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ホーム　龍山エリア　鴨方軽霜　食と文化を遺して日仏交瀧を　田山日仏協会余震・佐藤硬度、顧問・石井需給氏に固く

食と文化を通して日仏交流を　岡山日仏協会会長・佐麗瞳氏、顧
問・石井清裕氏iこ聞く

少年7　　　ツイート

岡山県肉でフランス人の観光宿泊者数が急速に伸び、

市民の間でフランスへの関心が高まっているなか、「岡

山日仏協会」（佐藤理会長）は、7月24日、恒助の

「フランス祭～農業祭～」を開く。同協会は一般市民や

経済人などが中心となって2年半前の2013年12月

に設立。食と文化を通じて両国の親善・交流を深めるた

め、毎年、食とワインを囲む「フランス祭～農業祭～」

を開催、昨年10月には倉敷市美観地区の大原美術館で

名画を鑑賞しながらワインと食事を楽しむ「フランス祭
～芸術祭～」も企画した。同協会会長の佐薩哩氏

（49）＝医療法人誠心会理事長こと同顧問の石井漬裕

氏〈64）＝ネッツトヨタ岡山社長＝にこれまでの同協

会の交流毒葉の成案や今後の活動などについて話しても

らった。（おかやま財界）

7月24日に「フランス義一置意義～」を寛魅

－7月24日に恒例の「フランス祭～農業祭～」が開

かれる。イベントの内容は。

佐藤氏　フランス祭は一昨年から毎年、フランス建国

を祝うフランス国民祭が開かれる7月に開いている。昨

岡山日仏協会の活動やワインについて

話が弾む佐震理氏（右）と石井霜裕氏
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7月24日に的催されるrフランス祭
～農業祭～」のちらし

年はメインイベントにフード＆ワインジャーナリストの

忠敬みゆきさんを招いての講演や、シャンソン歌手のシルビアさん、オペラ歌手の栗木深香さん

のステージを企画した。ほかに会場内でバイキング料理や各種ワインのフリードリンクも行い、

参加者に大好評だった。今年は当日午後零時半から岡山市北区内山下のルネスホールで開催す

る。講演やジャズ演奏、シャンソンのライブステージを楽しみながらバイキング料理、各種ワイ

ンを召し上がっていただく趣向。ライブはジャズ実害の「丸岡絶壁江＆松本加代子」さん、シャ

ンソン歌手の「あみ」さんをゲストに迎える予定にしている。定員は100人でテーブルごとの

着席式なので、昨年はすぐ定員がいっ（乱＼になったほど。動加希望者は会員、非会員を問わず岡

山日仏協会で受け付けているので、事前にメールで申し込んでほしい。

一石井さんは「岡山日仏協会」の顧問を務められている。偽会との縁は。

石井氏　そもそものきっかけは「岡山にワインが好きな経済人がいるらしい」、「倉敷にフラ

ンス通の医者がいるらしい」からお互いに会ってみれば、という2人の共通の友たちの仲介が

あって佐藤さんと知り合った。それから十数年聞、10人足らずのプライベートの会で月2回、

ワインを楽しむ会を開いてきた。岡山日仏協会が2013年12月に設立された折、会長の佐菰

さんから脇間にという話があり、快く引き受けさせていただいた。

次ページは「フランスワイン電着粧させる「輸士」lこ」
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ホーム　田山エリア　主要　食と文化を遺して日仏交流を　田山日仏協会会長・佐事理氏．相聞・石井瀞裕氏に同く

食と文化を遺して日仏交流を　細山日仏協会会長・佐麓躍氏、顧
問・石井清裕氏に聞く

シェア　　　ツイート

フランスワイン電着粧させる「購士」に

一十左藤さんは医師という激務の中、フランス文化の紹

介やワインの普及に力を入れている。石井さんも岡山の

経済界では自他認めるワイン通。

佐蕨氏　私は医科大を卒業して京都大学病院で形成外

科医をしていたころ、京都で出会ったワインソムリエに

薦められて飲んだワインがおいしくて、ワインに魅せら

れた。岡山大学病院に勘してふるさとに帰った時、岡

山には本格的なワインバーが1、2軒しかなく、寂しく

感じた。それでとりあえずワインを一緒に飲む仲間をつ

くろうと友人に呼び掛け、岡山でワイン会をつくった。

私もワイン好きが高じてソムリエをはじめ、フランスの

シャンパーニュ、ブルゴーニュ、ボルドー、サーブル

ドールなどのワインの「騎士」の称号を授与された。

「騎士」はワインを普及させるための大使的な役割、今

全世界で活動している。私が仲間たちと飲むために経営

している株式会社「WINE＆INFINITE」（岡
岡山日仏協会顧問の石井清裕氏

山市北区表町）の会員は200人以上おり、会員たちに

ワインを実賃で提供している。岡山日仏協会の会員も県内で200人以上いる。サラリーマンか

ら企業のトップ医者、弁護士など幅広く、年代も20代から70代まで多士済々の顔ぶれ。石

井さんのようにワイン通の方もいれ（ま、料理、絵画、旅行などフランスに何らかの興味がおる方

に入会してもらっている。

石井氏　実は私は1995年までば全くの日本酒党だった。たまたま、その年、名古屋でトヨ

タグループの会合があった時、高級でおいしいワインを味わったのかきっかけで、すっかりワイ

ン党になった。自宅に専用ワインセラーがあり、人に購ったりする分を含めると年間1000本

ぐらいは消賃している。おかげで私も佐藤さんと同じようiボルドーワインの「騎士」と・世界

的な美食家集団のラ・シエーヌ・テ・ロテイスール（本部・パリ）の「騎士」の称号をいただい

た。岡山県内に（お前レドーワインとロテイスー川の騎士はそれぞれ4－5人ぐらいしかいない

かもちろん佐藤さんは私以上にキャリアがあり、ワイン普及のために活動されている。

「岡山のワインの消費量は県別ランキングで40位（2009年、国梯子調べ）と低い。ワイ

ンの普及には力が入りますね。

佐藤氏　私は主に輸入ワインをセラーで熟成させて仲間に実賃で提供するワイン会社を経営し

ているか会賃綱で仲間と一緒に年間1000本は飲んでいる。ワイン消費農が全国下位と言う

のは意外だった。それに比べ岡山県のワイン生産賞i割勘、全国で4位とか。大手のワイン工場が

あるのでそんなデータが出るのでしよう。そのなかで当協会の理事の高橋竃太さんが代表を務め

るワインメーカーrTE町村は2009年に設立したまた若い会社だが、自社栽培した醸造用ブ

ドウを原材料に使った本格的なワインを造っている。会社がある新見市哲多町はフランスのブド

ウ産地とよく似た石灰岩質土壌なので、これから岡山のワインとして必ず注目される。フランス

の産地との交流も図られればいいですね。

石井氏　岡山ば青海メーカーが多いので、どうしてもワインが敬遠されがち。「安くておいし

いワインは？」と、みなさんによく聞かれる瓜実は良質なワインを選局には、高くておいしい

ワインを味わってないとアドバイスできない。ワインはフランス産のロマネ・コンティ1本で

200万円する高級品もあるか値段と億垣が稲越（かいり）していることも事実。それぞれの

立場、ケースバイケースでワインを身近に楽しむライフスタイルを持つことが大切で、ますは各

種ワインを多く味わっていただくことをお奨めしたい。

次ページは：「フランス人i鵬議書の検知は魅縛」
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ホーム　田山エリア　主要　食と文化を超して日仏交痛を　田山日仏協会・会長・佐原は氏、鶴間・石井霜轄氏に聞く

食と文化を遺して日仏交流を　細山日仏協会会長・佐満雄氏、顧
問・石井清裕氏iこ聞く

シエ7　　　ツイート

フランス人後誰書の機知瞳細持

－フランスはこれまで遠い国たったが、近年、岡山県

内でフランス人の観光宿泊数が急速に伸びており、両国

の親善・交流をさらに推進する絶好のチャンス。調べて

みると岡山とフランスをつなぐ共通点も意外と多い。

石井氏　2015年度の外国人旅行者の県内宿泊数

は、フランス人が7810人で4年前に比べると5倍以

上に堪えている。前年度対比の伸び率でも香港を抑えて

約80％増のトップだった。その背裏は2008年のミ

シュラン旅行ガイドで後楽園が「三つ星」の評価を受け

大原美術館で開かれた岡山日仏協会主

催の「フランス寮～芸術祭～」．名書

に囲まれワインを楽しむ参加喜たち＝

2015年10月

たことがます大きい。そして2010年から3年間隔で開催されている瀬戸内国際芸術祭のイン

パクトも貢献している。毎年瓶戸内の島々を訪れるヨーロッパ人が確実に増えている。欧米観光

客の間で瀬戸内の島々で近代アートを見て、岡山に立ち寄り後楽園を散策するというコースがあ

る程芭定義してきたのではないか。フランスと岡山との関係では、「デニム」という冨票はフラ

ンス語で「フランス・ニームの織物」とかいう意味がもともとの語源という説もある。倉敷市児

島は日本を代表するジーンズの産地で、私の会社の）レーツももともとは児島の織物を取り扱って

いた。近年、児島の高級ジーンズメーカーがパリに直営店をオープンしたのも何か因縁を感じ

る。

佐藤氏　大原美術館のオープンのため、欧州で絵画収集を行ったのか洋画家の児島虎次励。児

島が集めた名画の中にはフランス画家の作品が多い。大原美術館にあるクロード・モネの「睡

蓮」は、児島が晩年のモネから直接買い付けたと聞いている。美術館創立70周年記念で大原美

術館は、2000年にフランス・ジヴ工ルニーにあるモネの自宅庭園跡から睡蓮（スイレン）を

珠分けしてもらって美術館の中庭に移植している。余談だが「日仏の架け橋に」という思いから

当会（岡山日仏協会）の会報のタイトルも「睡蓮」にした。美作市では江見にあるバレンタイン

パーク作東を通じてフランスのサン”ヴアランタンと「愛」をテーマに国際姉妹績組を縮んでい

るし、ブドウをはじめ農業が盛んなところも共通点は多い。

一同山日仏協会の年間を通しての活動は。

佐睡氏　フランス国民祭の月の7月に恒例の「フランス祭～農業祭～」を開き、音楽のライブ

を楽しみながらワインと食事を楽しむ会を開催している。11月（拭ジヨレヌーボーの解禁パー

ティー、1月は会の設立記念パーティーを恒例開催している。昨年は10月に特別に大原美術館

の協力を得て「フランス祭～芸術祭～」を企画した。美術館が閉館した後、館内で名画を鑑質し

ながらワインとフランス料理を楽しむ趣向で、参加した約70人の人に大好評だった。大原美術

館の名筆理事長の大原謙一助さんには当協会の顧問をしていたたいている関係から、館内でディ

ナーという特別機強みが実現した。これは美術館にとって例外的な協力穣ので、そうたびたびは

できないが、できれば今後も不定期に芸術祭は開いていきたい。

一外国人観光客の急増を背景にインバウンド対策からも岡山日仏協会の活動に期待する声は大

きい。

石井氏　私は岡山商工会議所で観光振興担当の副会頭を務めさせていただいている。私自身も

プライベートで何度かフランスに行っているが、これまでは遠い国のような印象が強かった。観

光客が急増しているとのことなので岡山日仏協会の顧問、あるいは会議所副会頭としてもインバ

ウンド効果が引き出せるようにいろいろな対策を考えていきたい。これはフランス人だけに限ら

ないが、例えばの話だが、外国人が岡山で携帯電話を自由に使える「FreeW主Fi」（公衆無線L

AN）の強面エリアなどを積極的に広げていくことも大切だと思う。

佐藤氏　岡山県内にはフランスと岡山県の友好・親善を図る組織が過去、あったらしいが今は

自然消滅し、我々の組織が唯一と聞いている。だからフランス領事館の方たちからも関心と期待
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を持ってサポートしていただいている。岡山日仏協会の乾立撚会にはフランスのプロソー総領事

（在京舘総議事鍾）やレジェ公使（駐日大使館）が出癖され、前駐日仏大使のクリスチャン・マ

セ大使は当協会の永久顧問になっていただいている。このほか、岡山大学の仏文学の先生方にお

世話になり、2014年から定期的に授業料を安く抑えた「フランス語講座」を2講座設けてい

る。これは両国の相互理解を深める意味で、フランス政府、留学生を送りだしている現地の大学

から非常に感謝されている。これからも両国親善のための交流やイベントに積極的に取り組んで

いきたい。

◇

佐藤理（さとう・おきむ）氏　和歌山県立医科大卒、東部大学病院形成外科、岡山大学病院整

形外科、岡山労災病院、岡山市民病院などを経て、2001年父が経営する佐藤整形外科（倉敷

市茶屋町）に勤務。04年から誠心会佐藤整形外科理薯長、現在に至る。岡山市在住。

石井満裕（いしい・きよひろ）氏　慶応大経済学部卒。1975年トヨタ自動車販売に入社、

トヨタオート香川（現ネッツトヨタ香川）、同岡山（同ネッツトヨタ岡山）を経て、91年にト

ヨタオート岡山、同番IIIの社長に就任、現在に至る。岡山商工会滋所副会頭。岡山市在住。

◇

「フランス祭～農業祭～」　岡山日仏協会主催で7月24日午後零時半一同3時、岡山市北区内

山下　ルネスホールで脚鱗。岡山大大学院社会科学研究科准教授・荻原直幸氏の講演、ジャズ奏

者「丸岡絶壁江＆松本加代子」、シャンソン歌手の「あみ」のライブステージがある。会場には

バイキング料理・各種ワインコーナーを設ける。参加賞は会員12000円、非会員14000

円。定員100人（着席形式、申し込み先着順）。希望者はメールで岡山日仏能会（inゆ＠印

okayama．com）まで。
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