
⾦沢⽇仏協会の歩み：0〜10周年
周年 年度 ⽉⽇ ⾏    事    名 備        考

1974年度 ⾦沢⽇仏協会設⽴ 会⻑：徳⽥与吉郎
（昭和49年 事務局：⾦沢市尾⼭町池⽥ビル内
1975年度 4⽉ ナンシーへ親善使節団訪問 団⻑：池⽥君⼦
（昭和50年 6⽉ フランス語会話講座開講

７⽉ 第１回パリ祭開催（映画とレコードコンサートの⼣べ） 「美⼥パリ」「セーヌの詩」「⽩い少⼥」
3⽉ ナンシー仏⽇協会より親善使節団来訪 B.ピエルソン会⻑他

1976年度 6⽉ 運営委員会発⾜ 定期的な年間スケジュールを確⽴(パリ祭、映画会、新春の集い）
（昭和51年 6⽉ フランス映画上映会 「創造物」「パリは我等のもの」「男と⼥のいる舗道」

6⽉ ナンシー市親善使節団来沢 ⺠泊受け⼊れ座談会開催
8⽉ ナンシー第２⼤学教授⼀⾏来沢

1977年度 10⽉ ⽂化講演会開催 J.ムイエ関⻄⽇仏学館館⻑：「新しいパリの顔」
（昭和52年 10⽉ フランス料理ゼミ 「キッシュ・ロレーヌ料理」

11⽉ J-P.ブリューネ駐⽇フランス⼤使来訪
12⽉ フランス料理ゼミ 「Bûche de Noël」をつくる
1⽉ フランス⼯芸写真展開催

1978年度 5⽉ G.クロンベ･ フランス⾝障者社会参⼊協会連合会⻑来訪
（昭和53年 6⽉ フランス料理サロン開催 ナンシーよりヴァイヨ教授を迎えて

7,10⽉ フランス映画祭開催 「北ホテル」「夜の扉」「アトラント号」「地下鉄のザジ」「愛⼈ジュリエット」
12⽉ S a l o n -C o n c er t de Noël 開催 ピアノ:滝⼝さゆり
3⽉ ナンシー仏⽇協会と雑誌（Le Point)等の交換開始

1979年度 5⽉ ピエール・グロール・フランス⼤使館⽂化参事官来訪
（昭和54年 5,10⽉ フランス映画上映会 「現ナマに⼿を出すな」「死刑台のエレベーター」「両⾯の鏡」「スリ」

8⽉ アンドレ・ブリューネ・仏神⼾総領事来訪
1980年度 11⽉ ロレーヌ・フローラリーへ協会より使節団派遣 団⻑：桑⽥良夫
（昭和55年 3⽉ フランス映画上映会 「⼩さなマルセル」「サン・ポールの時計屋」
 1981年度 フランス映画上映会 「我等の仲間」「舞踏会の⼿帳」「僕のおじさんの⾃転⾞騒動」「悪魔の美
（昭和56年 しさ」「牝⿅」「真夜中のランデブー」「かくも美しき⼩さな渚」「冒険者たち」

7⽉ パリ祭にアンドレ・ブリューネ仏神⼾総領事来訪
１０⽉ フ ラ ン ス ⾳ 楽 の ⼣ べ ピアノ：中村 摂

1982年度 5,7⽉ フランス映画上映会 「レアの⼼は冬枯れ」「フランスの思い出」「⾚いポスター」「鉄路の⽃い」
（昭和57年 11⽉ フランス映画上映会 「突然炎のごとく」「⼭師トマ」

12⽉ Ｂ．マゾー・ナンシー市助役夫妻来訪
1983年度 5⽉ フランス⾷品フェアー開催
（昭和58年 フランス⽂化講演会・フランス映画フェスティバル開催

9⽉：映画 「セリノワール」「パントマイム」「グランメリエス」「⾚い宿」「夜毎の美⼥」
10⽉：講演「フランス原⼦⼒開発の現状」 講師：ピエール・デニエール・仏⼤使館商務官
11⽉：講演「ロレーヌ地⽅への道しるべ」 講師：ピエール・グロール・仏⼤使館⽂化官
12⽉：講演
「フランス語授業の中での⽂化の相違」 講師：関⻄⽇仏学館ジャック・ペルノ⽒
1⽉：講演
「⽇仏関係のコミュニケーション」 講師：アンドレ・ブリューネ仏神⼾総領事
2⽉：フランス語劇イヨネスの「授業」 公演：東京⽇仏学院フランソワ・オッシュ⽒
6⽉：講演「これからの語学教育」 講師：⾦沢⼤学フィリップ・ドゥニオ⽒

1984年度 フランス⾳楽の⼣べ ピアノ：クロード・エルフェール
（昭和59年 「現代フランス⾳楽を中⼼として」 フルート：ピエール＝イヴ・アルトゥ

⾦沢フランス⽉間 「合⾔葉はボンジュール」
〇フランス映画フェスティバル 「ジュリコ」「フランス新幹線TGVの旅」
〇国際⽂化講座 講師：M.ゴンザレスVU編集⻑
「メディアは⽂化ですか」
現代フランス映画フェスティバル及び講演会
1⽉11⽇：映画 「ロバと⼥王」「友情」
1⽉12⽇：講演「フランスにおける⽉の神話と信仰」 パリ教育センター・ジャック・ベルトン⽒
1⽉13⽇：映画 「ディアボロ・マント」「お料理は冷たくして」

0 10⽉

1

2

3

4

5

6

7 5,10⽉

8

9

9⽉〜

10 5⽉

10⽉

1⽉



⾦沢⽇仏協会の歩み：11〜20周年
周年 年度 ⽉⽇ ⾏    事    名 備        考

1985年度 ⾦沢⽇仏協会創⽴10周年記念 ⾦沢市⺠コンベンション開催
（昭和60年 (1)コンベンション

 ・基調講演：「⽇仏関係の軌跡」 ⽇本放送協会主幹 磯村尚徳⽒
 ・⾦沢⽇仏市⺠シンポジュウム コーディネーター：渡辺⾹根夫
「市⺠⽂化の今⽇と明⽇…フランスと⽇本」 パネリスト：五⼗嵐みどり、⼤⾼順雄、⼭⼝健次、

      アニィ・プティ、ミッシェル・ワッセルマン、
      オーギュスタン・ベルグ

 ・⽇仏親善サミット・フォーラム 司会：アンドレ・ブリューネ仏神⼾総領事、坂井光男、末岡尚
「これからの⽇仏交流」 報告者：全国23協会⻑
(2)市⺠フランス映画フェスティバル 講演：「フランス映画と私」⾼野悦⼦

映画：「ゲルニカ」「悪魔の美しさ」「⾃由を我らに」「沈黙は⾦」
(3)フランス演劇祭 「ファンファーレを待ちながら」ギィ・フォワシィ・シアター公演
(4)フランス⾳楽との出合い ピアノコンサート： 県内ピアニスト17名参加
(5)フランス⾷品フェスティバル 「アルザス・ロレーヌ地⽅の美⾷」 ローラ・ブレンクマン夫⼈
(6)⽇仏交流現代52⼈
ポスター原画展・⽇仏貨幣展

1986年度 ⾦沢⽇仏協会事務局移転 ⽯川県⽴社会教育センター内へ
（昭和61年 ⽇仏合作創作オペラを⾒る会開催 「⽿無し⽅芳⼀」 東京⽇仏学院

⾦沢⽇仏市⺠⽂化フェスティバル
フランス⽂化講演会 「ボードレールのパリ」 講師：モーリス・バンゲ⽒
フランス映画フェスティバル 「格⼦なき牢獄」「いちばんうまい歩き⽅」「恐怖の報酬」「この庭での花」

1987年度 7⽉ ⾦沢市⺠パリ祭'87 「シャンソンとワインの⼣べ」 歌：バク・ソンヒ
（昭和62年 いしかわE Cウイーク協賛

    市⺠開放ヨーロッパ講座及び名がフェスティバル開催 講演「⽇仏経済関係の現状と展望」 講師：佃近雄
講演「フランフ新⼈類ボンジュール」 講師：倉⽥保男
映画：「歴史は⼥でつくられる」「レースを編む⼥」

フランス旅⾏相談所開設 フランス政府観光局 吉⽥后⼦
1988年度 フランス・アール・ヴィヴァン'88開催
（昭和63年  ・パフォーマンス デルフィーヌ・ユレル嬢（アトリオ前）

ジョルジュ・ルース⽒（廃屋芸術）
 ・シンポジュウム「現代と芸術」 前衛芸術家：ジョルジュ・ルース⽒他

アンジェレッチア⽒、リシャール・バキエ⽒、
ジャン・ミッセル・ゴートロ⽒、ドミニク・バルビエ⽒

 ・インスタレーション M・ヴランジェ、 会場：⾦沢市⽂化ホール広場
 ・ダンスソロ ⼭⽥せつこ、会場：⾦沢市⽂化ホール
 ・シャンソン ピエール＝ジル・ドロルム
徳⽥与吉郎会⻑フランス政府より
Ordre National du Mérite 勲章受賞
フランス映画フェスティバル 「アルキメデスのハレムのお茶」「ストレス」「パートナ」
「新作フランス映画と名作短編フィルム」 「ジュリエットの運命」

1989年度 パリ200年祭記念事業開催
（平成元年度）  ・講演「歌とシネマと話でつづるジャックブレルの世界 講師：フランス・ブレル嬢

 ・映画 「冒険また冒険」「やっかいな奴」
 ・フランス情報広場開設 「フランスの歴史と観光を訪ねて」
⽯川⽇仏芸術⽂化交流'89
 ・フランス詩と歌曲のフォーラム コーディネーター：佐伯智義

パネリスト：ジャック・ペルノ、佐伯真弥⼦、五⼗嵐善晴、
内⽥洋、川上・アンドリュウ・セシル

 ・フランス詩と歌曲のコンセール 詩朗読：ジャック・ペルノ
声楽：佐伯真弥⼦

1990年度 5⽉ 桑⽥良夫⽒会⻑に就任 徳⽥会⻑は名誉会⻑に
（平成2年度） 7⽉ フランスポスター展開催

⾦沢市制100年・フランス⾰命200年記念 団⻑：中島治
ナンシーへの親善訪問団派遣

3⽉ 仏⽂⾦沢市紹介地図（マップ）作成発⾏
1991年度 11⽉ コンサート「シデロイオス（鉄の響き）公演 演奏：クリストフ・フシャルル、原⽥和男
（平成3年度） フランス⽂化談話会 講師：⽊下誠

「アルチュール・ランボーの世界」
3⽉ 仏⼤阪神⼾総領事・ルネ・ベレ⼥史来訪

1992年度 7⽉ ⾦沢市⺠パリ祭'92 ギター演奏及び解説 演奏：⻄⽥正信
（平成4年度） フランス⽂化談話会

「19世紀末のフランス⼥性と⼥性⽤百科事典」 講師：⼩⼭美紗⼦
2⽉ 新春の集い

1993年度 5⽉ 平成5年度総会：協会設⽴20周年記念式典について
（平成5年度） フランス映画祭 「かくも美しい⼩さな渚」「みみずく党」「ベルサイユ語りなば」

パリ祭とシャンソンの集い 出演：⾦沢シャンソンクラブ
フランス新造形展 製作：パスカル・コンベール⽒
フランス物産展とステージ ⼤和・アトリオ全店：フランスフェアー及びシャンソンステージ

出演シャンソン歌⼿：ピエール・ジル⽒
20周年記念式典 講演：フランソワーズ・モレシャン⽒
(1)⽇仏都市環境フォーラム「パリ・ナンシー・⾦沢、三都物語」 C.GALLIAN,安島博幸、太⽥芳枝、⼭出保、C.GEANBLANC、清⽔忠
(2)全国⽇仏親善・交流コンベンション ⽩井泰次、ＹｅｔD. BONNEVILLE、Mme et M JEANBLANC、全国協会⻑
(3)⽇仏経済技術フォーラム「フランスの何が優秀か」 Agenes ARCIER,J.SILVESTRE,輿寛次郎、⼭⼝健次、⽥辺俊雄、他
⽇仏⽂芸ﾌｫｰﾗﾑ「外部からの視線ー現代⽇本⽂学仏訳者との対話」 内⽥洋、上⽥正⾏、⼩森裕⼆、P.DENIAU、D.CHICHE、E..SUETSUGU
フランス⾳楽の⼣べ 演奏：オーケストラアンサンブル⾦沢による室内楽及び

クリスチャン・ラルデ⽒によるフルート演奏
新春の集い
桑⽥会⻑死去される

1994年度 4⽉ 平成6年度総会 ⽯⽥副会⻑が新会⻑に選出される
（平成6年度） ナンシーバレエ⾦沢公演

パリ祭 ナンシーバレエ団歓迎パーティ合併
ピクニック
全国⽇仏協会京都会議 会⻑出席

2⽉ 新春の集い
3⽉ フランス⽂化談話会
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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：⻑⾕川蜜⽒のギター演奏

駐⽇フランス⼤使館政治部アタッシェ、ヴェビール・オルヴィエ⽒来県
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・マンガー⽒来県
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・フロン⽒ おおび

ナンシー市会議員マリー・ノエル・バジョレ⽒が来⽇参加
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・モリュー⽒来県

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・モンガゾン⽒来県

12⽉ フランス⽂化談話会 講師：オリアン・アバンスール⽒
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・ゲロー⽒

（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・バケール⽒
（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 フランソワ⽒はじめ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 塩⾕敬⽒
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）
フランソワ⽒来⽇歓迎会 （へいろく亭）
ストラスブールよりG.アンセル⽒来⽇ 「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
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） 新会⻑に浅野周⼆⽒、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・グラーブ⽒（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・クサビエ⽒（先端技術⼤学⼤学院）
7⽉ ⾦沢⽇仏パリ祭2002 ゲスト：⼭腰悦⼦⽒（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：⽊村幸⽣⽒（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・ラウアシュラ⽒（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：粕⾕裕⼰⽒（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.ゲル⽒と 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：⼟⽅正⼦⽒（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：梅沢曜⾏⽒（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：⽵村祐樹⽒（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：⼩⽵美⼦⽒（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：中島治⽒（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.ゲル⽒（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」、⽊村⿇梨⾹嬢（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：⼩⽵美⼦⽒（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・クサビエ⽒（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・ローズマリー⽒（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：中島治⽒（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：粕⾕裕⼰⽒（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：園⼭春⼀⽒（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：宮城由利⽒（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 セシル⽒（キディ、⾦沢国際デザイン研修所校⻑）

    ⼩⽵美⼦⽒（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：⻄野真理⽒（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）

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 啓⼦⽒（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・マティアス⽒（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）
三⽊葉⼦⽒（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：⼤⻄早苗⽒（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
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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：内⽥洋⽒（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嬢    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・今井康弘各⽒：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：上⽥智⼦⽒（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）

ナンシー仏⽇協会員、医師会員17名⾦沢訪問
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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 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･ｱﾊﾞﾝｽｰﾙ⼥史（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：粕⾕雄⼀（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 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
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

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

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⽒が来沢

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

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 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：加賀⾕和孝
（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：加賀⾕和孝（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 ⼩間井孝吉⽒に承認
（平成20年 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：加賀⾕和孝（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 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

34
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-オドノ⽒他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 （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・ギデ⽒
（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 （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 ⽒（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 ⽒（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）

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）
（平成24年 （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）

(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〜
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）（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）

3⽉ 中島治⽒（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」

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

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

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

38

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 （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 紀男⽒（副会⻑・医師）
サベラージュ  ⽊村功⼀⽒（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）

8⽉
〜

10⽉
⾦沢⽇仏協会創⽴40周年記念事業

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･マルケ⽒」
               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「⾼橋明彦⽒」
               講演テーマ：「楳図かずおの魅⼒」
       ・フォーラム１：「地⽅からの漫画⽂化の発信“花咲くいろはから”」
        ＊パネラー：⾦沢・福井・⾜利・⾼知・⿃取・富⼭⽇仏協会
      ・フォーラム２：「⽇仏のマンガから学ぶもの」
              ＊パネラー：イナルコ学⽣                        4名
               ⾦沢美⼤・⾦沢学院⼤・⾦城⼤学の学⽣  4名
    ＊コメンテーター：⾺場先恵⼦（⾦沢学院⼤学教授）、神⾕ 佳男（⾦沢美術⼯芸⼤学教授）、

                       新井  浩（⾦城⼤学短期⼤学部准教授）
         ・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」
「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）（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）
2014年度 講師 ：岩津 航 ⽒(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 （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 ⽒
           「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 粕⾕祐⺒教授
          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 ⽒（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 和孝
・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）
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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

10⽉ 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

1⽉ 新春の集い

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



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

2015年度 講師 ： 保井亜⼸⽒ ⽒ 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 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 ⽒（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 粕⾕祐⺒教授
        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 ⽒（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 ⽒（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）

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 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 ： 岩城紀男⽒ ⽒ 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
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 ⽒（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 粕⾕祐⺒教授
  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

4⽉ 平成28年度総会

4⽉ ナンシー・ロレーヌ仏⽇協会受け⼊れ事業
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4⽉ 平成27年度総会

7⽉ 2015年⾦澤巴⾥祭

10⽉ サロン・フランセⅠ

11⽉ サロン・フランセⅡ（ボジョレーヌーボで乾杯）

1⽉ 新春の集い

5⽉ アペリティフの⼣べ(サロンフランセ・シュペリオール)

42
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

7⽉ 2016年⾦澤巴⾥祭

5⽉ 2016アペリティフの⼣べ



講師 ：澤⽥ 謙⼆ ⽒（《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

10⽉ 新任ナンシー市⻑ ロラン･エナール⽒ 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 ⽒（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 ⽒ （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）

2017年度 講師 ： 星野 太 ⽒ 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 （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
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4⽉ 平成29年度総会

6⽉ サロン・フランセⅠ「アペリティフの⼣べ」

7⽉ 2017年⾦澤巴⾥祭

9⽉ サロン・フランセⅠ

11⽉ サロン・フランセⅡ（ボジョレーヌーボを楽しむ会）

2⽉ 新春の集い



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 ⽒「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）

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 （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)）

9⽉ サロン・フランセⅡ

11⽉ ボジョレーヌーボを楽しむ会（サロン・フランセⅢ）

1⽉ 新春の集い

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）
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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）



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）

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 （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･シルヴァン⽒ 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）

45

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

1⽉ 新春の集い（サロン・フランセⅤ）


