群馬日仏協会アーカイブ 2018.09-2019.02
［9月例会］

「第 10 期通常総会及び
コンサート付懇親会」を開催

［12月例会］

［11月事業］
「第８回ぐんまフランス祭
2019」

2018 年 9 月 29 日 [ 土 ]
場所：伊勢崎プリオパレス

2018 年 11 月 16・17・18 日
場所：群馬県庁舎内県民ホール
県民広場及び 2Ｆビジターセンター

設立当初より協会会長として群

本年も群馬県との共催にて、群

馬日仏協会を確固とした協会に築

馬県庁で｢第 8 回ぐんまフランス祭

き上げて頂いた牛久保雅美会長が

｣が開催されました。

［1月］

日仏会館新年パーティー

12 月ノエル例会開催

2018 年 12 月 4 日［火］
場所：ヴィラ・デ・マリアージュ高崎

2019 年 1 月 29 日［火］
場所：明治記念館（東京）

毎年、沢山の会員の皆様が楽し

［2月例会］

「フロマージュセミナー
2019」
2019 年 2 月 22 日［金］
場所：群馬ハンドレッドクラブ

本年も日仏会館の新年パー

毎年恒例となった、高崎のフロ

みにしている「ノエル例会」を、

ティーが東京の明治記念館で開催

マージュリーで、群馬日仏協会の

今回もヴィラ・デ・マリアージュ

されました。

法人会員でもある｢モンテドラー

高崎で開催しました。

退任され名誉会長となられ、やは

今回は昨年の太田から再び群馬

今回植木康夫氏は、群馬日仏協

ゴ｣の山本ご夫妻によるフロマー

り協会創設時より副会長を務めて
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開催しました。
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協会の皆様も参加されましたが、
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同様、伊勢崎プリオパレスで開催
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今後機会を作り、交流事業も開催

もなかなかお目にかかることのな

され、前年の事業決算そして本年

恒例のフレンチカフェによる練り

ト・金子泉さんには今回ゴスペル

していければと思います。
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度の新役員及び事業内容予算案が
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ペル歌手のヴィンセントさんを伴
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ワインも含め、今年もとっても素
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ご臨席賜る会です。また在日フラ

敵なフロマージュセミナーとなり

ト、武藤祐生氏とピアニスト・金

ンスの歴史をテーマにしたミュー

を開催頂き、感動の歌声に参加者

ンス大使であるローラン・ピック

ました。

子泉さんに素晴らしい演奏をして

ジカルなど、とても充実したフラ

は鳥肌が立ちっぱなしでした。

閣下もご臨席メッセージを頂きま

それにしても、山本氏も “まさか

頂きました。

ンス祭が開催されました。

した。そして勿論、現在日仏会館

３ Kg のモンドールを食べきるとは

またノエルのテーマに即して、

この新年パーティーには通例、
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種類のフロマージュにそれに合わ

またその後の懇親会では、プリ

来場者は約 3 万 3000 人と再び沢

いつものようにプリオにはフラン

の理事長である福井憲彦氏のご挨

思わなかった” と言っていました

山の来場者を日本各地からお迎え

ス伝統料理を提供頂き、フランス

拶と共に、毎年驚くべき明治記念

が、あまりの美味しさに、何度も

別料理が振る舞われ、今年も大満

し、仮想フランスマルシェを堪能

の食文化にも接しつつ、大満足の

館のお料理に舌鼓を打ちつつ、素

おかわりする人が続出しました。

足の懇親会になりました。

頂きました。

ノエル会となりました。

晴らしいパーティーでありました。

何と幸せな時間だったでしょう‼

今秋に開催される群馬日仏協会創立記念式典が今か
ら楽しみです。

同じくフランスのルノー車の販売をしていたからです。

ま す。

しょうか？一般的には、食・文化・芸術・観光とい

群馬日仏協会 入会のお誘い
群馬県在住または出身、在勤、在学経験のある方で日仏交流に関心のある方なら、どなたでも入会することが出来ます。
会員の種類と年会費について

入会金一律 ￥1,000
1. 個人会員 ￥3,000
2. 法人会員 ￥1,0000×口数

●年度の途中で入会の場合は、3月から年会費
は半額になります。

入会の方法
●ホームページから

入会金及び会費は所定の口座にお振込頂くか事務局までご持参ください。

協会HPの「入会申し込み」ボタンよりお申し込みください。

●事務局へ直接

一般社団法人

協会事務局へ入会金及び年会費をご持参の上、直接お申込み

●振込先
群馬銀行 竪町支店（店番号101）
普通預金 1331623 一般社団法人群馬日仏協会 会長 植木康夫

ランの会長であるベルナール・デルマス氏からのお

セーヌ川、ワイン、クロワッサンというワードが先

誘いで、ミュシュラン市町村国際ネットワークに加

ず頭に浮かびますよね。

盟する事です。

フランスは自動車のルーツの国であるのを皆さん

ミシュラン市町村国際ネットワークの意義は、現

ご存知でしょうか？世界初の自動車は、1769 年フラ

代社会で世界中で浮かび上がっている共通したグ

ンス陸軍大尉であった、ニコラ・ジョセフ・キュニョー

ローバルな問題に、ローカルが答えを出していく、

が作った蒸気自動車でした。因みにこの時パリで走

そのために良い経験や知識を国境を越えて分かち合

行実験中にハンドルを切り損ねて壁に激突したのが、

い、世界のあちらこちらの都市間での協力を広げて

世界初の交通事故と言われています。

いくことです。

世界初の自動車レースは、1894 年のパリとルーアン

※本誌に掲載されているイベント、ツアーは社会情勢・諸事情により中止される事があります。あらかじめご了承ください。

日本とフランス、群馬とフランスという関係が、

を走ったパリ・ルーアントライアルで、優勝した車

フランスを通じて世界各

の平均車速は 19 キロで、現在のマラソントップラン

国と通じ合おうという新

ナーよりも遅い走りでした。

しい動きにも期待したい

イリー公園で開催された第一回パリモーターショー

〒371-0801 群馬県前橋市文京町 1-47-1 株式会社 すいらん内
Tel：080-4714-2122 Fax:027-221-5909 URL：http://www.fj-de-gunma.com E-mail：info@fj-de-gunma.com
群馬日仏協会ブログ「広報部が行く」：http://franco.gunmablog.net/
Facebook：https://www.facebook.com/fj.de.gunma

前橋市が、群馬日仏協会副会長であり日本ミシュ

うイメージが大きく、ルーブル美術館、エッフェル塔、

世界初のモーターショーは、1898 年にパリのチュ

群馬日仏協会

また、本年は群馬日仏協会にとって大きなニュー
スがあります。

で、出展台数は 29 台であったそうです。
この様にフランスが自動車の先駆けとなったのは、
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皆さまはフランスというと何をイメージされるで
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︵一社︶群馬日仏協会

私共の会社が 50 年程前から フランスに本社があるミ
シュランタイヤの販売をしていた事と、20 年前から
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すのでお楽しみに。

早いものでお声掛けいただいてから 10 年が経ち、

月

ヴァン」を貸し切り、特別ランチを頂き

日時等詳細はまた後日、協会ホーム

した事で発展したと言われています。
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本市のフレンチの名店「オークリヨード

私が日仏協会設立時にお声掛けいただいたのは、

日時 ●

ぺージとメール配信にてお知らせ致しま

せつかっているＧＮホールディングスの天野です。

ナポレオンが軍隊の素早い移動のために道路を整備

時より予定︶

リー「リュードヴァン」を訪ね、また松

近年とっても話題の東御市のワイナ

群馬日仏協会員の皆さま、こんにちは 副会長を仰

正午 より
︵総会は午前

美術館はまだ未定ですが、素敵なバス

旅行にしたいと思います。

ご挨拶

詳
※細は後日ご案内致します︒

アートとフランス料理を楽しむ初夏のバスツアー2019

場所 ●臨江閣

第 15 号 会 報 発 刊 に 寄 せ て

創立 周年
記 念 式 典 及び
記念事業

リレーエッセイ ●Vol.15

5 月中旬ごろ毎年恒例の人気バス

2019 年 4月 1 日
植木康夫

今回も沢山の方にご参加頂きま

オによる素晴らしいフレンチの特

ツ アーを開催予定です。今年は長野方面。

群馬日仏協会会報 15 号

ですね。

10 周年を迎えました。これを機に「10 周年記念式
典及び記念事業＆レセプションパーティー」を盛大

平成31年 4月吉日
一般社団法人群馬日仏協会

副会長

2009 年 12 月 5 日、前橋の迎賓館「臨江閣」にて
設立された、一般社団法人群馬日仏協会も今年で

天野洋一

に開催する予定です。
是非とも多くの会員皆様と各方面の方々のご参加
お待ちしております。詳細は後日ご案内致しますの
でよろしく願い致します。

