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新潟市とナント市との姉殊都市提携宣言文調印式  
掘
孵 挽子

1月 81ロ ナン 嚇 役所において 姉妹都市掟

"宣

肯文の調1式 が執 り行われました.会 場にはナン トil ア トランテイック

ジャボン協会間

“

者をは じめ loo人 を超えるナン ト市民が集 まりました.ま た 来賓 として蚊村豊在仏日本大使が臨

"さ

れま

した.エ ローナント市長 篠ユ新い市長 [II新 均市議会崚長 奴|'大使のスピーチ ピァツとヴ,イ オリンの記念演奏に

'き構 さ 両市長が● .T■に開r,をいた しました。
(,,1●

'

スと人との絆-1月31″″殊都市協定    | ナント777rCttElを迎えて
アト,ンテイン

'ソ
ヤポン協会会長 オリヴィエ ドウルアン   1               , ■ 1 ‖ 健 介

1992年2月に新詢の日ll友好協会がナントを訪円したのは 全くの

“

漆でした. :  祈

''ナ

ント両市の姉爛 「市提縮の樹nl=去る1カ31

さらに ナントの‖仏協会フトランテインタジヤポンが新潤の方 に々ナントのlk町

" : 
日にナント●

`,所

で幕事終えることができたことま戴にご

Il:ギ 踏 害
批 :?豊 彎扮♀濃 あ橘減

“

友人の友月 ¨ Ц
岡

』3弱 ‰

“

ほ縦″川ュ _オ 市長Ⅲ

肥ξ甜戯紺鱗遮勒 聯會弾ltt i11憚]墨l難1鸞懇幌t
などの特産品に,まれた食文化など                    : 案内市みでしたので困感しました.市長が来れなくても

これまでの両市の交流を振り返ると しばし/帝来を中心にして二つ

な力̀ってきたと言えるでしょう。ナントのとアニスト′,スカル シロが1992年

でコンサートを行ったのを皮切Ⅲ 1995年6月には 新綺の尺人と琴の

ルー,こ よるコンサートカてナントで開力れ さらに 真I氏 の琴とヴ,シルコ

チェロのミニコンサートつい最近では成嶋志保きん(L フ)とパスカル

氏(ヴァイオリン)の共演な||1行われました.また 相互に1文化サロン

では1996年 新鴻でま1998年に行いました.                1 シヨンが 会員180人の参加をみて盛大に開llされました.

さらに ■つの町の書利 は多様化してきました。              : 来棗の篠田市長も師 湯市の1‐ tフランス協会は無心

〆讐魂鮒ろ紳詐密塁il:羅「ツ綱fお:設驚秘:臨 隻]肥謳
の詣島ヤ需要綸ぼ翻編籍よ:tiし

たコ"9卒“
はナオ市と新称|:輔塩聟椰 .:鏃菰亀 繰

し力しながら両市の交流は常に市民を1'心とする二つの文化の述いへの関 | しく感しました.ついで ―行を|`方文化博物鋼へ案内

心が原動力になって推鵬 れてきました                   : 夜は「大呂紀Jでサヨナラ′|―テイ.市憫から能登谷国

晰 l著す舞す霧職野嚇即毬
`:じ
l[lil爵:墜:職11111`1鵜
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名誉領事通信

マルタン領事夕来新
在晰潟フランス名誉領撃 買 場 和 彰

2008年 12月フランス大使館り肇漱 り
'イ

リップ マルタン螢事が

初めて新綺を訪問されました

今回のB的 は 新潟市への表敬とを新綺フランス人とも面崚 そして

新潟 フランス協会の方々との交流です マルタン領峯は2008年9月に

前任地エツプトのカイロよ0当地へ驚任されました.過去には スウェー

デンやシンガポールなどでも赴任経験力̀あります また すント市には外

務賀の出先薇

“

あ り何回か公務で訪凹しているとのことです。

また 日本の文化にことのほか興味を持たれており宿泊は旅館を ま

た 北方文化博詢館の見学も希望されました.本来なら5日(金)から7

日(日)まで滞在の予定だったのですが 大使館の公務で0日夕方にも

違

“

京されました

常崎副市長との面饉では ナント市防l・lと新潟市の分薇型田国都

市政策の方向性が一董していること・囁 題になりました。また 新渇 フ

ランス協会での歓迎昼食会では やは,ナント市との今後の交流に期特

を寄せられており領

'か

らヽ 担当は違っても経済などへの儘力は僣し

まない旨 力強い言葉を頂さました.

滞をした 大呂に及び隣接する北方文化棒物廊には非常に感灘さ

れたようで 博働館の購度品や庭団 建物の情遺を伊藤剛饉長から丁

事に説明していたださ また一つ一つ写真に撮漿
"ち

熱心に質l・|さ

れて予定をオーパーして 新渇 フランス協会の欽迎昼食会に20分も遅

刻してしまいました.

また 6日午後からは アルビレックス新潟の残留を力ヽ ,た最終戦を投

載しました。均衡したエキサイティングなケームでした力'ロスタイムにア

ルビレックスカ

"利

を決定するゴールを決めたとき=一 緒にバイタツチ

で喜んでもらいました とても良いスタートが切れたと豪掟しております

中田会長はじめ 新湯 フランス協会の方々のホスピタリテイ=も感謝の

念が耐えません。
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ヽ ⅣI″たs′ υ夕で ′●
'ε

″κ ―オン1顔 のは ままだ

第3回 rL heu「ed.6t6(夏時間)J
酒 丼 麻 里

い・に

"、
四・¨  (■ヽ ん 今のなし

'Jと

いうフランス悟の表現があ

ります もともと軍隊用皓「,¨ ● (もとい)Jから来ているのです力|■l言を

面正する時に

'私

のため=時IIよ戻れり簗 うちょつとおもしろい表現です

日々 是うつか,の私にうつてつけの言葉ですが フランスに居ると,文 字通

り「A●に

",Jと

いうBが一年に2回あります.冬の日照時間が極鍋に少な

くなるため 10月の最終日曜日から「冬時間Jとして時針の針を一時間進め

それを3月最終日曜日=破 時間

"=戻

すのです。時間がずれるのは午前1

時-2時 の間 この日=ラ ジオやテレビの夜のニユースでも f時計の調整を

お.・れなくJとキャスターがお知らせしたり手帖に時計の針を回す桧力

“

さ

れていた,そ れにしても時llの針をくら,と動かす度 なんとも不思議な気

持ちになります 冬時間移行の夜には1時 2ヽ時力?回 もあることこな,夏 が

来る時には 一時間分丸と なかつたこコ=なるのです.時間とま概念でし

かないのだ と軽い時差I瀾すの中を一日過ごします.い0もと同じよう=動

いているのに なんとなく時間め,■ 1=しo(に ないのです.

ナント大学はエル詢レ川沿いにあり岸をうねうねとした散夕道が続き中

心街から渋澪を通け 風景を楽しみながら自伝車や従歩で適学することが

できます。しかし冬時間初日いつものよう=17時過許=こめ遺を帰ろうとし

たら一寸先は聞.ガードレールや街灯な い自然の道をこのまま行けば

どこかの角で曲力

"損

ね 自転車_‐4エルルレの凛屑となること間違, ケヽし―

拗 時 「1時間Jの■要諄 棄感し

5,月の略い冬を思うと急に太陽が

恋しくなつたものです ベルセポネー

が地上に戻つてくる晩 昨日より仄

かに明るい夕暮れの中をいをいそ

と時llの針を進回颯させるとよう

ゃく今年も春が来たなあと思えるの

です

本年度は既に始まつてお,ますム 会員の皆様に有意崚で楽しい

事来II画を進めて行きたいと思います。しヽ 導 ご協力をお願い申し

上げます。定時総会の後 5月より内容を大きく変えフランス籠初級講

座力%ま ります.アロマテラピー講座 大人気のフランス料理講座が
l.5藤されます またプチ サロン(軽い食事と詩渡の気楽なサロカヽ

準備 =進んでおります.秋以降もパスッアーや音楽会 例会等楽しん

で頂きたいと思います。
協会会報「ボンジュール アミカルJは装いも新たに さり=バワーア

ップしてお層け致します.会報委員会の熱意に感謝 次号がますま

す楽しみにわ てきました.

入会のお誘い
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年会員/個仄会員 5000円   肇 会員 3000円

法人会員 30000円

中込先/事 柳蜀または6会 ]ヽ

事務局 勒 屋祐 内 壼 FAX 025(225)2424

BCn,Ourくait stique〉

ロ アートな人たち

4月 定時総会
各種講座報告

国  ナントところどころ 他

は秋頃発行予定です

採内容 よ予定です

覚えて使おう、フランス語1(身 近にあふれるフランス語) 1●,o, 1``,,`|、

大西r力 らの風力'よく吹く港,ナ ンめ 魅力を伝えます
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編集後記

棚 揚 雪[』首宅1借犠嘉舅け嘉爆習碧鰹 是t2瑾ま窃富こ思ぃます次号も様囲ひい)|
★今号 「am eaJい かがでしたでしょう?この作成を通じ われわれまめ記者のomiるもより」蜃つよいものに1(y)

☆東京にお出向きの際は 銀座3丁自CHANEL鯛 藤ビル内NEXUSホ ール
`お

粛めです("t● 1)

発行にあたり喩 理を引き受けて下さつた皆様 ありがとうこざいました 友好 友情 友愛の一助になれば幸しヽこ●します

次号でまたお会いしヽたしましょう om cO ement(k)
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