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Téléréunion du CFK

en juillet 2020

Numéro spécial

Nous avons le plaisir de vous inviter au numéro spécial de la téléréunion du CFK en juillet et
vous y trouverez les télé-discours ci-joints,
Nous remercions vivement les membres qui nous ont apporté leur très aimable contribution en
nous faisant parvenir leur texte.
Aujourd'hui, c'est le jour du 14 juillet, on va fêter ensemble malgré la distance！ On est bien
conscient que cette année est très particulière : il faut repenser aux vacances et à nos habitudes
de voyage. Au CFK, nous avons décidé de vous faire voyager à travers vos beaux souvenirs！
Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette téléréunion！
Nous remercions vivement les membres qui nous ont apporté leur très aimable contribution en
nous faisant parvenir leur texte
‐ ‐ ‐ － － －
Comme annoncé pécédemment, nous aurons une rencontre informelle ：
Venez liblement passer un bon moment autour d’un verre.
le samedi 18 juillet à partir de 13h30 ～
Café « Le Bac à sable » https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26024730/
Pas d’inscription
Frais ：à régler sur place sur consomation de chacun(e)

Le Bureau du CFK ( 関西フランス会 ) 事務局
E-MAIL :5etoiles.plus@gmail.com TEL : 090-6969-1772

CFK ７月度テレ例会のお知らせ
特別企画

CFK ７月度 テレ例会 特別企画をご案内申し上げます。
別紙、テレ卓話集をお楽しみ下さい。
今回の企画に応じてご寄稿頂いた会員の皆様方にこころより御礼申し上げます。
さて、今日は Le 14 juillet です。離れてはいますが皆さんとこの祭日をお祝いしたい
と思います。
本当に今年は特別です。ヴァカンスやいつもの旅行を見直さねばならないですね。
CFK では特別企画として皆さんの良き思い出を通して旅へお誘い申し上げます。
ご参加ありがとうございます。
‐ ‐ ‐ － － －
尚、すでにお知らせさせていただきましたように、今週土曜日 18 日に気軽な集いを
以下のカフェにて開きますのでご案内申し上げます。
日 時 ： 7 月 18 日㈯ 13 時半から 随時自由参加。
場 所 ： ル・バカサ－ブル https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26024730/

京都市東山区西海子町 51 メゾンドアリス 1F TEL075-746-3080
地下鉄東西線東山駅２番出口より徒歩約１分
or 京阪 3 条駅から東山に向かって徒歩数分。東山三条交差点東西角直ぐ。
お申込み及び会費 ： お申込みは要りません。各自会場にてお支払い下さい。

Le Bureau du CFK ( 関西フランス会 ) 事務局
E-MAIL :5etoiles.plus@gmail.com TEL : 090-6969-1772
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Souvenir du 14 juillet
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Souvenir de vacances en France
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【1】
懐かしのパリ旅行とこれからの観光産業
CFK 名誉会員 青木幹生 Mikio AOKI
2017 年に病魔に襲われ入院 9 か月間入院、無事退院してからは 2 年間定期的に病院で検査を受
け、今は元気に暮らしているが、コロナのせいで海外旅行はおろか、国内旅行すらままならな
い時代に入った。そこで今日は過去の海外旅行を思い出し、ポストコロナまたは With コロナ
のバカンスについて考えてみた。
一番最近と言ってもフランス旅行は 2010 年 10 月になる。妻と二人で久しぶりにパリに AF で
パリへ。パリのホテルはルーヴル博物館隣、リヴオリ通りのホテル・レジーナに宿泊。久しぶ
りなのでまずは私たちの住んでいた時代にはまだなかったオープントップバスに乗り、パリの
主要な観光名所を一巡したり、バト―ムッシュでセーヌ遊覧を楽しんだが、やはり永遠の都市
は昔の姿なので安心した。もちろん街ゆく車は昔より新しい車に変わったり、レンタル自転車
Velib ができたり、いろいろ変化はしているがパリが変わったというほどのことはない。
1984 年から 6 年住んだパリはやはり懐かしい。何をみても昔のことが思い出される。今回のパ
リ旅行はセンチメンタルジャーニーであるが、著書出版のための調査・取材という目的もあっ
た。昔の職場を訪問、懐かしい仲間にも再会でき夢のような楽しいひと時を過ごしたた。大学
の教え子のお宅にも訪問、サンミッシェルの Gibert Jeune（ジベール・ジュンヌ）にて必要な
専門書を探し 10 冊ほど買うことができた。それから Porte de Versailles で開催中のフランス旅
行博で最新資料収集、Atout France(フランス観光開発機構)、JNTO パリ事務所、など、精力的
に訪問して初期の目標は達成したが、住んでいた 16 区のアパルトマンに行く時間がなくなりあ
きらめたのが唯一の心残り。さて、パンデミックのコロナで世界は全てが激変、地球の温暖化
で世界の環境が危機にさらされ、観光産業、団体旅行もこれからどうなるか。世界的な観光公
害、急増のインバウンドがもたらした Overtourism。環境問題同様、東海道中膝栗毛の時代を
思い浮かべ、少しはペースダウンするべきではなかろうか。もう一度昔に少し戻して持続可能
な社会を考え直すための試練と考えたい。
非効率で働きすぎ日本はこの機会に仕事を抜本的に見直し、テレワーク（テレトラヴァイユ）
が当たり前の時代になり、休暇も増え、休暇の時期ももっと柔軟になり、旅行の仕方も変わる
ことになるであろう。
もっと家族、友人との絆、日常の結びつきを改めて見直し、家族や少人数の旅行、ゴールデン
ウイークなどこれまでのような人が密集する時期、場所を避け、旅の目的も物見遊山だけでな
く、人との交流、新しい自己発見の旅、日常から離れ自分、家族、友人を見直す休養の旅に代
わっていくだろう。
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【3】
Mes beaux souvenirs d'enfance
CFK 会員 et 事務局員

（会員にのみ配信）

加藤麻衣子 Maïko KATO
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【4】
Paris, la marche, le Français...
学生にとってバカンスと言えば、夏とともに日本では学年替わりの春。特に就職や進学前の最後の春休みは
文字通り「空白」期間で、卒業旅行と称して海外に飛び出すトレンドが一般化したのが、僕らの少し前くら
いからでしょうか。
大学院に入る前、初めての海外旅行先に選んだのが「パリ滞在＋スペイン縦断」の旅でした。シャルルド
ゴール空港からアクセス鉄道で中心部へ、そして駅から地上に出ていきなり眼に飛び込んで来たパリの街並
み、その衝撃は今でも忘れることができません。文章や写真を通じて頭で知っていたヨーロッパ文明に初め
て肌身で接した瞬間でした。
初の海外旅行にしていきなりロストバゲッジの洗礼を直前に浴びたショックは、一瞬にして雲散霧消してし
まいました。その後荷物が地球を１周して?戻って来るまで、結局旅程の半分近くをパリで過ごすはめにな
りましたが、このアクシデントが結果的には最高の旅をプレゼントしてくれるとは、後から思えば運命の女
神の粋な計らいとしか言いようがありません。
無論メトロも縦横無尽に駆使しましたが、地上の Boulevards、Avenues、Rues をめくらめっぽう歩き回りま
した。ノートルダム大聖堂から凱旋門まで 5.1km、サクレクール寺院からリュクサンブール公園まで
4.6km。片や JR 大阪駅から南海難波駅まで 4.8km、大阪城から天満宮を経て中之島公園の中央公会堂まで
4.0km。パリは歩く街としてのスケール感がぴったり大阪と重なるのです。「未知の町を知るには歩いてな
んぼ」が以後旅のモットーとなりました。
もうひとつ印象深かった点を挙げるとすれば、とても学生に優しい町だったことでしょうか。クラシック音
楽好きの僕にとって、パリは文字通り楽園でした。Pariscope 片手に、世界的に有名な音楽家たちの正に垂
涎のコンサートに押しかけ、《Étudiant!》のひと言(人ごみをかいくぐる時に発する《Pardon!》とが当時の
全語彙でした)と学生証を示すだけで、信じられない低料金で入場することができたのです。
大学の第二外国語がドイツ語だったので、当時全くフランス語がわからず苦労の連続でしたが、駅や街路で
何気なく聞こえてきたあの鼻にかかったような/ã/や/õ/の音韻がいつまでも耳に残り、その後フランス語の
勉強を始めるきっかけとなりました。このインパクトは 30 年以上経った今も消え去ることがありません。
Vive le Français!
─ Koji Nishino

西野 孝二

Numéro spécial en juillet 2020

【5】
＜

Mes souvenirs de Paris en été

＞

J’aime bien Paris en été car la ville devient bien calme sans les bruits de la vie quotidienne.
Beaucoup de petits commerçants comme les boulangeries, pâtisseries, blanchisseries, pharmacies ;
cafés, restaurants etc sont fermés en affichant “Fermeture annuelle” sur les portes ou vitrines.
Moins de circulation permet d’aller au bureau en voiture et de se garer plus facilement sans que l’on
prenne la peine de chercher une place disponible de parking dans les rues. Plus de contraventions sur
le pare-brise ! Comme les « aubergines »( jadis les contrôleuses étaient appelées ainsi d’après la
couleur de leur costume) sont aussi en vacances.
C’est un privilège temporaire de défoulement pour ceux qui restent à Paris sans pouvoir partir en
vacances.
夏のパリが好きです。日頃の喧騒が収まり、ドアやウインドーに“Fermeture annuelle 年次
休暇”と張り紙をして、パン屋さん、ケーキ屋さん、洗濯屋さん、薬局、カフェ、レストラ
ン等々多くの小さなお店が閉まってしまい、⾧閑な街と化します。
交通量が少ないお蔭で車でオフィスに行くことができ、いつも空きスペース探しで苦労す
る路上駐車もどこにでも楽に停められるようになります。フロントガラスに交通違反切符
もなし！取り締まりのおばちゃん達（その制服からナスビと呼ばれていました）も夏休み
ですから。バカンスに行けないでパリに留まる者の憂さを晴らすつかの間の特権です。
Dans le quartier des affaires comme le 8e arrondissement par exemple, nous, travailleurs étrangers,
nous avions beaucoup de peine à trouver des restaurants ouverts pour déjeuner.
Un jour, la dame du restaurant de la rue de Rome, à côté de la Gare St.Lazare, où nous déjeunions
souvent, nous a appelés en passant sa main entre les portes qui étaient bien sûr fermées.En mettant
son doigt sur sa bouche, elle nous a fait tranquillement entrer dans son restaurant. Elle a tiré les
rideaux de fenêtres et nous avons eu la chance de jouir d‘une bonne table à la française grâce à sa
« violation des règles » !
例えば、8 区のようなオフィス街では我々駐在員は昼食をとるのに開いているレストラン
を探すのは一苦労でした。
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ある日、サンラザール駅近くのローマ通りにある日頃よく通っているレストラン、例に漏
れず閉まっていたのですが、我々駐在員仲間がその前を通ろうとすると、ドアが小さく開
けられ、マダムが手招きして、“シーと、”口に指をあてて、我々を中に入れて、カーテン
をしっかり閉めて、食事を供してくれました。彼女の＜掟破り＞のお蔭でちゃんとしたフ
ランス料理にありつけました。
La pharmacie qui était fermée portait une affiche d’information < La plus proche pharmacie dans ce
quartier se trouve ……> . C’est la preuve que le système social
des vacances fonctionne bien en France.
Quelle que soit la hiérarchie sociale, les Français profitent de leur droit et passent leurs vacances
sans scrupules. Quelle différence avec le Japon !
閉まっている薬局には＜この近くで一番近い薬局店は．．．にあります＞と張り紙されて
います。これはヴァカンスの社会制度がフランスではきちんと運用されている証でしょう。
社会の階層に関係なく、権利を享受して気兼ねもなく休暇をきちんととるフランス人
日本と大違い！
Le 14 Juillet

à Paris, le grand jour de Fête

nationale, voit se dérouler le défilé militaire sur
les Champs Elysées de l’Arc de Triomphe
jusqu’à la place de la Concorde. Le spectacle
magnifique est sur la terre comme dans le ciel.
Franchement parlant, la première fois, j’ai été
choqué de voir les chars d’assaut, les missiles
dans la capitale en contradiction avec l’image
culturelle.
Cela m’a rappelé que le 14 juillet était le jour
mémorial de la Révolution et m’a fait
respecter ce pays pour le fait qu’avec tant de
sacrifices, cette force a porté la liberté dans le
présent et dans le futur .:
Vive la France !

http://jams-parisfrance.com/info/paris_14juillet/
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7 月 14 日、この大切な国民の祝日、パリでは凱旋門からコンコルド広場にかけて
シャンゼリゼ通りでは陸空で素晴らしい軍事パレードが繰り広げられます。
フランスの首都で、その文化イメージと違う戦闘機やミサイルを見た時は正直、驚きまし
た。 あらためて“Le 14 juillet”が革命記念日なんだと再認識した次第です。
過去、多大な犠牲を払い、今、我々が享受する自由と平和を勝ち取り、それを将来に
わたって守ろうとしているこの国へ敬意を抱きました。フランス万歳！

C’est aussi un grand événement diplomatique très impressionnant pour présenter la puissance
actuelle de la France au monde.
Comme le dit la chanson, il y a tout ce que la France veut montrer aux Champs-Elysées !
これはフランスの現在の力を世界に示す外交的にもとても重要な行事です。
シャンソンじゃないけれど“フランスが見せたい全てがシャンゼリゼ通りにはあるよ” ！

Quant au Japon localisé tout à fait de l’autre côté de la planète,
comment pourrait-il apporter sa contribution au monde ?
Certes, nous n’avons pas de forces militaires mais nous avons « la Soft Power » comme le dit le
Professeur Joseph Nye : .
Comme le gouvernement français invite les représentants des pays étrangers à la cérémonie des
Champs-Elysées, je voudrais proposer avec modestie que le gouvernement japonais invite tous les
ambassadeurs étrangers en poste à Tokyo à la fête Gion Matsuri de Kyoto.
じゃ、地球の全く反対側に位置する日本はどうなんだ？世界のために何ができるのか？
確かに我々には軍事力はありません、が、ジョセフ・ナイ教授が言う“ソフトパワー”があ
ります。
フランス政府がシャンゼリゼ通りの祝典に各国の代表を招くように、日本政府は東京に
駐在するすべての国の大使を京都の祇園祭りに招待してはどうかと思います。
A la place des Champs-Elysee, nous avons Oikedoori :
Au lieu des chars d’assaut en fer et à moteur, nous avons les chars Hoko, artisanaux en bois décorés
de perles historiques de cultures variées provenant de différents pays occidentaux et orientaux. Ces
chars avancent à la force des bras d’hommes !
A la place du Musée du Louvre, il y a le Musée du Manga !

Numéro spécial en juillet 2020

シャンゼリゼ通りの代わりに御池通があります。鋼鉄でできた戦闘機の代わりに木ででき
た手作りの鉾があります。これらの鉾は東西いろいろな異国文化の結晶で飾られています 。
鉾はモーターでなく人力で巡業します。
ルーブル美術館の代わりにマンガ博物館もあります ❕
Les invités seront bien accueillis par l’hospitalité traditionnelle et, bien sûr, avec de bons plats
( C’est le plus important !) élaborés selon les règles de l’art culinaire authentique japonais.
各国の代表者は伝統的なおもてなしの心で歓迎され、勿論,（最も大切なことですが）
本物の日本料理でもてなされることです。
Jusqu’à aujourd’hui, nous avons lutté les uns contre les autres.
Mais, désormais, nous devrions nous unir contre les ennemis de l’humanité en commun, comme la
Covid 19, et surtout pour la protection environnementale de notre planète.
今日まで我々は人間同士で争ってきました。でもこれからはコロナビールスのような
人類共通の敵、とりわけ地球環境を守る為に力を合わせて闘っていかねばなりません。
Yoshihiro SHINAGAWA

品川 芳洋
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【6】
Le 14 juillet et Paul Bocuse
キャトーズ・ジュイエとボキューズさん
来年は日常が戻って皆さんといつものようにパリ祭も祝えることを祈ります。今年は
特別ですが、杯を交わす代わりにキャトーズ・ジュイエの思い出を交わして祝う CFK
の特別な企画に参加します。
J espère que nous retrouverons le quotidien l année prochaine et un 14 juillet comme
d habitude. Cette année nous nous contenterons d échanger nos souvenir au lieu de
lever les verres. Bonne Fête quand même.

キャトーズ・ジュイエと言えばどうしてもシャンゼリゼでの軍事パレード、街の消防
署が開放される夜のダンスパーティ、そして打ち上げ花火を思い出します。でもこの
日は社会に貢献した人々の功績を顕彰する機会でもあります。ことしは COVID19 に
果敢に戦った医療従事者をはじめとする人々を讃える日になると聞いています。
Mes souvenirs de 14 juillet sont : les déﬁlés sur les Champs Elysées, les bals dans les
casernes de pompiers et les feux d artiﬁce, comme pour beaucoup d entre vous. Mais le
14 juillet, c est aussi le jour de reconnaissance des mérites de tous ceux qui ont rendu
service pour améliorer nos vies. Cette année nos hommages vont plus particulièrement
aux personnels médicaux et soignants dans le monde entier.

そんな流れの中でポール・ボキューズさんの思い出をご紹介したいと思います。2016
年のお正月、私は日本政府がまだボキューズさんの功績を讃えていないことに気が付
きました。何ということか！日本料理を世界に紹介し、今日の日仏の料理の交流の礎
を築いた彼の叙勲を誰も推薦していなかったのです。この叙勲を実現しなければ私は
己の義務を果たさなかったことになると思い、何としてもその年の 7 月までに実現し
たいと思いました。でも彼ほどの業績があった巨人でもお役所仕事というのは面倒な
のです。書類を山と出さなければならないし、お願いしても特別扱いはできないと言
われます。でも珍しく早く動いてくれて実現しました。
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Début 2016, je me suis aperçu que le gouvernement du Japon n avait pas encore
reconnu les services rendu par Monsieur Bocuse a la cuisine japonaise et à la promotion
des échanges culinaires entre nos pays. Je me suis dit que je manquerais à mes devoirs si
mon gouvernement ne reconnaissait pas ses mérites avant mon retour au Japon, et je
voudrais le faire avant le 14 juillet. La paperasserie japonaise est lourde et lente même
pour reconnaitre les mérites d un géant comme Monsieur Bocuse et je n étais pas sûr si
je pouvais obtenir sa promotion à l ordre du soleil levant en six mois. Heureusement le
gouvernement japonais, pour une fois, a réagis rapidement.

私は良い季節なのでパリのフォーブール・サントノーレの大使公邸の庭で叙勲の式典
を出来たらなと思いましたが、お体の事もうっすら聞いていたのでボキューズさんの
ご希望を伺いました。ご返事は、恐縮ですが勲章を持ってどうぞ私のところへお越し
くださいというものでした。リヨンの郊外のソーヌ川沿いの小さなコロンジュ・
オー・モンドール村へ参りました。そこで簡素ですが大変心温まる叙勲式が出来たと
思います。出席者はご本人の他に奥様、若い日本人の弟子を含めた彼のスタッフ、地
元新聞の女性記者、私と同僚。彼の心にどのような思いが去来したかは、彼の言葉少
ない発言からは想像するしかありませんでしたが、その表情から喜んで頂けたのでは
ないかと思いました。
J ai pensé à organiser une grande réception à la résidence de l Ambassadeur du Japon à
Paris, rue du Faubourg St Honore, a deux pas du Palais de l Elysées. Mais sa sante était
fragile, et il a préféré que je viens chez lui à Collonges au Mont d Or. Et donc je m y suis
rendu avec mes collaborateurs. Madame Bocuse, ses proches et les personnels de son
établissement y compris un jeune japonais qui travaillait dans sa cuisine et une
journaliste de la presse locale furent présents. La cérémonie fut très simple mais très
chaleureuse. Monsieur Bocuse avait l air très heureux comme vous pouvais constater
dans la photo.

式典の後、ボキューズさんはパリにお帰りになる前に料理を用意しましたので食べて
行って下さいとおっしゃいました。彼が選んでくれたのは：黒トリフのスープ VGE、
ジャガイモの鱗で包んだヒメジ、ブレスの鶏の牛の膀胱包み.。定番中の定番でした。
黒トリフのスープは 1975 年に彼にレジオン・ドヌール勲章を授けたヴァレリ・ジス
カール＝デスタン大統領の為に考案した料理としてあまりにも有名です。
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Après la cérémonie, Monsieur Bocuse m a demandé de rester avant de regagner Paris,
et de gouter les trois plats qu il avait choisi : La soupe aux truﬀes noires VGE, le rouget
barbet en écailles de pommes de terre et la volaille de Bresse en vessie « Mère Fillioux ».
Concernant le premier plat, le Président Valérie Giscard d Estaing qui a promu
Monsieur Bocuse Chevalier de la Légion d Honneur quand il a été créé en 1975.

今年ボキューズさんのレストランはミシュランの三ツ星を失いました。彼がなくなっ
て 2 年。50 年以上に亘り守ってきた三ツ星です。三ツ星を維持するのは大変です。常
に創造性と独創性を発揮し続けることを求められます。今日世界には、そして日本に
もたくさん三ツ星レストランがあります。珍しくなくなっています。でも何人の三ツ
星シェフが、私が頂いた三つの皿のように他に人が真似て再現しようと思う、そして
ご本人がこの世から去った後も忘れ去られることなく⾧く古典として人類の食生活を
豊かにしてくれる料理を作れるかと思うとき彼の偉大さが感じられます。
Cette année le restaurant Paul Bocuse a perdu ses trois étoiles de Guide Michelin après
le décès de Monsieur Bocuse il y a deux ans. Les trois étoiles qu ils ont gardées pendant
plus de 50 ans. C est vrai. Il faut toujours être innovant et créatif pour garder les trois
étoiles. C est vrai qu aujourd hui, il y a plein de restaurants trois étoiles dans le monde
et au Japon. Mais combien de chefs ont créé des plats qui sont devenue des vrais
classiques et qui survivraient leurs créateurs, deviennent immortels, copiés, reproduits
par les milliers de chefs. Comme les plates signatures que Monsieur Bocuse m a fait
gouter ce jour-là.

日仏の交流により世の中がさらに潤いのあるものになることを願います。新型コロナ
ウィルスを人類が克服することに日仏の研究者が協働してくれることも願います。
ヴィヴ・ラ・フランス。
Vive les amitiés nippo françaises. Que les chercheurs de nos deux pays collaborent pour
convaincre le COVID 19. Vive la France.
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Yoichi SUZUKI

鈴木 庸一
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CFK vous souhaite de bonnes vacances avec cette téléréunion！

