Cercle France Kansai

Téléréunion du CFK en septembre 2020

Chers amis du CFK 会員各位
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à notre téléréunion de septembre
qui est composée par 9 auteurs. Nous avons l’honeur d’avoir aussi la contribution
de M.Jules Irrmann,Consul Général de France.
Nous espérons que vous ferez de nouvelles découvertes grâce à ces lectures.
Nous remercions vivement les membres qui nous ont apporté leur très aimable contribution en
nous faisant parvenir leur texte.
On va s'amuser ensemble dans la ≪ Téléréunion du CFK ≫.
9 月度のテレ例会をご案内申し上げます。今回は 9 名の方からの寄稿文で成っています。光
栄なことに、ジュール・イルマン仏総領事様からも頂いております。
これらの作品を通して新たな発見があることを願っています。
御寄稿頂いた方々に厚く御礼申し上げます。
皆様とご一緒に CFK のテレ例会を楽しみましょう。
A bientôt
Le Bureau du CFK 事務局

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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La source et la vie 泉と命
Chemins de montagnes et courses vagabondes
Par des sentiers perdus, vous m’avez emmené
Vers des monts reculés dans des lieux détournés
Cherchant toujours plus loin en ce si vaste monde
漫（そぞ）ろ歩く山の道
人知れず続く小道を通って
私は深山（みやま）へと誘（いざ）なわれた
斯（か）くも広い世界で歩むべき道を追い求めて

Mais qu’est-ce que je cherche chez toi vallée profonde
Serait-ce de la vie les germes amenés
Par le ruisseau naissant au bout de la journée ?
Il faut se dépêcher car déj́ à le soir tombe
私はこの幽谷（ゆうこく）で何を追い求めているのか
夜の帳（とばり）が下りて流れ出た潺（せせらぎ）に
運ばれた萌芽に育（はぐ）まれた命なのか？
急がねば、もう日も暮れたのだから
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Quand dans ce chemin creux caché sous la ramure
Soudain, j’entends tout près comme un léger murmure
Sur le roc animé d’un frêle gazouillis
鬱蒼（うっそう）と草木が生い茂る山道
樹冠を潜（くぐ）り彷徨（さまよ）えば
突如、近くに聞こえる微（かす）かな囁（ささや）き
岩から聞こえる優しい（さえず）り

Longtemps sous la roche l’onde s’était complu
Et puis de la pierre une source a jailli
Mais la terre l’a bue et déjà l’eau n’est plus…
累年、巌（いわお）に身を潜め
泉となって湧き出した水
でも、すぐに大地に浸（し）み入り、見えなくなった

Alain Bernard le 25 août 2020
訳 西口 信吾

甲山にて
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Entre mer et montagnes, connaissez vous les Pyrénées Orientales?
Lorsque je suis en France, j’habite Paris avec ma famille puisque je travaille au ministère des
Affaires étrangères, situé Quai d’Orsay.
Pour les vacances, en particulier à Noël et en été, nous descendons dans le sud voir mes parents.
Ils résident dans une ancienne ferme, un « mas » dans le village où j’ai grandi, près de Céret, dans
le département des Pyrénées orientales, là où la chaîne des Pyrénées se jette dans la mer
Méditerranée.
Près de la mer, j’apprécie particulièrement le village de Collioure (en Catalan, « Côte libre ») , un
village fortifié en bordmer, aujourd’hui station balnéaire réputée où pullulent les cavistes (le vin de
Collioure est très réputé) et les galeries d’art.
La région est en effet très fréquente des artistes en raison de la lumière éclatante qui la caractérise.
Si Céret, où à séjourné Pablo Picasso, était « la Mecque du cubisme » - il en reste un très beau
musée qui fait la fierté de tous - Collioure est le berceau du fauvisme. C’est la en effet qu’Henri
Matisse créa ce mouvement, avec André Derrain, au début du 20ème siècle.
Si vous passez en France, venez découvrir cette belle région, encore largement méconnue des
Japonais qui lui préfère la Côte d’Azur!
A très bientôt (il me tarde vraiment de vous retrouver pour de vrai!!!).

- La côte Vermeille est une succession de criques aux places en galets (et pas en sable fin). Moins
confortable, mais beaucoup plus hygiénique!! Et puis on peut faire des constructions!
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- le clocher de Collioure au soleil couchant. Une photo prise à Noël 2018!

- les vignes de Collioure, organisées en terrasses jusqu'à la mer
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- une autre spécialité de Collioure : l'anchois, produit ici depuis le Moyen-Age! Ici une entrée
catalane typique, le Pa amb toumaquet : du pain grillé, frotté à l'ail, sur lequel on écrase une tomate.
Ajoutez-y un filet d'huile d'olive et un anchois : c'est un délice idéal pour les soirées d'été!

- Céret : les boulevard à l'ombre des platanes et le musée d'art moderne. Une ambiance qui a marqué
mon enfance et mon adolescence!

Jules.

Ma vie scolaire comme un café amer et doux en même temps
J'ai passé ma petite enfance en France avec ma
famille (de mon 1 an à mes 6 ans), la vie en
France a été pour moi pas si dur, j’ai beaucoup
aimé cette période. J'étais une enfant qui
dormais souvent à la cantine en prenant le
déjeuner et ma maîtresse me portait gentiment
au lit, je m’en souviens bien. J’ai été scolarisée
dans la même école maternelle qu’un des
enfants de Jacky, l’un des animateurs du Club
Dorothée ！ J'ai beaucoup de beaux souvenirs
de cette période.
Mais après j’ai dû partir au Japon, cela a été très dur de passer ma vie scolaire là-bas car je ne comprenais
pas bien le japonais que mes camarades parlaient.
Ils étaient sévères avec les gens qui ne sont pas comme eux, j'ai appris qu'au Japon il est important de ne
pas être trop différent des autres.

Après bien des années, nous sommes repartis en France, à ce moment là j'étais lycéenne.
Au début, j'étais très heureuse car j’ai pu rentrer dans le pays de mon cœur.
Cependant j'avais complètement oublié le français et j’ai donc dû réapprendre en commençant au niveau
débutant. C'était des jours très durs pour moi jusqu'à ce que j’ai commencé à comprendre la langue
française.
Je n'arrivais pas à prendre le déjeuner pendant une semaine, parceque je ne comprenais rien du tout au
système de la cantine et à la langue française..en plus, j'étais trop timide pour demander à quelqu'un.
Tous les jours, après les cours du lycée, j'avais tant de devoirs à faire！Mon père m'aidait beaucoup jusqu'à
3 ou 4h du matin tous les soirs après son travail... Je n'arrive pas à trouver les mots pour le remercier et j'ai
choisi la date de mon mariage à son anniversaire pour lui dire un grand merci !

Quand j’ai dû choisir ma classe de première, je pensais que c’était plus simple pour moi la classe
technologique car on m’avait dit que le niveau de français nécessaire été moins haut. Lors de mon entretien
d’orientation ma professeur m’a dit :
Pourquoi vous choisissez cette classe, ce n'est pas écrivain votre rêve ?
Vous devriez choisir la classe littéraire！
Avec ses paroles, j’ai été encouragée et j'ai donc décidé d'aller en classe littéraire.
Grâce aux aides de mon père, mon enseignante stricte et une cassette audio du Petit Prince que j'écoutais

tous les soirs avant m'endormir, j’ai pu progresser et obtenir autant de points que mes camarades français
lors des examens de première L.
À cette époque là, mes amis japonais m'appelaient Dictionnaire français qui marche！Mais maintenant j'ai
oublié trop de mots...hélas, je ne suis plus madame Dictionnaire.
Voilà ma vie scolaire, cela a été très dur. Mais je pense aussi que j'ai eu la chance car de cette façon j’ai pu
avoir une double expérience de la scolarité à la fois en France et au Japon.
Grâce à cela, je peux aujourd’hui partager mes souvenirs avec vous, les membres du CFK！
Écrivain / Secrétariat du CFK Maiko FUKUMOTO

フランスと日本での私の学生生活は苦めのカフェのよう

私は子供時代と高校生のときをフランスで過ごしました。
1 歳からパリにいたので現地の幼稚園では問題なくフランス人の友人たちに混じって会話もできていたそうです。
父の話すフランス語を「 N'importe quoi！」と生意気に指摘していたぐらいでした。
もちろん意地悪な子やスカートめくりに勤しむ男子などもいましたがあの頃は楽しい思い出の方が多かった気がし
ます。私は学校の食堂でランチを食べているときによく寝てしまうような子で、何回も先生にベッドまで運ばれた記
憶があります。そんな食堂ではみんなが嫌いな物をテーブルの下に捨てるので、終わりがけには丸テーブルの下が
野菜だらけになっていました。その当時大人気だった子供番組 『クラブ・ドロテ』（Club Dorothée）に出ていた
Jacky のお子さんと同じ幼稚園に通っていたのがちょっと自慢です。
その後日本に帰国し、小学校に通い始めましたがこちらでの生活の方が私にとっては何倍も辛いものでした。
顔はどう見ても日本人にも関わらず、みんなの話す日本語がわからない、聞き取れない。フランスでは両親かたま
に交流があった日本人家族の日本語ぐらいしかほぼ聞いたことがなく、母は私に悪い言葉やネガティブな言葉は
教えなかったそうです。例えば「嫌い」という言葉を教わらなかったので、「好きじゃない」とまるでフランス人みたい
な言い回しをしていたようです。ですので関西弁の日本語はあまり聞き取ることができませんでした。
さらに日本人は自分たちと違う人には大変厳しい人たちでした。（顔は日本人なので余計にだったと思いま
す。）フランスに帰ることを夢見ながら運動場の広い空を見上げて、この空はフランスまで繋がっているはずだと想
像し、教科書に載っている凱旋門の写真の中にドラえもんの道具を使ったかのように入ることはできないかと考え
ながら日々過ごしていました。
実は未だに私にとってはフランス語よりも日本語の方が聞き取りにくいことがあります。

そんな風にフランスに想いを馳せながら過ごしていた私の夢がついに叶う日が来ました！
中学 3 年生の最後に再び渡仏することが決まったのです。親友たちと別れる寂しさはありましたが、夢だったフラ
ンスにまた行けるということで嬉しくて嬉しくて仕方なかったのを覚えています。
高校生になって再びフランスの学校に通い始めました。あんなにも夢に見たフランス生活でしたが現実は甘くはあ
りませんでした。私はすっかりフランス語を忘れていて、1 から学びなおさなければなりませんでした。アー、ベー、セー
のところからです。そんな風に全く分からない状態で現地の高校に入ったので、最初の 1 週間ほどは学食のシス
テムも分からず、書いてあることも話していることも分からず、1 人でパン屋にサンドイッチを買いに行くこともできず
に腹ペコで毎日を過ごしました。今となればなぜ積極的にみんなに助けを求めなかったのかと思ったりしますが、私
は大変な引っ込み思案だったのです！それでもフランスが好きだったのでインターナショナルスクールは嫌だと言って
冒険の道を選んだのは自分でした。
フランス語が分かり始めるまでは大変な茨道で、自分は今日も頑張ったと毎日自分で自分を褒めてなんとかくじ
けずにいました。

その頃、毎夜『星の王子さま』の朗読のカセットテープを聞きながら眠りについていました。それが私のフランス語上
達への道を開いてくれたと思います。のちにこの『星の王子さま』が私の作家になりたいという夢を叶えてくれること
になりました！が、その話はまた別の機会があればということで話を戻しますと、高校の授業が終わると日本人の
厳しい先生（こんなにも厳しいと思ったのは後にも先にもこの人だけ！今は感謝しています）がいるフランス語の
クラスに行き、その後フランスの景色を見る余裕もなく、メトロやバスに揺られて家に帰宅してからは宿題の山とに
らめっこの日々。フランス語のできる父が毎日仕事から帰ってきてから夜中 3 時や 4 時くらいまで勉強を手伝って
くれました。（子供のときとはフランス語に関する立場が逆転！）父も久しぶりの海外赴任で大変な中手伝っ
てくれていたと思うので、今思い出しても感謝しきれないほどです。何かお礼ができないだろうかと考えていたので、
私が結婚式を挙げるときに夫と夫の家族に承諾をもらい、父の誕生日を式の日に選ばさせてもらいました。父と
の思い出映像を流して誕生日を盛大にお祝いできたことがとても嬉しかったです。

そんな苦労の日々を過ごしていましたが、ある時から急にフランス語がどんどん脳に吸収されていくようになり、私
の愛用していた白水社の辞書はどのページもマーカーのチェックだらけになり、自分で言うのもなんなのですがその
当時は歩く辞書と他の日本人学生仲間から言われるようにまでなりました。（とはいえ、まだまだ débutant だっ
た仲間から見ての話です。今はまたいろいろと忘れてもうすっかりマダム dictionnaire ではなくなってしまいまし
た。）
2 年生に進級するときに文系か理数系か技術系クラスを選ぶことになりました。本当は文系に行きたかったもの
のやはり私のフランス語はまだまだ大したことがなく、 1 番簡単なクラスは技術系だと聞いていたのでそのクラスを
選ぼうと思っていました。そのことを進路相談のときに学年主任の先生に話すと、「あなたは作家になりたかったん
じゃなかったの？フランス語のことは気にしなくていいから自分の行きたいクラスを選びなさい。」と言ってくれました 。
その言葉に勇気づけられて、L 文系のクラスに進むことにしました。興味があったフランス文学や詩の勉強をしたり
と大変有意義な高校生活を過ごすことができて、今でも宝物のような時間です。あのとき文系クラスを思いきって

選んで、先生から後押ししていただけて、作家になりたいといろいろな人に話していて本当に良かったと思いました。
書ききれないほどの大変なことと体験できて良かったことがあったフランスでの学生生活でした。
今でもあの頃使っていた写真付きの学生定期を大切に保管していて、たまに開くとフランスの思い出がそこから溢
れ出してくる気がします。

あのときの頑張りのおかげで今こうして CFK のみなさまとの出会いがあり、フランスのことを気兼ねなく話すことが
できる場があるので私はとても幸せ者だなと思っています。

CFK 事務局員 / 作家名 福本 舞衣子

『Club Dorothée』の Jacky と同じアパルトマンに住んでいました。
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遥かなり，プルースト ...

ＣＦＫの大先輩坂本成彦様が会長を務めておられた（現在は顧問）奈良日仏協会，その多彩な
activités のひとつとして 現副会長の淺井直子氏が主催されているのがシネクラブです。年に
数回 奈良市や生駒市で催される集いでは，通人好みのフランス映画作品を採り上げて鑑賞後 フ
リーディスカッション，アフターの有志懇親会も恒例となっています。僕も時々顔を出させて
いただき，刺激的で楽しいひと時はかけがいのないものとなっています。直近では，あるヴァ
カンス・シーンの鮮やかなスナップショット エリック・ロメール監督の『海辺のポーリーヌ』
を採り上げ，目眩くフランス語 paroles のシャワーを満喫しました。ＣＦＫの活動は ＣＣＩＦＪ
との連携でどちらかと言えばビジネス寄りだとすれば，奈良日仏は地域カラーとして文化志向
でしょうか。同じく副会長職を務めておられる Jamet 先生のプライベート・レッスンを受けら
れた ＣＦＫ会員もたくさんおられることと思います。

さてここに，その淺井氏の近著『マルセル・プルーストの
植物誌』注）を紹介させていただきます。
言うまでもなく２０世紀最大の文学作品のひとつ『失わ
れた時を求めて』の 舞台のモデルとなったのが，大聖堂
で有名なシャルトル近郊 典型的なフランス農業地帯の
真ん中に位置する小邑イリエ =コンブレー。著者は屢々
この地を訪って，時に地元のプルースト愛好家たちと語
らいながら，作品で描かれた様々な樹木や草花たちを オ
リジナル訳によるテキストの引用と自身で撮影された美
しい写真とで珠玉のエッセイに織り上げられました。

自分自身人生の第四コーナーに差し掛かっているにも拘らず，眼前に聳え立つ大山脈『失われ

Téléréunion du CFK en septembre 2020
た ...』については，取っ付きの秀峰『スワンの家の方へ』の山
頂に佇み 彼方に霞む縦走路を眺めやってはため息をつくばか
り。我が命尽きるまでには何とか全巻制覇をという無謀な壮図
に，是非一度イリエ =コンブレーを訪れてみたいものだという
ささやかな望みがひとつ加わりました。

リアルのＣＦＫ例会が再開された暁には，諸先輩方の思い思い
のプルースト談義を親しく拝聴したいものです。

─ 西 野 孝 二 Koji Nishino

注）書店や通販サイトで入手できない場合にはお申し付けください。

（ 日本最高度［標高］の縦走路が走る南アルプス白峰三山 ）
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私の好きなバラ色の街

「トゥールーズ」

La ville rose que j'aime «Toulouse»
CFK 会 員
Membre du CFK

大城

閑

OHKI Shizuka

トゥールーズの街の歴史は紀元前 7 世紀にケルト民族がガロンヌ川のほとりに定住した頃から
始 ま り ま し た 。 今 の ト ゥ ー ル ー ズ は 2016 日 1 月 1 日 に 消 滅 し た ミ デ ィ ・ ピ レ ネ ー 地 域 の 県 庁 所 在
地であり、フランスで最も人口が多い都市、パリ、マルセイユ、リヨンに次ぐ 4 番目の地方自治体
です。この都市にはエアバス・コマーシャル・エアクラフト社があり、ヨーロッパの航空・宇宙産業
の中心地でもあります。
Ville de Toulouse a l'histoire qui commence au 7 e siècle av. J-C lorsque des Celtes s'installent au bord de
la Garonne. Dans nos jours Toulouse, étant le chef-lieu de l'ancienne région Midi-Pyrénées jusqu'à sa
disparition au 1er janvier 2016, est la quatrième commune la plus peuplée de France après Paris, Marseille et
Lyon. Cette ville est également la capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale avec les sites
d'Airbus Commercial Aircraft.
この地域では大きな建築物を建てるための大きな岩、石灰岩も花崗岩も産出されないので、レ
ンガが王者となっています。ここの土壌には焼成すると赤からオレンジ色になるレンガの基本的
素材となる粘土が豊富に含まれているからです。これが「バラ色の街」と呼称される所以です。
Dans cette région, ce n'était pas possible d'obtenir grande pierre, ni calcaire, ni granite, la brique s'est fait
reine à Toulouse pour construire de grands bâtiments puisque le sol de la région est riche en argile, l'élément
base pour la fabrication des briques cuites en couleur du rouge feu ou de l'orange. Tell est l'origine du surnom
« ville rose ».
私 が 初 め て ト ゥ ー ル ー ズ を 訪 れ た の は 、 パ リ 近 郊 で 2 年 間 を 過 ご し た 後 の 1976 年 6 月 の こ と
でした。到着して先ず印象的だったのはパリとは余りに異なる太陽の光でした。植物生理学の研
究室を訪問しましたが、皆とても優しく接してくれることに気づきました。さらに、南西フランスの
訛りも私にとってとても心地よく聞こえました。
C'était au mois de juin 1976 où j'ai visité Toulouse pour la première fois après 2 ans de séjour en région
parisienne. En arrivant cette ville j'ai été impressionné par la luminosité solaire qui est très différente avec celle
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de Paris. J'ai visité un des laboratoires de physiologie végétale et j'ai trouvé que les gens était tous gentils. De
plus l'accent du sud-ouest m'a semblé très sympathique.
それ以来数度にわたってこの街を訪れまし
た が 、 一 番 最 近 は 昨 年 （ 2019 年 ） の 6 月 で し
た。最初に気づいたのは街の中心部から車が
閉め出されていると言うことです。この写真は
聖 エ テ ィ エ ン ヌ 広 場 の 1976 年 と 2019 年 の 様 子
です。歩行者優先のための工事はまだ続いて
いました。市内の移動のためには公共交通機
関が発達しています。ブラニャック空港から市
内への路面電車は非常に便利です。
Depuis lors j'ai visité cette ville plusieurs fois et
ma visite la plus récente était l'année dernière ( 2019)

1976 年 と 2019 年 の サ ン ・ テ テ ィ エ ン ヌ 広 場
Place Saint-Etienne en 1976 et 2019

au mois de juin. La première chose que j'ai remarquée c'est que les voitures étaient chassées du centre ville.
Voici les images de la place Saint Étienne en 1976 et en 2019. Les travaux pour piétons prioritaires était en
cours. Pour le déplacement urbain, le transport publique est développé. Le tramway de l'Aéroport Blagnac au
centre ville est très pratique.

車を気にせずに散策できるのは楽しいです
Au centre ville, c'est très agréable de se promener sans se soucier de la voiture.
Rue d'Alsace-Lorraine ( gauche ) et rue de la pomme ( droite ) .

聖セルナン教会の八角で５階建ての鐘楼はバラ色～オレンジ色のレン
ガで作られ、白い細い優美な円柱で飾られており、街のどこからでも見え
ま す 。 こ の 教 会 は 1080 年 頃 か ら 建 築 が 始 ま り 、 14 世 紀 の 中 頃 に 完 成 し ま
した。ミディ地方での最も美しく最大のロマネスク様式の教会だとされてい
ます。
Le clocher octogonal de cinq étages en brique rose-orange orné d'élégantes
colonnettes blanches de la Basilique Saint-Sernin peut être vu de n'importe où dans
la ville. Cette église, commencé vers 1080 et achevé au milieu du 14 e siècle, est
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considérée comme la plus belle des grandes églises romanes du Midi.

聖セルナン教会の正面
Le façade et le côté sud de la Basilique Saint-Sernin

Les grandes orgues de la
basilique Saint-Sernin ont été
achevées en 1889 avec 54 jeux
soit exactement 3.458 tuyaux.
1889 年 に 製 作 さ れ た 聖 セ
ルナン教会のオルガン。 3,458

聖セルナン教会の南面
Le côté sud de la Basilique Saint-Sernin

本 のパイプからなる 54 のスト
ップを持っています。

聖 セ ル ナ ン 教 会 。 高 さ が 21m あ る 堂 々 と し た 大 聖 堂 の 内 部 （ 左 ） 。 内 陣 に あ る 18 世 紀 の バ ロ ッ ク 様 式 の
壮麗な天蓋に覆われた聖サチュルナン（聖セルナン）の墓所。
La Basilique Saint-Sernin. Le vaisseau avec ses 21 m de hauteur est magnifique ( gauche ) . Un majestueux baldaquin baroque du
18 e siècle surplombe le tombeau de Saint-Saturnin ( ou St. Sernin ) au chœur (centre ) .

も う 一 つ 、 私 が 好 き な 教 会 は 13 世 紀 か ら 17 世 紀 に か け て 建 設 さ れ た 聖 エ テ ィ エ ン ヌ 大 聖 堂 で
す。正面は非対称の形であるにも関わらず調和が取れており、また北の入り口は壮麗です。
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Une autre église que j'aime est la Cathédral Saint-Étienne construite du 13 e au 17 e siècle. La façade est
harmonieuse malgré que la forme soit asymétrique. Le portail nord est très magnifique.

聖エティエンヌ教会の正面と北の入り口
Le façade et le portail nord de la Cathédral Saint-Étienne

聖エティエンヌ教会の 28m 髙の丸天井と主祭壇。後陣の 5 枚の窓のステンドグラス（右上）は 17 世紀のもの。
La voûte d'une hauteur de 28 m et le maître-autel de la cathédral Saint-Étienne. Les vitraux des cinq grandes fenêtres de
l'abside (droite - haut) datent du 17 e siècle.

ジャコバン修道院は僧帽を思わせる軽いアーチを戴いた８角の塔と、７本の堂々とした柱によ
っ て 支 え ら れ た 28m の 高 さ の 円 天 井 （ 1335 年 ） を 持 つ 教 会 で も 有 名 で す 。 修 道 院 へ は レ ン ガ の
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壁に囲まれた狭い通路を通って行きます。
Le couvent des Jacobins est aussi célèbre par la tour octogonale allégée d'arc en mitre et l'égrise dont la
voûte (1335), d'une hauteur de 28 m, est supportée par sept colonne majestueux. J'ai visité le couvent en
passant un passage étroit entouré de murailles des briques.

ジャコバン教会の中庭
Le croître du couvent des Jacobins

聖 ア ン トナ ン のチャペルに描 か れた 中 世、 オ
クシタンの青みがかった代表的な壁画。
Les peintures à dominante bleu, chef-d'œuvre de l'art
médiéval occitan à la chapelle St-Antonin.

スペインのピレネー山脈マラデッタ山を源にするガロンヌ川は、かつては水上運輸の重要な幹
線でした。聖ピエール広場の近くにミディ運河につながるブリエンヌ運河の入り口があります。運
河 の ほ と り を 散 歩 し た か っ た の で す が 、 37 ℃ と い う 暑 さ だ っ た の で 諦 め ま し た 。
La Garonne, qui court depuis sa source située au pic de la Maladetta des Pyrénées espagnoles, était l'axe
important de navigation et de transport de marchandises autrefois. Près de la place St-Pierre, il y a l'entrée du
canal de la Brienne qui nous emmène vers le canal du Midi. J'ai bien voulu me promener au bord du canal,
mais j'ai abandonné cette idée à cause de la forte chaleur de 37 ˚C.
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ガロンヌ川と聖ピエール橋
La Garonne et le Pont St-Pierre

ブリエンヌ運河の入り口
Entrée du canal de la Brienne

1190 年 以 来 市 政 の 本 拠 地 で あ っ た キ ャ ピ ト ル は ト ゥ ー ル ー ズ の 中 心 地 で す 。 右 側 の 翼 に は 1737
年 に 作 ら れ た キ ャ ピト ル 劇 場 が あ り ま す 。 ここ で 私 は ジ ュ ー ル ・ マ ス ネ の オ ペ ラ 、 「 ウェ ル テ ル 」 を観 まし
たが、その演奏と演出を堪能
することができました。ヨーロッ
パ有数のオーケストラである
国立キャピトル交響楽団のマ
スネの美しい旋律を際立たせ
た音楽の組み立ては素晴らし
かったです。も ちろ ん ホ ー ル
の音響は最高でした。
Le Capitole est le cœur de Toulouse qui est le siège du pouvoir municipal depuis 1190. Dans l'aile droite se
trouve le théâtres du Capitole, inauguré en 1737. J'ai vu « Werther »,
l'opéra lyrique de Jules MASSENET. J'ai été très satisfait de l'interprétation
et la mise en scène. L'Orchestre national du Capitole, un des meilleurs
orchestres en Europe, a construit la musique de Massenet si mélodieuse par
excellence. Bien sûr la sonorité de la salle a été superbe.

キャピトル劇場のロビーとステージ。公演終了後のカーテンコール。
Le hall et le plateau du théâtre du Capitole. Le rappel à la fin de la représentation.

Téléréunion du CFK en septembre 2020
私は旅行をするとその土地の市場を見に行くことにしています。その地方の台所事情を垣間
見ることができるからです。トゥールーズで最も有名な屋内の市場はヴィクトル・ユーゴ広場にあ
ります。そこでは南西フランスの全ての食材を見ることができます。
Lorsque je fais le voyage, j'aime beaucoup d'aller au marché afin de savoir la vie culinaire dans cette région.
C'est le marché couvert de la Place Victor-Hugo qui est le plus réputé de Toulouse. On y peut trouver tous les
produit du Sud-Ouest.

この地方の料理で忘れてはならないのは「カスレ」
です。私はこの料理をトゥールーズのアマチュア無
線の友人、ルイの家で初めてごちそうになりました。
この料理は最もおいしいフランス料理の一つだと思
っています。コロナウイルス蔓延のこの状況で今すぐ
に食べに行くことはできません。でも、南西フランス
の無線仲間と電波でおしゃべりをするたびに、この
料 理 の あの 香 り を思 い 出 さ ず には い られ ませ ん 。
« Cassoulet » chez Le Genty-Magre ( 3 rue, Genty-Magre )

« Cassoulet » est un élément incontournable de la

cuisine régionale. Je l'ai gouté pour la première fois chez Louis, mon ami toulousain de radio amateur, et j'ai
trouvé que le cassoulet est l'un des plats français les plus délicieux. Dans les conditions difficiles par la
Covid-19, ce n'est pas possible y aller pour le gouter maintenant. Mais je me souvient de l'odeur de ce plat en
bavardant avec mes amis de radio amateur du sud-ouest par radio.
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パリ留学の想い出
大岡 忠久（元住友化学パリ駐在員）
これまでにフランスに３回滞在した。最初は１９６５年フランスのリヨンに２年間、２回目は１９７９年に
パリに２年間、３回目は１９８５年にパリに７年間それぞれ滞在した。最初の Lyon は、父が農水省の
絹関係の仕事をしており、Lyon に国際絹業協会の本部に勤務するため家族と Lyon に行った。そ
こで２年間 Lyon 大学で勉強をした。２回目はパリに留学した。今回はパリでの滞在について述べ
たい。
会社に入って５年目にもう一度留学したいと思っていた。たまたまフランス政府経済産業省の企業
留学制度があった。フランスの企業に研修するもので、研修を受けい入れる企業のの承諾が必要
であった。
私は、当時、化学会社に勤務していたので、フランスの化学会社にアプローチした。従来から関
係があったこともあり、化学会社の受け入れの承諾を得た。
資格を得るためには、日本でフランス政府の試験があり、試験に合格して、フランス政府経済産業
省の企業研修という資格を貰いビザを得た。
しかし、出発直前になって競合相手なので受け入れることはできないとの連絡がきた。その他の受
け入れ先を見つけなければならず、いろいろ探した。
そのような中で、パリに本部をおくｌ‘Institut Atlantque 国際問題研究所が受入れるとの連絡が
あった。この研究所は、日欧米の財界、政府、外交関係が設立した経済、政治、安全保障の研究
機関である。日本人は誰もいなかった。
留学生ビザを取得してパリに向かった。到着して経済産業省の研修受け入れ事務局に出向き、オ
リエンテーリングを受けた。まず住居を決めるべくアパートを紹介してもらった。しかし気に入らず、
漸く、５件目で研究所の１６区にある広い屋根裏に落ち着いた。
この経済産業省の研修生生受け入れプログラムは充実していた。いつでも困っている時に相談に
乗ってくれるほか、滞在を有意義にすべく、毎週週末パリ郊外のバス旅行を企画し。毎回専門の
ガイドが付き案内してくれた。参加費用も安く提供された。また、オペラ、コンサート等音楽プログラ
ムも充実していて安価に購入できた。私のパリ滞在は、週末のバス旅行、夜の音楽プログラムで、
フランス文化、芸術を大いに堪能させてもらった。
フランス政府がここまで海外研修生を大切にいろいろおもてなししてくれることには非常に驚きと
感動さえ覚えた。
この経済産業省の留学生プログラムは、フランスの技術協力を推進すべく東欧中近東、アフリカ
等の技術研修生を招くことで始まったものだが、どういうわけか日本も対象国となった。私がいたと
きは、日本から５名程度参加者があったが、東欧からの留学生が非常に多かった。
この様に、多くの留学生を受け入れて、フランスに対する愛情を深めてもらうことで、良い関係を築
き、フランスフアンを作るフランス外交のテクニックを垣間見ることが出来た。
結局２年間滞在することとなり、研究所の Pierre Uri パリ大学教授（Valery
Discardd’Estang、Michel Rocard 等が教え子）指導の下で日本経済研究所と日本の海外
直接投資の共同研究を行い成果を共同出版した。
（日本経済新聞社出版で“日本の直接投資” ）

Téléréunion du CFK en septembre 2020

３回目のパリは住友化学の駐在員として家族共々７年間滞在した。娘の一人は、France Mode 関
係の仕事をしており、もう一人の娘は大学生の時フランスに留学、日本の大学を卒業後再度パリ
にわたり、Science-Po de Paris を卒業し、１０年前より L’Hôtel le Meurice 広報を担当している。父
親と同じようにフランスとは縁の切れない関係となっている。
以 上

Institut Atlantique 国際問題研究所
/ パリ 16 区ロンシャン通り

同研究所 Pierre Uri 教授

Institut Atlantique 事務総⾧夫妻
（元米欧州担当次官補）と
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フランスの思い出

毎年１週間の夏休みを利用して、妹とヨーロッパに旅行するのが楽しみなのですが
今年は家で過ごしました。ふと携帯電話を見るとフランスに留学していた頃の友達
から久しぶりにメッセージが届いていました。その瞬間２００６年から２００７
年、パリに留学してた頃の思い出が湧いてきました。
私のパリでの生活はとても濃い１年でした。ハプニングもありましたが多くの事を
学び、吸収し、様々な体験をしました。
たった１年が１０年くらい居たような感じです。
大阪発ルフトハンザ航空でフランクフルトを経由してパリ到着予定。今まで旅行は
直行便ばかりで、一人で初めての乗り継ぎ。フランクフルトに到着し、時間がなく
急いで次の飛行機のカウンターへ走って向かったら、そのカウンターは真っ
暗。。。
飛行機がキャンセルになったとの事。何とか５時間後の飛行機に乗れました。
でもシャルルドゴール空港に現地の知り合いの人が迎えにきてくれる約束だったの
で、慌てて公衆電話を見つけましたが使い方が全然分からず、近くの売店の人に英
語で聞いても、英語が通じず、他の売店の人に聞いてもまた通じず。。。
そこにアメリカ人家族が通りがかり、電話のかけ方を教わりやっと連絡できまし
た。どうにかこうにかやっとシャルルドゴール空港に到着！ほっとしながら荷物引
き取りターンテーブルで自分のスーツケースが出てくるのを待ってました。。。
ずーっと待ってました。周りの旅行者は次々自分の荷物を見つけフランスの街へと
旅立っていく。気づいたら荷物が無くターンテーブルが回ってるだけ。私の周りに
もう誰もいない。ロストバゲージ！！諦めた瞬間、私のスーツケースがポツンと一
つ回ってきました。よかったー！フランスに着くまでまさかこんなにドキドキする
とは思いませんでした。
さて私の様々な体験の一つに競馬があります。初めての競馬。第８５回凱旋門賞。
ロンシャン競馬場で日本からディープインパクト、武豊騎手でした。
ものすごく広く鮮やかなグリーンの芝。そして皆さんのお洒落な格好。
その頃の日本の競馬のイメージとは全然違う華やかな所でした。
私は１ユーロで馬券を買いました。大きいスクリーンでの馬と騎手の紹介の時には
凄い声援で鳥肌が立ちました。
私も負けじと声を上げて応援をしました。初めての競馬。忘れられないフランスの
思い出の一つです。
大槻

美千子
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Mes souvenirs de la France
Tous les ans, je proﬁte dʼune semaine de congé en été pour voyager en
Europe avec ma soeur car cʼest un grand plaisir pour moi.
Cet été , je suis restée à la maison. Jʼai regardé par hasard mon
portable. Un message est apparu sur lʼécran. Cʼétait mon amie de Paris.
Cela mʼa rappelé mon séjour à Paris entre 2006 et 2007.
Lors de mon séjour à Paris ma vie était très enrichie, cela mʼa remémoré
quelques événements inattendus, cela mʼa aussi permis dʼapprendre
beaucoup de choses et dʼavoir diverses expériences.
Dʼabord pour aller en France, jʼai pris un avion qui allait à Charles-deGaulle via Francfort. Jusquʼici, jʼavais toujours pris un avion direct, cʼétait
pour moi la première fois que je devais faire une escale toute seule.
Arrivée à Francfort, jʼai couru vers le comptoir de correspondance,
mais là, ce comptoir était fermé . . .
Le vol que jʼallais prendre avait été annulé ,mais jʼai réussi à trouver un
avion de 5 heures après .
Ensuite, jʼai dû prévenir la personne qui devait venir me chercher à
lʼaéroport de Paris de mon retard de 5 heures. Jʼai tout de suite essayé
de téléphoner, mais comment utiliser le téléphone public?
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Jʼai demandé à une vendeuse de kiosque en anglais mais elle nʼa pas
compris ce que je lui demandais. À une autre vendeuse, elle non plus.
À ce moment-là, un touriste américain est venu à passer. Il mʼa
gentiment expliqué lʼutilisation de ce téléphone. Cela mʼa rassurée.
Je suis arrivée à lʼaéroport Charles-de-Gaulle tant bien que mal.
Un moment après jʼétais devant le plateau tournant pour la collecte des
bagages.
Jʼai cherché ma valise devant le plateau. Je lʼai cherchée encore et
encore. Les voyageurs ont récupéré leurs valises et ils sont partis.
Soudain, je me suis aperçue quʼil nʼavait personne autour de moi .
Il nʼy avait rien sur le plateau qui tournait.. . Ah! Bagage perdu!
Je ne pouvais rien faire, après un long moment mon bagage est arrivé.

Une autre de mes diverses expériences : cʼétait la course de chevaux,
je suis allée au hippodrome pour jouer aux courses pour la première fois
pour le Prix de lʼArc de triomphe 2006.
Je me rappelle que le cheval était Deep Impact et son jockey était M.Y
TAKE.
Les spectatrices et les spectateurs étaient tous chics et élégants, jʼai
même joué 1 euro.
La présentation des chevaux et Jockeys sur lʼécran géant mʼont fait une
vive impression, jʼai crié moi aussi pour la victoire de Deep Impact.
Cʼest un de mes souvenirs inoubliables de la France.
Michiko OHTSUKI
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Changement et globalisation ne sont pas toujours nécessaires
変革と国際化は必ずしも必要ではない
Yoshihiro Shingawa 品川芳洋
Face à la crise sanitaire de la Covid19 , tous les secteurs sociaux ont perdu leurs sens
de direction sans précédent. Dans une telle confusion, on s’est mis à discuter du nouveau semestre scolaire
japonais qui devrait s’accorder avec la rentrée de septembre des pays occidentaux. L’argument est devenu
réalité. Moi, je suis contre cela.
コロナ禍に面し、社会のいろいろな分野で前代未聞の戸惑いを見せています。斯様な混乱において西洋諸国並み
に新学期を 9 月に、という議論が起きている。 私は、この考えに反対です。
Afin de regagner les mois perdus d’éducation à cause de la fermeture des écoles au printemps quand la
Covid19 sévissait dans la région métropolitaine, on parle désormais de commencer l’année scolaire en
septembre, pour aussi suivre le mouvement de la mondialisation ou de la globalisation.
コロナが首都圏で猛威をふるった春、学校閉鎖により教育できなかった月をリカバーするために、また
世界化や国際化の動きにも追従して 9 月新学期に合わせようというものです。
Ironiquement, cette crise sanitaire nous a fait réflechir et parler aussi beaucoup de la relocalisation en vue
d’une autosuffisance générale nécessaire.
皮肉なことに、今回の危機は我々に一般的に自給自足の観点から他に依存するのではなく自分たちの中で生きて
いくことを考えさせられました。
Au Japon, le nouveau semestre a été déplacé en avril en accord avec le système fiscal d’Etat qui a été établi
originalement suivant la saison de la récolte du riz.
Historiquement le Japon était dominé par la production du riz. Autrement dit, l’archipel a un très fort rapport
avec la nature. Différemment des autres pays, nous avons 4 saisons très distinctes. On peut dire que c’est
une bénédiction de la nature pour nous.
日本では新学期は 4 月度と定められています。元々お米の収穫期に依って国の税制が出来ているからです。歴史
的に日本はお米の生産に支配されていて、この国は自然と強い関わりをもっています。他の国と違って、日本は
四季がはっきりしています。それは日本人への自然の恵みと言えましょう。
Naturellement, la culture japonaise et la société sont basées sur la richesse des saisons depuis des siècles.
Le nouveau semestre japonais est bien en harmonie avec le souffle de la nature comme
le corps humain qui se réveille au matin.
当然のこととして日本文化と社会は何世紀にもわたり季節の豊かさに基づいてきています。
新学期は朝に目をさます人のように自然の息吹ととてもうまく呼応しています。
D’ailleurs, nous devrions bien respecter et conserver notre système d’éducation.
Au printemps, les fleurs de cerisiers célèbrent le commencement de toutes activités dans la société japonaise.
他ならぬ、我々は日本の教育制度を尊重し、守っていかねばなりません。
春には桜の花が日本社会のすべての活動の始まりを祝福しています。

« A Rome il faut vivre comme à Rome »

郷に入れば郷に従う

Téléréunion du CFK en septembre 2020

Jour de la cérémonie d’entrée

入学式の日

秋の運動会

卒業式の日 Jour de la cérémonie de sorti de l’école

Fête du sport à l’école en automne

