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 Bravo！秋の教養講座  真のエコ社会への斬新な試み 

 秋晴れの日曜日、１０月２１日午前 11 時から奈良ホテルで開催の当協会の教養講座には３９
人が参集。司会は樋口順一理事が担当し、持ち味のソフトで巧みな語り口で会を進行されました。
本講座は昼食をはさんで、第１部、濱惠介理事・副会長の講演、第２部、シャンソン歌手、翔ユ
リ子さんのソロコンサートが午後３時まで行われました。(理事 野島 正興) 

 

第１部、濱理事の講演「住まいの省エネとエコロジー」を

拝聴。スクリーンも用意され、「話の要点」やパワーポイン

ト映像によるグラフを見せての講演でした。会場が最初に沸

いたのは一枚の写真。若き日、フランス留学時代の濱さんと

奥様とのツーショット。少しばかり緊張した会場に笑顔がこ

ぼれました。お話はこのあと、ご自身がどのようにフランス

に関わることになったのか。ストラスブール建築・都市計画

学校での「都市デザイン研究」から「住宅団地の設計」、「環

境問題とエネルギー」と移り、現在の「エコライフの実践」

に至る展開となりました。自宅を改修した「再生エコハウス」

では、太陽光発電、薪ストーブ、壁面緑化、断熱雨戸、源氏

物語にも描かれた 蔀
しとみ

戸
と

の応用など、メモする手も追いつか

ぬいくつもの工夫が行われていることに、ため息と驚きの声が聞かれました。そして、「エコロジーは体

を動かさなければならない。手間をかけること。手作り、手作業を生きる喜びにして欲しい」というお話

は、濱さんの長年の研究と実践からなる「信念の言葉」として印象鮮やかでした。 

昼食は当然フランス料理。筆者のテーブルは６人。男性は私一人。ワインを注文しないのは私だけ。女

性は皆ワイングラスを手に。Oh!  la!  la!（オー！やるナァ！）  

昼食会の終わりごろ、生駒市の山下 真市長が到着。坂本会長からご案内頂いたこと、学生時代にフラン

スに留学したことなどを話されました。いよいよお待たせ、第２部は翔ユリ子さんのシャンソンです。翔

さんは日銀勤務から小学校教員を経てプロデビューという異色のシャンソン歌手。”枯れ葉”で始まった

コンサートは”私のパリ””再会”などの名曲の後”先生のオルガン””鶴”など、ご自身教師であった

日々に思いを重ねるような熱唱。最後の歌”友よ”では「友よめざめよ そうさ 目をさませ」と静かに、

促すように、語るように。そして万雷の拍手。「本日はありがとうございました」司会の樋口さんの安堵

の表情が今も目に浮かびます。 

ところで、奈良ホテルの創業は１０３年前の明治４２年１０月１７日。記念日に４日遅れの日程になって

いるところが、私共奈良日仏協会の何とも奥ゆかしい[modeste et gracieux]ところなんです。ブラボー！ 

（のじま まさおき 甲南大学非常勤講師も兼務） 
  

 

写真左：日本で劇画化された 

“恐るべき子供達”⇒ｐ．2 

 

写真右：パリで初公演のシャンソン  

歌手 梨里香さん⇒ p.3 
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名句の花束  フランス文学の庭から <24>   

三野博司（副会長，奈良女子大学教授） 

 

 

 

コクトーは軽業師と呼ばれるほどに，さまざまなジャンルで活躍しました。世間はこうした詩人

を山師のように見なして非難しましたが，それは彼の表層だけに目を奪われた誤解にすぎません。

そのような変幻自在でとらえがたく，さまざまな伝説を生み出したコクトーが，みずからを語った

ことばとして有名なのが，この引用句です。「私の耳は貝のから」を収めた詩集『ポエジー』から 7

年後，1927 年の詩集『オペラ』に収められた「赤い包み」の末尾にある句ですが，コクトーを語る

ときに必ず引き合いに出される句となっています。 

 

主語の je「ぼく」のあとに，mensonge「嘘」と vérité「真実」と相反する語を並べてみせるレト

リックが印象的です。さらに，toujours 「つねに」と補って彼の一貫して変わらぬ態度を強調して

います。コクトーにとって，詩とは，現実と見せかけ，事物と鏡の中の反映，真実と幻影とをまぜ

あわせる魔術なのです。しかし，それはコクトーだけのことではありません。文学が歴史や事実報

道と異なるのは，それが嘘をつきつつ真実を語る技法であるからです。作家や詩人は，現実から素

材を取り出しながらも，そこに嘘（フィクション）を交えます。その嘘にこそ，作家の夢や願望，

思想や情念，さらには無意識までが反映することになります。文学作品を読むとは，この嘘のなか

に秘められた真実を探りあてることにほかなりません。文学作品をたんなる歴史資料としてあつか

うアプローチがつまらなく感じられるのは，そこに作家の真実に迫ろうとする意図が欠けているか

らです。 

 ところで，コクトーの代表作の一つに Les Enfants terribles があります。『恐るべき子供たち』

と訳されますが，むしろ「手に負えない子どもたち」です。1928 年 12 月，コクトーは阿片の解毒

治療のために豪華なサンクルー病院に入院します。入院中に手記『阿片』を書き，翌 29 年４月に退

院し，入院費用はいつものように，当時芸術家たちのパトロンであったココ・シャネルが支払いま

した。ところで，この入院中に彼はもうひとつの仕事を仕上げました。それが『恐るべき子供たち』

であり，17 日間で一気に書かれて，1929 年６月に刊行されました。 

 

 少年たちの夢想と現実が入り交じった世界をみごとに描きだしているこの小説は，パリのシテ・

モンチエの中庭での，中学生たちの雪合戦の場面からはじまります。ポールはダルジュロスが投げ

た雪つぶてを胸に受けて倒れます。それは「大理石の一撃」でした。コクトーの作品には，しばし

ば天使たちが現われますが，それは生と死の世界を自由に往来する力をそなえた死の世界からの使

者です。ダルジュロスも，そうした天使のひとりで，その毒によっ

てポールを死にいたらしめます。 

このダルジュロスの影響下に，ポールとその姉エリザベトの近親相

姦的な愛が進行します。彼らは，幼い心を持ちつづけ，大人になる

ことを拒否し，そのためにほろび去っていきます。そうした少年少

女の心理の襞を描き，時代の風俗を素材として，古典的完成度をも

つ作品を書きあげました。この恐るべき子供たちの像は，第一次大

戦後の混乱と不安の時代の人々に，発表当時の若者たちの共感をあ

つめました。 

コクトーが脚色し台詞を作りみずからナレーションを入れて，ジ

ャン＝ピエール・メルヴィルが監督して，1950 年に映画化されまし

た。また，日本では，1979 年に萩尾望都がマンガ化しています。萩

尾作品に登場する美少年たちが，ここではコクトーの世界に移り住

んで，その繊細な線のタッチと蠱惑的な魅力がコクトーの世界を再

現しています。 

  

Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité  

ぼくはつねに真実を語る嘘つきだ 

 （ジャン・コクトー「赤い包み」1927） 
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≪シャンソン歌手にとって、フランスはホームか、アウェーか？≫  
                       梨里香 (会員) 

◆急にパリ公演が現実となり 

アートであれスポーツであれ、その道を志すもの

は誰でも一度は「本場で修業し、勝負をしたい」と

思うのは当然のことではないでしょうか。6 年前、

シャンソン歌手としてはかなり後発なデビューを

した私でさえ、当初より「いつかフランスでライヴ

を・・・」と折に触れ言い続けていました。勿論、

言い続けていたからといって叶うものではありま

せん。しかし、その「いつか・・」という X デー

が、昨年末パリ在住のシャンソン愛好家の方と知り

合うことで、にわかに現実のものとなりました。会

場探しやピアニストの手配を助けて頂き、X デーは

10 月 2 日、場所はシャトレ近くの Essaïon、ピア

二ストは長年トレネの伴奏を務めた Roger Pouly

氏に決まったのが、5 月初めのこと。それからの数

ヶ月は瞬く間に過ぎ、日本の曲を含む十数曲を引っ

さげて、パリに入ったのは 9 月末のことでした。 

◆日本と違う要領に冷や汗が 

デビューわずか 6 年とはいえ、関西、関東のラ

イヴハウスや様々なコンサートに出演してきまし

たので、それなりの経験はあるつもりでしたが、「と

ころ変われば・・・」です。リハーサルの段取り、

時間配分等、日本とはかなり勝手が違います。一番

面食らったのは、当日のリハーサルの短さと本番ギ

リギリまでの照明、音響との打ち合わせ。ようやく

解放されたのは、本番 20 分前。化粧もそこそこに、

ドレスを纏うと、息つく間もなく Roger のピアノ

が鳴り始めました。 

 会場 60 席は満席です。1 曲目は『サン・ジャン

の私の恋人』。ポピュラーなナンバーで日本でも何

度も歌っている曲です。この熟れた曲から始めるこ

とは決して間違った選択ではなかったはずなのに、

あぁ～Roger は譜面と違う構成で弾いています。そ

の途端、体中から汗が噴き出し、頭が真っ白になっ

てしまいました。しかし、ここで崩れる訳にはいき

ません。彼のピアノに合わせ、何とか歌いきりまし

た。そして、仏語での MC（おしゃべり）。 

◆私のジョークが通じて 

私のジョークにあちらこちらからクスクスと笑い

声が聞こえてきます。少し冷静さを取り戻し、『詩

人の魂』、『パダン・パダン』・・・と続ける事が 

 

できました。十八番の『そのつもりでも』には、大

きな拍手とブラボーのお声がかかりました。『ハナ

ミズキ』をフランス語訳で歌った時には、何人かの

方が涙されているようでした。初めは、緊張感の漂

っていたホールが、次第に熱気に包まれていくのを

肌で感じながら、歌い進めました。ラストソングは、

ゲンズブールの『ラ・ジャヴァネーズ』、アンコー

ルは『パリの空の下』。 

 コンサート終了後、何人かの方が駆け寄って来て、

「感動しました」「興味深いコンサートでした」「〇

〇の歌がとてもよかったです」等うれしい感想を頂

きました。また、「次回は、いつですか？」「今度

はブレルを歌って下さい」、思いがけない言葉も下

さいました。自分としては、旅の疲れもあり、心残

りな結果の歌も幾つかあったのですが、本場フラン

スでフランス人を前にシャンソンを歌い伝えたこ

と、それは何事にも代え難い貴重な経験となりまし

た。フランスをアウェーと思っていたのは歌い手だ

けで、フランスは両手を広げて、やさしく受け止め

てくれました。しかし、ホームというには、まだ早

すぎます。何しろ、プルミエ[初演]ですから。 

 日本に帰ると、滞在中お世話になったツーリスト

の支店長 N 氏からメールが届いていました。 

「プルミエライヴ、大成功でしたこと心よりお慶び

申し上げます。来年も再来年も、こちらでライヴを

お続けいただきますよう、オランピアから徒歩 5

分の事務所にてお待ちいたしております。・・・」  

次なる目標は、オランピアか？！！ 
                       -------------------------------------------------------------------- 
＊“フランス語でシャンソンを”毎月第 1，3 火曜 10:30～12:00 カフェ“富雄ミュゼット”にて  
    お問合わせ先 06-6922- 6502 
 
   



4 

 

Mon Nara 
 

 

 < 4 >                                              NOV－DEC  2012 

≪「海」からの贈り物≫ 

            浅 井 直 子 

今年の 6 月末から 7 月初めの一週間にわたって、

フランスのノルマンディー地方コタンタン半島内

陸の小村スリジー・ラ・サル(Cerisy-la-Salle)にあ

る古城で、マルセル・プルーストの合宿シンポジウ

ムが開催された。様々な国から集まった総勢 80 人

近くの研究者と一般愛好家が、朝昼晩の三食をとも

にしながら、研究発表に熱心に耳を傾け、活発な質

疑応答をくり広げた。食事ごとにテーブルに同席し

た人たちとおしゃべりを楽しみ、多くの知見と知己

を得ることができた。この古城は 17 世紀はじめの

建築。1952 年から「国際文化センター」として、

様々な客人を迎え入れるようになったという。初日

には参加者全員による自己紹介、2 日目には現管理

者の案内で城内をめぐった。城を維持する人々が有

する大らかな歓待の精神、これを助成するフランス

国家の文化の豊かさが実感された。 

シンポジウムの前後には、かねてから念願にして

いたベルギーとフランス北部の海岸地方を巡る旅

をした。オステンデから始まって、西の果てはブル

ターニュの聖マタイ岬に至るまで、北海・英仏海

峡・大西洋の海岸や港をいくつか訪れた。その場の

風や匂いを体に感じながら、自分の目でみて、カメ

ラにおさめ、撮った写真を眺め、美術館では海の波

や断崖や港が描かれた絵画を見た。どの「海」の景

色や表情も、それぞれに似ているようで全く異なっ

ている。旅の終わり頃には海と陸の境目つまり「渚」

に立つと、絶え間なく変化し続ける海や空や雲や太

陽から、はじめの頃には感じなかった微妙な光線と

も大気の粒子ともつかぬものが、肌に触れてくるよ

うな気がした。 

今回訪れた海岸のひとつに「エトルタ」がある。

出発前に日仏会員の方から「とても素晴らしい所で

すが、柵がないので断崖から落っこちないように」

などと、冗談交じりの話を聞いていた。いざ眼前に

白亜の断崖と青い海の広がりが現われた瞬間、想像

していた以上に、自然が造形した風景のダイナミッ

クな対照が眼を打った。その前後には、ル・アーヴ

ルのアンドレ・マルロー美術館、パリのオルセー美

術館などで、絵画作品に表象された「エトルタ」を

観た。 

旅から生駒山の麓の自宅に戻って画集を開くと、

150 年も前のドラクロワにはじまって、クールベや

マネの他にも様々な画家たちが、異なる角度や天候

のもとにこの断崖を描いてきたことを再認。さらに、

自分で何気なく撮ったスナップ写真の中に、百年以

上前に絵画に描かれた断崖や海岸の形が、現在もほ

ぼそのまま識別でき、同じ浜辺に沖を眺めながら佇

んでいる人たちがいることに、新鮮な驚きを覚えた。 

別に驚くことではないかもしれない。たかだか百

年など、エトルタを造形した自然の時間に比すれば、

ごく短い時間にすぎない。しかし私が子供時代に家

のベランダから毎日見ていた海は、もうこの地球上

に存在しない。目を閉じれば、この旅で訪れた様々

な海のたたずまいが蘇ってくる。ふと、プルースト

の一節が思い出され、本を開いて読み返しているう

ちに、いつの間にか眠りについていた。 

        

 

「私の部屋の窓は野原や道路ではなくて、海原に面していること、夜じゅう海

のさざめきが聞こえており、眠りに入る前に、まるで小舟のようにそのさざめき

に自分の眠りを委ねてきたことが思い出されて、このように波と一体になった暮

らしは、眠りながら覚える学課のように、知らず知らずのうちに波の魅力にかん

する観念を物質的に心に浸透させているにちがいないと、私は夢のような考えを

いだくのだった。」 
« (...) ma fenêtre donnait, au lieu que ce fût sur une campagne ou sur 

une rue, sur les champs de la mer, que j’entendais pendant la nuit sa 
rumeur, à laquelle j’avais, avant de m’endormir, confié, 
comme une barque, mon sommeil, j’avais l’illusion que 
cette promiscuité avec les flots devait matériellement, à 
mon insu, faire pénétrer en moi la notion de leur charme, à 
la façon de ces leçons qu’on apprend en dormant. »。 

(右上の写真は筆者撮影、下はモネの「エトルタの荒海」(1868~9) ) 
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✤✤講座“ジャメ先生と『猫』を読む”第 5 回[10／20 ]報告✤✤   浅井 直子 
 
『吾輩は猫である』の会話文には、江戸庶民の話

し言葉から成る大衆芸能としての「落語」が活かさ

れているという。例えば、相手の言った言葉をくり

返しながら少し変えて訊き返し、言い返されるとさ

らにその言葉を変形させて「話」を増殖させていく。

漱石の作品にはこうしたタイプの会話がしばしば

みられる。落語家は、その言葉に身振り手振りや顔

の表情を加え、さらに微妙な感情の襞を演じ分けて

いく。『三四郎』では登場人物に「小さんは天才で

ある。あんな芸術家は滅多に出るものじゃない」と

言わせ、三代目柳家小さんを「演者」として讃えて

いる。漱石自身、毎週自宅で催していたサロン「木

曜会」では座談の名手であり、講演者としても素晴

らしかったという。ここまでは日本語での解説。真

打ちの登場はここからだった。 

漱石の仏訳講演集の出版を間近に控えるジャメ

先生が話し始める。「そうです！ 漱石は素晴らし

い講演者でした。1911 年に大阪で 4750 人の聴衆

を前に「文芸と道徳」の講演を和歌山では 1700 人

を相手に「現代日本の開化」の講演をしました。大

阪では講演に精力を使いはたしてほとんど死にそ

うになり、その後一ヶ月間入院するほどでした。ま

るで俳優みたいに、モリエール劇のように、演じた

んです。考えてもみてください。1911 年当時です

からマイクなしです。漱石は声もよかったし、大き

な声が出た。内容は落語のようにその場にいる聞き

手を意識して、よく組み立てられていました。なに

しろ 4750 人の聴衆を前にして…ですよ ! 」ジャメ

先生もまた身振りをまじえ、いつにも増して声に熱

がこもっていた。私たちは今まで知らなかった「生

身の漱石」の一面を、フランス人の先生の「話」を

通して知り、存分に面白さを味わった。（※12 月

8 日に予定されていた『猫』講座は休講、次回は来

年 1 月 12 日、最終回は 2 月 10 日になりました。） 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

✤✤「絵」と「俳句」と「フランス語」✤✤         辻内 郁子 

もともと絵が好きで、洋画家の田村孝之介先生が

外遊から帰って来られた頃、フランスへの興味がわ

きました。会社勤めをしながら趣味で絵を描きフラ

ンス語を習いました。今までフランスには２度ほど

旅行しています。30 年前にロワール地方、20 年前

に南仏を訪れました。2 度目の旅は、ある石創画家

の個展開催の手伝いを兼ねた「旅行者募集」の貼紙

を、画廊で見て申し込みました。ニース近郊の山腹

の町トゥレット・シュル・ルー(Tourrettes-sur     

-Loup)右の写真⇒ という村で、展覧会の絵を運ん

だりレセプションに出たりしたことは、今でもいい

思い出です。 

ジャメ先生のフランス語講座を 6 年ほど前から

受講し、その頃に俳句も習いはじめました。先ごろ

終刊した奈良市の俳人津田清子さんが代表を務め

る句誌「圭」の会員でした。ある時、ジャメ先生の

授業の中で、フランス語で手紙を書くという機会が

ありました。そこで、たまたま図書館で見つけたフ

ランスの俳句の本の出版社の編集長宛てに書いて

みました。ジャメ先生に添削してもらい実際に投函

しました。するとなんと、とても丁寧な返事の手紙

とともに、向こうの haïku の同人誌のような冊子

が送られてきたのです。あなたの haïku 作品を投

稿してみませんか、とも…。 

自分の俳句をフランスの出版社に投稿する！ 

それは本当に心躍ることでした。でも自信のなかっ

た私は挑戦せずとなり今でも残念に思っています。

それでも、自分の俳句をフランス語にしてみること

は仏語学習を続ける今の私のひそかな目標の一つ

です。日仏協会では、フランス語講座の他にフラン

ス・アラカルト、漱石の『猫』講座、シネクラブな

どにも参加しています。 

----------------------------- 

秋深む少年阿修羅佛に惚れ 

Automne tardif   

Je suis amoureuse de 

la statue ASHURA 

------------------------------- 

 

        ---------------------------------------------------- 
✤✤ 美術鑑賞会（奈良県立美術館にて）報告✤✤ 理事 森井 桂子 

恒例となっている奈良日仏協会主催の美術鑑賞

会が、当協会監事、県立美術館学芸課長の南城守さ

んのご厚意で、今年も１１月１６日（金）に開催さ

れました。秋晴れの空に南京櫨の赤が映える奈良公

園は絶好の観光日和のうえ、当日は「関西文化の日」

とかで美術館の入館料が無料という事もあってか、

館内には大勢の鑑賞者が居られました。一般入場者

の迷惑にならない様にとの配慮から、当初予定され

ていた南城さんによる作品ごとの解説は取止め、そ

の代わりに参加者一人ひとりに頂いた立派な作品

図録を参考に各自で鑑賞しました。 

 奈良出身の世界的画家、絹谷幸二さんの初期の作

品や受賞作品など私達にも馴染み深い作品から、今

まであまり目にすることのなかった立体作品や、古

事記編纂 1300年に因んだ最新作など、絹谷さんの

平和への強い願い、日本民族の独自の自然観とパワ

ーをもう一度取り戻そうという強い思いを改めて

感じとることができました。

  

会員主催講座・催事からのレポート集 
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夕方には、ギャラリールームで五十嵐由紀子さんのヴァイオリンミニコンサートが開かれ、南城さんのお嬢様=南城愛さん

のグランドハープと横濱史恵さんのピアノ伴奏で、秋をテーマにしたクラシックの名曲や絹谷幸二さんの作品の赤をイメー

ジするロシアの曲などの演奏も楽しませていただきました。 最後にシャンソンの『枯葉』を演奏して下さり、枯葉舞う中

を余韻に浸りながら帰路に着きました。 

 

奈良日仏協会シネクラブのページ 

第 29 回シネクラブ例会報告：“サスペンスとは？” 
 
11 月 11 日のシネクラブ例会では、「フレンチ・サスペンス」特集の第

1 回目にあたり、映画における「サスペンスとは何か？」をめぐって、こ

れから継続して意見を出しあっていくことを提案しました。まずは今回と

りあげた、パスカル・ボニツェールの『華麗なるアリバイ』に寄せられた

コメントを紹介しましょう。 

A :「登場人物の数が多くて、はじめはお互いの関係がよくわからずにとまどった。後半はそれまで見えなかっ

た愛憎のドラマが表面化し、意外な人物が犯人だとわかり、最後はサスペンスを堪能した。これと言って際

立つシーンは憶えていないが、全体としてはよくできている」 

B :「たしかにはじめの内はわかりづらい所があるが、食卓での会話はフランス映画らしいし、何気ないところ

にユーモアがある。愛人同士がパリでの密会に使っていたホテルの名前≪ジョルジュ・サンド≫を、≪ジョ

ルジュ・サンク≫かと、彼らの関係を知らない人物に聞き違えさせる所が面白い」 

C :「≪自分が愛していた女性の愛人が殺されて（ライバル的存在がいなくなったら）急にその女性への愛がさ

めた≫という男性作家が口にした言葉に、男性心理がよく表わされているなと思った」 

D :「サスペンスの醍醐味はなんといっても≪どんでん返し≫にある。ジョルジュ・クルーゾーは、かつてフラ

ンスのヒッチコックと言われたが、『悪魔のような女』にしても、最後に誰も予期しなかったようなあっと

驚く結末と、恐怖をかき立てる強烈な映像が印象に残る。それに対して『華麗なるアリバイ』では、はじめ

は影が薄い女性のおどおどした性格そのものが≪アリバイ≫となって、みんながだまされた。特異な映像に

よってではなく、性格を描写する日常のシーンの積み重ねによって、愛と憎しみの心理サスペンスが醸成さ

れている」 

E :「アガサ･クリスティーの原作を少し読みかけた。男性は女性が従順すぎることに嫌悪を感じていたようだ」 

F :「映画を見ること自体が何年かぶりだった。ベッドの上で身を起して、夫婦が会話をする場面が気になった。

日本ではああいう習慣がない。映画は面白かった」 

 他にもたくさんの意見が聞かれました。他人
ひ と

の意外なコメントを聞いて“サスペンス”を味わうのが、

毎回のシネクラブの醍醐味かもしれません。例会には参加できなくとも、この映画をご覧になってご感想

等ありましたら、ぜひお寄せください。尚、12 月 23 日[日]に予定されていました次回例会は、祝日のた

め会場が確保できませんでした。来年の 2 月か 3 月に持ち越しですが、日程・プログラムは次号モンナラ

にてお知らせします。ご期待ください。（連絡先 浅井 Nasai206@aol.com ） 

    ********************************************************************************** 

                        

<<スーパーマーケット>>(続) 
                   高 橋 潤 子 

▼私の家の周辺は、徒歩圏内にスーパーが９軒もあるとい

う激戦地帯だ。一応ひいきの店は決まっている。生鮮品の回転が非常に早くて新鮮で、なおかつ安いのだ。

ただし商品の種類は少ないので、紅茶やシリアル、スープなどを買うときは別の店に行く。仕事帰りで疲

れている時など、自宅から一番近い Monop で「Dia で買ったら半額なのに」と思いつつも買ってしまうこ

とがある。▼ 最近ではどのスーパーもポイントカードを発行しており、ポイントがたまると商品券やプ

レゼントがもらえるものや、ポイントを現金に換算して値引きしてくれるものがある。日本と違ってすべ

ての客にポイントカードの有無を聞かないし、明らかに近在らしい人にのみ入会を勧めてくる。因みにひ

いきの店のカードの特典は、そのカードを提示して割引になる商品があることで、先日買い物をした際に

は、通常 3.5 ユーロの商品が 2 ユーロ引きになった。野菜や果物を 10 ユーロ以上買えば 3 ユーロ割引（も

ちろんカード保持者のみ）という値引きも気に入っていたが、最近見かけなくなった。こちらが大いに元

をとっていたから店側は「損だ」と思ったのかもしれない。 

 

 

 

 

Ｊｕｎｋｏ のパリ便り <１１> 
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 << ３５時間 >> 
▼週 35 時間労働とは、1998 年、社会党のジョスパン内閣時代に制定され、

2000 年から実施されている法律である。当時の雇用・連帯大臣の名をとっ

てオーブリ(Aubry)法とも呼ばれている。それまでの週 39 時間労働を 4 時

間減らすことによって雇用を生み出し、労働者が家族と共に過ごす時間を

増やそうという意図があった。 ▼しかし実際には 35 時間労働では足りな

いという企業もあり、もっと働きたいという労働者もいるため、2004 年に

は年 220 時間までの超過勤務が認められるようになった。さらに 2008 年か

らは、休暇の日数を増やすことでさらなる超過勤務が可能になった。これ

らの超過勤務による収入は、2007 年のサルコジ政権下で非課税とされた。  

▼35 時間はほとんどの職種に当てはめられているが、自営業者やレストラ

ン・ホテル業界、農家、軍人などには適用されない。また同じ会社員でも

幹部クラスの場合は、これこれの仕事を成し遂げる、という形の契約とな

るため、仮にその仕事をするのに 35 時間以上かかったとしても超過勤務の

対象にならないことが多い（その分給料単価は大）。 ▼35 時間労働に対し

ては、安い賃金でより長く働く国へフランス企業が移転したり、思ったように雇用が生じないという現状

が批判されている。オランド政権下で超過勤務による収入が課税対象になったこともあり、今後 35 時間が

どうなるのか注目されている。 

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ 
 

 

 

  

※ 筆者 高橋さんの 
プロフィール 

 
京都生まれ、奈良女子大
学文学部を経て、同大学
院博士課程を中退。フラ
ンス文学を専攻。留学中
にパリで知り合ったご
主人 Jean-F. Moll さん
と結婚。Jean さんはパ
リの警察官になり、本人
はパリおよび郊外の高
校で社会科を教えてい
る。２児の母。 

 

♟ ♟  フランス語通訳で支援 ♟♟  

国際ソロプチミスト奈良の記念行事 

          濱 惠介（事務局長） 
 

協会会員の東山泰子さんからの依頼を受け、
11 月 5 日から 8 日の 4 日間、会員 4 名が“国
際ソロプチミスト奈良”の記念行事をフランス
語の通訳でお手伝いしました。 

国際ソロプチミストとは、管理職・専門職に
ついている女性の世界的組織で、人権と女性の
地位を高める奉仕活動をしています。今年は国
際ソロプチミスト奈良が認証（設立）40 周年を
迎え、6 日に新公会堂で記念式典が行われまし
た。外国からの来客の中にフレンドシップ・リ
ンクという姉妹団体に当たる国際ソロプチミ
スト・ヴェルサイユの会員やその夫・友人達が
合計 7 名含まれていたので、フランス語の通訳
を奈良日仏協会に依頼してこられたのです。富
雄にある名刹・霊山寺の東山さんご自身がソロ
プチミストで、今回の記念事業における中心的
な役割を果たされました。 
協力した協会員は、仲井秀昭、小寺順子、駒
田奈美、及び窓口・調整役を兼ねる濱でした。
同行した主な行事と担当は以下の通りです。5
日：関空へ出迎え（仲井）、6 日：記念式典、
豊澤酒造見学、歓迎会（濱・小寺）、7 日：奈
良市長表敬訪問、東大寺大仏拝観、赤膚焼見学、
霊山寺での歓迎会（仲井・駒田）、8 日：京都
への移動、京都名所観光（小寺・駒田） 
ソロプチミスト奈良の会員には英語がお出来
になる方は沢山いらっしゃるのですが、フラン
ス語は誰もお話しにならない様子でした。我々
は正式な通訳ではないものの、仏・日両国語の 

 
  

コミュニケーションの仲介をさせていただき、また 
幾人ものフランス人と会話・ご案内面で交流ができ
たことも嬉しく有意義でした。 
結果として、奈良を代表する有力な女性“ソロプチ
ミスト”達に奈良日仏協会の存在を記憶してもらえた
と思います。 
お声をかけなかった会員で「自分にもできそう」と
お考えの皆様にはこのような機会の再来に備え、仏会
話の技量向上に一層励んでいただきたいと思います。 

 

◇時の言葉  ＰＡＣＳ(Pact Civil de Solidarité) 
結婚よりも制約が少ない連帯市民協約 PACS（パックス）を選ぶカップルがフランスで 2007 年に

10 万件を超えた。税制上で結婚とほぼ同様の法的優遇権が付加され離婚も容易な同棲の形式。 

 

「ジャメ先生のフランス語講座」  
 

 （毎週木曜日 12：30～14：00） 綿貫 和子 

毎週木曜日、12 時 30 分に藤原町の奈良フランスクラ
ブに、私達 6 人（男性 1 人、女性 5 人）が集まりま
す。私達のクラスは平均年齢は少し高めですが、気持
は若く知的好奇心に溢れた生徒達の集まりです。授業
は教科書『 écho 2 』に沿って進められますが、近頃
はその内容に関連した先生のお話をお聞きするのが
楽しみになっています。教室は図書室でもあって、先
生は蔵書の中から私達が未だ知らないフランスの文
化、習慣、歴史等を紹介して下さいます。お話を聞い
て、どんどん質問する人達もいて、色々な方面に話が
広がっていき、90 分の授業はとても短く感じられま
す。 

« Merci beaucoup !  A la semaine prochaine !»  

先生が授業を終えて教室を出られた後、私達はいつも
用意して頂いているコーヒーとお菓子とともに、20

分程お喋りに花を咲かせます。勉強の後のコーヒー
は、格別で、ほっとひと息ついて、奈良フランスクラ
ブを後にします。 



8 

 

Mon Nara 
 

※奈良市登美ヶ丘 3-12-9 登美ヶ丘ビル 1F  
（TEL & FAX:0742-44-5701）学園前駅か
らバスで７分、西登美ケ丘二バス停前（Ｐあ
り）。 
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◆１０９回フランス・アラカルトのレポート◆ 

盛況でヴァラエティに富み「次」が楽しみのフランス・アラカルト！ 
第 109 回フランス・アラカルトが 11 月 22 日予想をはるかに上回る人数にて、しかも偶然一致したボジョレ
ー•ヌヴォー解禁の時節と重なりワインや特別料理にも恵まれ、また、ひさびさのエリザベト•サノさん (メインゲ
スト)はじめ、中浦編集長や、カナダの環境問題監視員など賑やかな顔ぶれで開催。場所は、いつもの学
園前•登美ヶ丘の sympa なカフェ、Mardi Mardi [マルディ 〃 〃]でした。 
超満員のため、スタッフの椅子はなく、仲井理事は立って司会と演奏をする羽目に。しかしゲストの話は

新鮮でした！長年のスエーデン滞在を終えた佐野氏 [エリザベトさんのご主人 ]の帰国に伴う講話：「第一
回北欧便り〜知られざるスエーデンとその国民像」……確かに、意外でした！改めてヨーロッパはひとつで
はないこと実感しました。例えば街路歩行における「直線と曲線、そしてのその緩和性能」とは？？（もっと
詳細は再度訪問を約束されましたのでその機会に伺いますが）、彼女が日本人と結婚して、奈良に住んで
良かったと実感したのは―？「国王主催の日本の天皇皇后両陛下歓迎宴」に招かれ、天皇陛下とも親しく
語ることが出来たこと」  

次回フランス-アラカルトの開催予定：  
●日  時：１月１７日（木）15：00 から 
○会  費：会員  \1000 一般 \1500, (飲物とケーキ付 ) 
●場  所：カフェ Mardi Mardi（※） 
○問合わせと申込み：奈良日仏協会事務局：★[巻末奥付にも
協会の連絡先を記載 ]  ★TEL&FAX: 0743-52-3939 

★ゲストはフランスの大学院在学のアリス•ドゥブリエさん。人類学を専攻

し、現在京都に滞在中です。彼女の郷里はトーゴ[Togo]。（仲井） 

 

第 5 回理事会報告 
日 時：12 月 1 日（土）９:４５～1２:00 

場 所：菜宴 （奈良市小西町 19） 

●出席者：坂本会長、三野,ジャメ,濱 各副会長、浅井、中野、

井田、森井各理事、中浦（モンナラ編集長） 

●活動経過報告：秋の教養講座、日仏シネクラブ、美術鑑賞会、

フランス・アラカルト会員主催講座の確認 

その他行事（Ｅ-ファイ講演会、奈良ソロプチミスト依頼随

伴通訳、フランス手芸講座など）の総括、モンナラ編集現況 

●中間会計報告、モンナラ次号素案、次年度総会プラン、次回

理事会は１月 24日[木]15時から「菜宴」にて開催予定 

 

 

 

２０１３年度の年次総会と懇親会は次のとおり開催の予定で

す。（内容の詳細は、後日各会員に案内されます。） 

日時：２月１０日(日) １４：３０より１８時まで 

場所：菜宴 （奈良市小西町 19） 

 

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ 

本誌への投稿を歓迎いたします。エッセイ、旅行記、会員の皆

様の活動などジャンルは自由です。文章は、誌面の都合で意味

を変えずに表現の変更等をさせて頂く場合があります。 

投稿締切り：次号は１月 15 日が締切日です。 

 

Avec nos meilleurs voeux de joyeux Noël et heureuse année 2013 ！   

Mon Nara  nov—dec  2012  １１-１２月合併号  Numéro253 

奈良日仏協会  Association Franco-Japonaise de Nara  

HP： http://www.afjn.jp  E-mail : afjn_info@kcn.jp TEL&FAX  0743-52-3939 

〒630-8691 奈良中央郵便局 郵便私書箱第 30号[郵便物のみ]  発行責任者：坂本成彦 

 

2013 年度総会のおしらせ 

 

編 集 後 記 
 
▼急速な冬の到来で紅葉もひときわ
鮮やかさを増しています。会員の皆様
の寄稿も質量ともに増して編集部も
うれしい苦戦となりました。 
     ----------------------------- 
▼本号掲載の三野先生のコクトーの
言葉――｢嘘にこそ作家の夢・願望が
反映されており、小説を読むことはそ
の嘘（作り話）に秘められた真実を探
り当てることにほかならない｣、つま
り歴史書と文学作品との本質的な違
いを述べています。どこかで聞いた論
理だと思いつつ日本の古典を探しま
すと、なんと源氏物語の 25 帖「蛍」
に<<物語というものは虚構ではある
が、社会の深い内面をとらえて表現し
ている点で歴史書などの通り一編の
捉え方よりはるかに真実を物語る>>
と光源氏に言わせています。無論、作
者・紫式部の展開した文学論の一端で
す。▼この帖の筋書きは別の機会にゆ
ずるとして作者が主張していること
は、千年後の現代においても俄かには
理解され難い奥深い真理ではないか
と思います。▼登場人物は 300 人を越
し、日本古典のヒマラヤとも言えるこ
の長編小説の登頂にいどむフランス
人も増えているようですが我々こそ
生きている間にこの遺産にいどみた
いものです。（Ｔ中浦） 
 


