フランス最大のワイン祭

LES TROIS GLORIEUSES 〜栄光の三日間〜

フランスワインといえばブルゴーニュ！という方も多いのではないでしょうか。
フランス東部にある屈指のワイ
ン名産地、
ブルゴーニュ地方。今回はそのブルゴーニュワインの首都と言われるボーヌで行なわれるお祭りを
ご紹介します！
フランスで一番有名なワイン祭といえば、
こちらボーヌを中心に開催される
「栄光の3日間 Les Trois
Glorieuses」
です。毎年11月の三日間にわたって行なわれます。
ちなみに、
ボジョレー・ヌーボーの解禁日は
毎年11月の第三木曜日。
その直後に行なわれるお祭なのです。飲んべえの筆者はちょうど一昨年に参加して
まいりました！

民族衣装で踊る子供たち。

たくさんの屋台と人々。

AJ-FRANCE
Le Journal no.15

熱気あふれるワインオークション会場。

街の中に入ってみると、様々な屋台が立ち並び、大道芸、
からくり人形、民俗衣装を着た人々によるパレード
など、様々なイベントが繰り広げられます。小さな街に、世界中からの観
光客だけでなくワイン業界の関係者やメディアがひしめいていました。
というのも、
このお祭の最大の目玉は、国際的にも関心の高いワイン
オークション。
このオークションには世界中のワイン商が集まります。
個人での参加は難しいのですが、会場の後方スペースを一部、見学用
に観光客へ開放していると聞きつけ、行列に加わってひたすら待つこ
と１時間。
いよいよ関係者が入場し、競売開始。切れ目無く喋り続ける
司会者、上がっていく値段、競り落とされた瞬間・・・熱気あふれる空気
夕刻になるとイルミネーションが。
を目の当たりにできて大満足でした！
ボーヌは、
２〜３ページの留学体験記の舞台となったディジョンから電車でわずか20分。普通の観光に加え
て、
フランス現地のお祭に参加してみるのも楽しいですね！

AJ-France Le Journal 設置にご協力いただけるショップ・カフェ・レストラン・学校など大募集！！
広告掲載店舗も募集中！お気軽にお問い合わせください。

AJ-France アージー・フランス

フランス語教室

フランス留学サポート
詳しくはホームページをご覧ください。
お問い合わせはお気軽にどうぞ。
realisé par Ayako子羊のロティ
IWAI

各プログラムのお申込・お問い合わせ先
☎ 075-703-0115（共通）
〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU
教室：
留学：

仏キノコそえ
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■留学体験記：ディジョンに２週間短期留学＆ホームステイ ■
■ 大好評！フランスのパン教室 ■
■11月のスペシャルイベント ボジョレー・ヌーボー祭 2011 ■
■大好評につき復活！アトリエ♪シャンソン■

L’école d’AJF ‘‘INFO’’
個人レッスン＆グループレッスン

「超入門」
グループレッスン開講！

Madame Ruriko. W
留学先：ディジョン

10月15日〜12月17日 毎週土曜日
11h15〜12h45

期間：２週間(2011年6月）

今回の留学特派員は、AJ-Franceフランス語
教室に通っていただいているRurikoさん。
ワインと美食の街、
ディジョンで２週間のホー
ムステイを満喫して来られました！

教室情報

語学学校：AF de Borgogne
滞在：ホームステイ
AJフランス語レッスン歴：約10ヶ月

ディジョンとは。。。
パリから列車で２時間弱、
ワイン
で有名なブルゴーニュ地方の中
心都市で、美食の街として知られ
ています。特産品として有名なマ
スタードは様々な種類があり、
お
土産にもぴったり。学生都市でも
あり、多くの学生でにぎわってい
ます。

アージー・フランスのレッスンは丁寧で楽しい♪ ひとりひとりのレベルやペースに
合わせてレッスンを行います。
まずは無料体験レッスンで教室の雰囲気を感じて下さい！
◆個人レッスン ：【1レッスン 55分】
（スカイプレッスンも行っております！）
レッスン料：1ヶ月4回 ￥14000 /3ヶ月6回 ￥22000
◆グループ：【1レッスン 90分】レッスン料：￥29000（全10回）

DELF／DALF 仏検試験対策レッスン
試験対策はもちろん、
その他のフランス語
オーダーメイドレッスン
お見積もりします！
ご相談ください。
ブルゴーニュ地方の美しい瓦屋根。

〜Rurikoさんの留学体験記〜
フランスに行きたい、
でも普通の旅行では物足りない、生活するように滞在したいし語学も
勉強したい、
でもそんなに長く行けない、
そんな私のワガママが実現しました。
滞在したディジョンはこぢんまりとした街で、
中心部には旧ブルゴーニュ公宮殿、教会、広場
などがあり、
まるで中世の時代に迷い込んだ
かのよう。
ホームステイ先から学校までは歩
いて30分ほどで、通学路にはブルゴーニュ運
河、SNCFの線路、寺院、朝市、美術館、
レスト
ランなどなど、沿道を楽しみながら毎日通い
ました。

秋のお菓子&お料理レッスン

フランス語未経験の方も大歓迎♪

◎費用：￥3800（材料費込み）

＊生徒登録されている方は￥3500
◎場所：AJ-France キッチン
◎講師：ジャン・ジャック先生
◎フランス語レベル：全レベル対応
◎申込〆：レッスンの2日前までにお申込下さい。

①華やかオシャレなメニュー☆
＜10月15日(土) 10h〜13h＞
『きのこのオモニエール(巾着包み)』

足をのばして近郊のブドウ畑へ。

仏検は、AJ-Franceでお申し込み可能！

アージー・フランスで試験対策しませんか♪
そろそろフランス語学習の成果を試したい、仏検やDELFを受けよ
うと思うけど、一人で勉強しても分からないところがある方、
経験豊かな講師が、個人個人のレベルと希望に合わせてレッスンを
いたします！
追加料金にて個人レッスンで試験対策レッスンを行います。
詳細はお問い合わせ下さい。

③見た目も味も可愛い♪
＜11月24日(木)14h〜17h＞
『しずく型チョコレートケーキ』

②ポピュラーな家庭料理！
＜11月12日(土)10h〜13h＞
『アッシ・パルモンティエ
(じゃが芋のグラタン風)』

④みんな大好き！さくさくのパイ
＜12月11日(日)14h〜17h＞
『ガレット・デ・ロワ』

★

ランチ 1500円~

ディナー

★

フランス料理教室生徒募集中

2500円~

営業時間/
昼 11:30~14:30（L..O)
夜 17:30~21:30（L..O)
定休日/水曜日＆料理教室開催日

暮らし心地の良い家づくり研究所
ホームページ
新しくなりました！
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COM は暮らし心地の良い家づくりを提案する
京都のインテリアコーディネーター事務所です。

http://www.happyhomelab.com

〒604-0931
京都市中京区河原町二条西入ル榎木町87
河二ガレージビル 2F
TEL&FAX: 075-253-6767
e-mail/parisbis1998@gmail.com
http://ameblo.jp/parisbiskyoto/
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教室情報

Zoom sur … les proverbes 諺で練習問題！

アージー・フランスの講師陣がことわざを紹介しています。次の４つの諺にあう正しい意味を選びましょう！

« Après la
pluie le beau

●
●

temps. »
フロリアン先生

« Impossible
n’est pas

●

français. »
シャルロット先生

Ce proverbe signifie que, pour construire quelque chose, il faut prendre son
temps, comme l’oiseau qui fait son nid
brindille par brindille.
Je pense que c’est comme ça que l’on
apprend une langue, en accumulant
petit à petit les connaissances. Si l’on
se presse trop, le nid ne sera pas assez
solide et s’envolera avec le vent !

Ce proverbe, très optimiste, signifieque le bonheur arrive toujours après le
malheur. Comme après la tristesse, il y a
● toujours de la joie, il faut rester optimiste. Ce proverbe nous rappelle qu’il ne
faut jamais baisser les bras et toujours
garder espoir.

charrue avant

とてもお世話になったステイ先のマダム。

学校で先生と一緒に。

ホームステイ先はとても明るくて楽しいマダムと下宿
している大学生の姪御さんの２人住まいでした。
マダ
ムはフルタイムでお勤めなので、仕事から帰ってから
夕食の準備です。手際よくて美味しくて盛りつけも素
敵なディナーがあっという間に出来上がります。私も
興味津々で、
お手伝いしながらあれやこれやとメモに
書き留めました。
また郊外の妹さんの家を訪ね、庭で
カシス、
フランボワーズ、
グルゼイユを摘んだり、
セー
ヌ川の源流を見に出かけたり、
スーパーで買物に付き
合ってもらったりと、本当によくしてもらいました。

ある日の夕食後、
お茶会をしました。
日本から持参した着物
を着て、
お抹茶を点ててあげたのですが、
とても喜ばれ、
い
い民間外交ができたなぁと思っています。

« Il ne faut
pas mettre la

Alliance Française Bourgogneではひとクラス
７〜８名で授業は一日４時間、週４日でした。初日にク
ラスに入るといろんな国からの留学生がフリートーキ
ングをしています。何が何やらさっぱり解らないで困っ
ていると、
「大丈夫、最初はこんなものだから気にしな
いで！」
と先生に励ましてもらい少し安心しました。
そ
の後も自分のレベルに合わせて丁寧に指導してもらえ
て良かったです。

●

les bœufs. »

●

アユブ先生

Selon Napoléon Ier, cela signifie que le
terme « impossible » n’existe pas dans la
langue française car il refusait la défaite.
Les Français ne veulent pas perdre devant les difficultés car tout est possible !

最後に。。。

マダムがフランス語を学ぶに私に贈ってくれた諺
Petit à petit l’oiseau fait son nid.
(鳥は少しずつ巣を作る)

Paris n’est pas fait en un jour.
(パリは一日にして成らず)

この言葉を忘れずに、
これからもコツコツと頑張っていきた
« Petit à petit
l’oiseau fait

●

son nid »

●

Cette expression veut dire qu’il ne faut
pas aller trop vite quand on fait quelque
chose, et qu’il faut faire les choses dans
l’ordre, étape par étape.

シプリアン先生

BLOG D’AJ-FRANCE

AJ-Franceのブログ日本語＆フランス語で更新中。

留学ブログ http://france-ryugaku.com/wordpress/
教室ブログ http://aj-france.com/blog/

＊練習問題の正解と日本語訳はブログをチェック！

いと思います。

着付けの仕方も披露なさったそうです！

気軽に短期留学でフランス生活を楽しんでみてはいかが？
「長期留学は難しいけど、
１〜２週間なら予算でもスケジュールでもなんとかなるかも！」
そのような方はぜひ
AJ-Franceにご相談ください。AJ-Franceはフランス各地に50校以上の提携校があり、
ご希望に合わせた学校
や滞在スタイルのご提案が可能です。1週間の短期留学から長期留学まで、
ホームステイ、
ワーホリ、
パリのアパ
ート手配、各種ビザサポート、翻訳等、
フランス留学のことなら何でもご相談ください。事務所は京都にあります
が、遠方にお住まいの方へはメール・電話・スカイプにて完全サポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせ
ください！

11月のスペシャルイベント
Fête de Beaujolais Nouveau『ボジョレーパーティー』
毎年大盛況の
『ボジョレー・ヌーボーを楽しむ会』
を今年も開催！
京都北山でワイワイおしゃべりを楽しみつつ、美味しいボジョレーを堪能しまし
ょう♪
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
日時：2011年11月19日夜（予定）
場所・費用：未定 ★詳細は10月初旬にHPにてご案内します。
お楽しみに！

Qu’est ce que c’est? これなんですか？
Sophie la Girafe® Le jouet des Bébé
フランスで知らない人はいない、
「きりんのソフィー」。皆さんご存知ですか？
この小さなキリンは1961年5月25日．．．聖ソフィの日に誕生したんです！
彼女は直ぐに成功をおさめ、一挙に若いママ達に知れ渡り、彼女達の子どもにと
って必要不可欠なものとなりました。
初めて乳歯が生える時も、
きりんのソフィのおかげで泣かなかいとか。
視覚、聴覚、味覚、触覚、臭覚や把握能力など、3ヶ月からの赤ちゃんの全ての感
覚目覚めさせます。

ラミデュパンさんのパンは生地の仕込みから焼き上げまで一貫して手作りで
行っています。
フランスから仕入れたレンガで作り上げたこだわりの石釜も必
見。
フランス人パン職人から本格パン作りを学びましょう！
日時：2011年10月22日
（土）10h〜17h頃
場所:L’ami du painさん
（最寄り駅：地下鉄 北大路駅）

教室情報

『フランス語で歌おう ♪』 Atelier de Chanson
フランスで歌えたら、気分も盛り上がってちょっと素敵♪
歌詞と発音を楽しく学び、歌いましょう！
レッスン料：18000円
（全6回）

人数：4〜7名程度

開催日：隔週土曜日 14h〜15h30
担当講師：フロリアン先生

日程：2011年10月8日、29日、11月5日、26日、12月3日、17日

『赤ちゃんと一緒！お母さんのためのさらっとフランス語』
小さなお子様をお持ちのお母さんで、
なかなかお外に出られない方、
ずーっとお家にいて少し気がめいってき
た方、育休を機に何か始めてみたい方、他のお母さんと交流したい方など、
お母さん対象のレッスンです。毎
回、子供に歌ってあげるフランス語の歌を１曲勉強します。
お子様のレッスンではありませんが、赤ちゃんを
連れてお越しいただけます。
レッスン中の授乳やおむつの取り替えなども自由に行ってください。
レッスン料：21000円
（全６回）
開催日：水曜日 14h00〜15h30
10月5日、19日、11月2日、16日、12月7日、21日
対象レベル：フランス語初心者
担当講師：Akiko先生（講師も現役ママ！）
お子様の年齢：幼稚園入園前くらいのお子様（0〜3才くらいまで）

フランスのパン教室 ☆AJ-France × L’AMI DU PAIN 特別企画☆

レッスン料：5000円
（材料費、
ランチ代込み☆）

L’école d’AJF ‘‘INFO’’

大好評企画
第３弾！

Salon de discussion 『フランス語おしゃべりカフェ』
ワンコイン500円でカフェを飲みながら、
フランス語でおしゃべりを
楽しみませんか？
おしゃべり大好きなフランス人スタッフが皆さんの参加をお待ちし
ております♪ どなたでもお気軽にご参加ください！
参加費：500円
（カフェ付）、予約不要 場所：AJ-France1階
フランス語レベル：初級から上級まで ★毎月1回開催中★

9月のスペシャルイベント Festibière『ベルギービール祭り2011』
毎年大盛況のベルギービール祭！！まだまだ暑い９月初旬、味わい深く
バラエティ豊かなベルギービールをぐっと飲んで盛り上がりましょう！！
日時：2011年９月１０日
（土）18h00〜20h30
場所・費用：2500円
（ビール代、
オシャレな軽食代込み）
定員：３５名（お申し込みはお早めに！）

AJ会員以外の方も
ご参加いただけます！
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毎年大盛況の
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参加費：500円
（カフェ付）、予約不要 場所：AJ-France1階
フランス語レベル：初級から上級まで ★毎月1回開催中★

9月のスペシャルイベント Festibière『ベルギービール祭り2011』
毎年大盛況のベルギービール祭！！まだまだ暑い９月初旬、味わい深く
バラエティ豊かなベルギービールをぐっと飲んで盛り上がりましょう！！
日時：2011年９月１０日
（土）18h00〜20h30
場所・費用：2500円
（ビール代、
オシャレな軽食代込み）
定員：３５名（お申し込みはお早めに！）

AJ会員以外の方も
ご参加いただけます！

L’école d’AJF ‘‘INFO’’

教室情報

Zoom sur … les proverbes 諺で練習問題！

アージー・フランスの講師陣がことわざを紹介しています。次の４つの諺にあう正しい意味を選びましょう！

« Après la
pluie le beau

●
●

temps. »
フロリアン先生

« Impossible
n’est pas

●

français. »
シャルロット先生

Ce proverbe signifie que, pour construire quelque chose, il faut prendre son
temps, comme l’oiseau qui fait son nid
brindille par brindille.
Je pense que c’est comme ça que l’on
apprend une langue, en accumulant
petit à petit les connaissances. Si l’on
se presse trop, le nid ne sera pas assez
solide et s’envolera avec le vent !

Ce proverbe, très optimiste, signifieque le bonheur arrive toujours après le
malheur. Comme après la tristesse, il y a
● toujours de la joie, il faut rester optimiste. Ce proverbe nous rappelle qu’il ne
faut jamais baisser les bras et toujours
garder espoir.

charrue avant

とてもお世話になったステイ先のマダム。

学校で先生と一緒に。

ホームステイ先はとても明るくて楽しいマダムと下宿
している大学生の姪御さんの２人住まいでした。
マダ
ムはフルタイムでお勤めなので、仕事から帰ってから
夕食の準備です。手際よくて美味しくて盛りつけも素
敵なディナーがあっという間に出来上がります。私も
興味津々で、
お手伝いしながらあれやこれやとメモに
書き留めました。
また郊外の妹さんの家を訪ね、庭で
カシス、
フランボワーズ、
グルゼイユを摘んだり、
セー
ヌ川の源流を見に出かけたり、
スーパーで買物に付き
合ってもらったりと、本当によくしてもらいました。

ある日の夕食後、
お茶会をしました。
日本から持参した着物
を着て、
お抹茶を点ててあげたのですが、
とても喜ばれ、
い
い民間外交ができたなぁと思っています。

« Il ne faut
pas mettre la

Alliance Française Bourgogneではひとクラス
７〜８名で授業は一日４時間、週４日でした。初日にク
ラスに入るといろんな国からの留学生がフリートーキ
ングをしています。何が何やらさっぱり解らないで困っ
ていると、
「大丈夫、最初はこんなものだから気にしな
いで！」
と先生に励ましてもらい少し安心しました。
そ
の後も自分のレベルに合わせて丁寧に指導してもらえ
て良かったです。

●

les bœufs. »

●

アユブ先生

Selon Napoléon Ier, cela signifie que le
terme « impossible » n’existe pas dans la
langue française car il refusait la défaite.
Les Français ne veulent pas perdre devant les difficultés car tout est possible !

最後に。。。

マダムがフランス語を学ぶに私に贈ってくれた諺
Petit à petit l’oiseau fait son nid.
(鳥は少しずつ巣を作る)

Paris n’est pas fait en un jour.
(パリは一日にして成らず)

この言葉を忘れずに、
これからもコツコツと頑張っていきた
« Petit à petit
l’oiseau fait

●

son nid »

●

Cette expression veut dire qu’il ne faut
pas aller trop vite quand on fait quelque
chose, et qu’il faut faire les choses dans
l’ordre, étape par étape.

シプリアン先生

BLOG D’AJ-FRANCE

AJ-Franceのブログ日本語＆フランス語で更新中。

留学ブログ http://france-ryugaku.com/wordpress/
教室ブログ http://aj-france.com/blog/

＊練習問題の正解と日本語訳はブログをチェック！

いと思います。

着付けの仕方も披露なさったそうです！

気軽に短期留学でフランス生活を楽しんでみてはいかが？
「長期留学は難しいけど、
１〜２週間なら予算でもスケジュールでもなんとかなるかも！」
そのような方はぜひ
AJ-Franceにご相談ください。AJ-Franceはフランス各地に50校以上の提携校があり、
ご希望に合わせた学校
や滞在スタイルのご提案が可能です。1週間の短期留学から長期留学まで、
ホームステイ、
ワーホリ、
パリのアパ
ート手配、各種ビザサポート、翻訳等、
フランス留学のことなら何でもご相談ください。事務所は京都にあります
が、遠方にお住まいの方へはメール・電話・スカイプにて完全サポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせ
ください！

L’école d’AJF ‘‘INFO’’
個人レッスン＆グループレッスン

「超入門」
グループレッスン開講！

Madame Ruriko. W
留学先：ディジョン

10月15日〜12月17日 毎週土曜日
11h15〜12h45

期間：２週間(2011年6月）

今回の留学特派員は、AJ-Franceフランス語
教室に通っていただいているRurikoさん。
ワインと美食の街、
ディジョンで２週間のホー
ムステイを満喫して来られました！

教室情報

語学学校：AF de Borgogne
滞在：ホームステイ
AJフランス語レッスン歴：約10ヶ月

ディジョンとは。。。
パリから列車で２時間弱、
ワイン
で有名なブルゴーニュ地方の中
心都市で、美食の街として知られ
ています。特産品として有名なマ
スタードは様々な種類があり、
お
土産にもぴったり。学生都市でも
あり、多くの学生でにぎわってい
ます。

アージー・フランスのレッスンは丁寧で楽しい♪ ひとりひとりのレベルやペースに
合わせてレッスンを行います。
まずは無料体験レッスンで教室の雰囲気を感じて下さい！
◆個人レッスン ：【1レッスン 55分】
（スカイプレッスンも行っております！）
レッスン料：1ヶ月4回 ￥14000 /3ヶ月6回 ￥22000
◆グループ：【1レッスン 90分】レッスン料：￥29000（全10回）

DELF／DALF 仏検試験対策レッスン
試験対策はもちろん、
その他のフランス語
オーダーメイドレッスン
お見積もりします！
ご相談ください。
ブルゴーニュ地方の美しい瓦屋根。

〜Rurikoさんの留学体験記〜
フランスに行きたい、
でも普通の旅行では物足りない、生活するように滞在したいし語学も
勉強したい、
でもそんなに長く行けない、
そんな私のワガママが実現しました。
滞在したディジョンはこぢんまりとした街で、
中心部には旧ブルゴーニュ公宮殿、教会、広場
などがあり、
まるで中世の時代に迷い込んだ
かのよう。
ホームステイ先から学校までは歩
いて30分ほどで、通学路にはブルゴーニュ運
河、SNCFの線路、寺院、朝市、美術館、
レスト
ランなどなど、沿道を楽しみながら毎日通い
ました。

秋のお菓子&お料理レッスン

フランス語未経験の方も大歓迎♪

◎費用：￥3800（材料費込み）

＊生徒登録されている方は￥3500
◎場所：AJ-France キッチン
◎講師：ジャン・ジャック先生
◎フランス語レベル：全レベル対応
◎申込〆：レッスンの2日前までにお申込下さい。

①華やかオシャレなメニュー☆
＜10月15日(土) 10h〜13h＞
『きのこのオモニエール(巾着包み)』

足をのばして近郊のブドウ畑へ。

仏検は、AJ-Franceでお申し込み可能！

アージー・フランスで試験対策しませんか♪
そろそろフランス語学習の成果を試したい、仏検やDELFを受けよ
うと思うけど、一人で勉強しても分からないところがある方、
経験豊かな講師が、個人個人のレベルと希望に合わせてレッスンを
いたします！
追加料金にて個人レッスンで試験対策レッスンを行います。
詳細はお問い合わせ下さい。

③見た目も味も可愛い♪
＜11月24日(木)14h〜17h＞
『しずく型チョコレートケーキ』

②ポピュラーな家庭料理！
＜11月12日(土)10h〜13h＞
『アッシ・パルモンティエ
(じゃが芋のグラタン風)』

④みんな大好き！さくさくのパイ
＜12月11日(日)14h〜17h＞
『ガレット・デ・ロワ』

★

ランチ 1500円~

ディナー

★

フランス料理教室生徒募集中

2500円~

営業時間/
昼 11:30~14:30（L..O)
夜 17:30~21:30（L..O)
定休日/水曜日＆料理教室開催日

暮らし心地の良い家づくり研究所
ホームページ
新しくなりました！

-2-

COM は暮らし心地の良い家づくりを提案する
京都のインテリアコーディネーター事務所です。

http://www.happyhomelab.com

〒604-0931
京都市中京区河原町二条西入ル榎木町87
河二ガレージビル 2F
TEL&FAX: 075-253-6767
e-mail/parisbis1998@gmail.com
http://ameblo.jp/parisbiskyoto/
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フランス最大のワイン祭

LES TROIS GLORIEUSES 〜栄光の三日間〜

フランスワインといえばブルゴーニュ！という方も多いのではないでしょうか。
フランス東部にある屈指のワイ
ン名産地、
ブルゴーニュ地方。今回はそのブルゴーニュワインの首都と言われるボーヌで行なわれるお祭りを
ご紹介します！
フランスで一番有名なワイン祭といえば、
こちらボーヌを中心に開催される
「栄光の3日間 Les Trois
Glorieuses」
です。毎年11月の三日間にわたって行なわれます。
ちなみに、
ボジョレー・ヌーボーの解禁日は
毎年11月の第三木曜日。
その直後に行なわれるお祭なのです。飲んべえの筆者はちょうど一昨年に参加して
まいりました！

民族衣装で踊る子供たち。

たくさんの屋台と人々。

AJ-FRANCE
Le Journal no.15

熱気あふれるワインオークション会場。

街の中に入ってみると、様々な屋台が立ち並び、大道芸、
からくり人形、民俗衣装を着た人々によるパレード
など、様々なイベントが繰り広げられます。小さな街に、世界中からの観
光客だけでなくワイン業界の関係者やメディアがひしめいていました。
というのも、
このお祭の最大の目玉は、国際的にも関心の高いワイン
オークション。
このオークションには世界中のワイン商が集まります。
個人での参加は難しいのですが、会場の後方スペースを一部、見学用
に観光客へ開放していると聞きつけ、行列に加わってひたすら待つこ
と１時間。
いよいよ関係者が入場し、競売開始。切れ目無く喋り続ける
司会者、上がっていく値段、競り落とされた瞬間・・・熱気あふれる空気
夕刻になるとイルミネーションが。
を目の当たりにできて大満足でした！
ボーヌは、
２〜３ページの留学体験記の舞台となったディジョンから電車でわずか20分。普通の観光に加え
て、
フランス現地のお祭に参加してみるのも楽しいですね！

AJ-France Le Journal 設置にご協力いただけるショップ・カフェ・レストラン・学校など大募集！！
広告掲載店舗も募集中！お気軽にお問い合わせください。

AJ-France アージー・フランス

フランス語教室

フランス留学サポート
詳しくはホームページをご覧ください。
お問い合わせはお気軽にどうぞ。
realisé par Ayako子羊のロティ
IWAI

各プログラムのお申込・お問い合わせ先
☎ 075-703-0115（共通）
〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU
教室：
留学：

仏キノコそえ

-8-

www.aj-france.com
ecole@aj-france.com

www.france-ryugaku.com
sejour@france-ryugaku.com
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■留学体験記：ディジョンに２週間短期留学＆ホームステイ ■
■ 大好評！フランスのパン教室 ■
■11月のスペシャルイベント ボジョレー・ヌーボー祭 2011 ■
■大好評につき復活！アトリエ♪シャンソン■

