洋菓⼦職⼈による和菓⼦作りへの挑戦
    ・⽇時 ：8⽉30⽇〜9⽉19⽇ 内 ⾦沢滞在２週間
          ・研修所：⾦沢市内和菓⼦会社「柴⾈⼩出」
       ・参加者(延べ)                       1,231名

2014年度 講師 ：岩津 航 (⾦沢⼤学⼈⽂学類フランス語学准教授)
テーマ：「南仏トゥールーズの歴史と⽂化」  42名

（平成26年度） （キャッスルin⾦沢）
内容  アペリティフと⾳楽
演奏    ピアノ演奏・クラリネット演奏・ジャズ演奏  346名
共催  SOPEXA、  後援  ⾦沢市、北国新聞
（しいのき迎賓館 １F＆テラス）
講演とワインとシャンソンギター（弾き語り）
・講師：東京サロン・ド・シャンソン講師 太⽥ 光弘
           「シャルルアズナブールの世界」
・ギター演奏（交流会）  93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ヶ⽉間⾦沢での⽇本語研修（24名来県）

内容 ：⽇仏学⽣交流・ワークショップ（学⽣、会員参加）の開催
会場 ：・8/11⾦沢⼤学：講師 粕⾕祐⼰教授
          テーマ：「フランコフォニーと⽇本語教育」
         参加者：会員・学⽣46名(内会員10名)
     ・8/12⾦沢美術⼯芸⼤学：講師： 神⾕佳男教授
          テーマ：「銀粘⼟による指輪制作ワークショップ」
         参加者：学⽣・会員49名（内会員6名）
「フランス・ベルギーそして⽇本〜三国物語」、
講師：デュボワ･マチルダさん（⾦沢市国際交流員 フランス出⾝）
講師：ヴァンホーレンベルグﾞ=ヴェルナさん（⾦沢市国際交流員ベルギー出⾝） 55 名
（⾦沢21世紀美術館・フュージョン21）

10⽉ ナンシー・ロレーヌ仏⽇協会訪⽇団の受け⼊れ

団員 ：コンテ・オドノ（ナンシーロレーヌ仏⽇協会⻑）を団⻑とする17名が来沢
宿泊 ：⾦沢ニューグランドホテル
内容 ：10⽉19⽇(⽇)：午後 ⾦沢市内案内
                             ⼣⽅ 伝統⼯芸の説明と歓迎会   参加者:58名
                   於：ビストロ シャレ
     10⽉20⽇(⽉)：午前 ワークショップ「加賀友禅絵付け・⾦箔⼯芸」
                               午後 ⾦沢市内案内    延べ案内者11名
・ワインのお話
 講師 ：⽊村 功⼀（⽇本ソムリエ協会役員）
 テーマ：「ワイン雑学 Ⅰ」
・ボージョレ・ヌーボ樽開栓式 加賀⾕ 和考
・⾳楽 ：サキソフォン 中村 仁美
 ピアノ 村⽥ 沙貴⼦            62名
（しいの⽊迎賓館）
テーマ 2015年新春講演
講師  駐⽇フランス⼤使館 クレール=テュオーデ⽂化参事官

      会員、来賓等との交流会（フランス料理で）             43名
（ニューグランドホテル １２階 ロワ）

8⽉
〜

10⽉
⾦沢⽇仏協会創⽴40周年記念事業

39
4⽉ 平成25年度総会

5⽉ 第1回サロンフランセ

6⽉
アペリティフの⼣べ（サロン･フランセ･エクストラ）
※6⽉の第1⽊曜⽇は「アペリティフの⽇」として世界中でアペリティフのイベント
が開かれ、⾦沢においても初めて開催し、広く市⺠と共に楽しむ

7⽉ 2013年⾦澤巴⾥祭

40
5⽉ 平成26年度総会

6⽉ アペリティフの⼣べ(サロンフランセ・シュペリオール)

7⽉ 2014年⾦澤巴⾥祭

9⽉ 第1回サロンフランセ

12⽉ ボージョレヌーボを楽しむ会（サロンフランセ・エクストラ）

1⽉ 新春の集い


