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EDITO
Un programme culturel « Kansai »
LʼInstitut français du Japon – Kansai a désormais une revue culturelle.
Renouant avec lʼhistoire de lʼétablissement, qui puise ses origines dans des liens dʼamitié anciens entre Kyoto et
Osaka, elle entend proposer, sur les deux sites à nouveau rapprochés depuis le mois de janvier, une programmation commune reflétant tant leur gémellité institutionnelle que leur identité respective. Cette programmation estivale, qui présente quelques-unes des meilleures manifestations de la créativité française, sera donc itinérante…
et festive !
Charles Pasi ouvrira ainsi à Osaka la Fête de la musique qui se tiendra à Kyoto. La fête sera également au cinéma, le Festival du Film Français se déroulant cette année dans les deux villes. Lʼart contemporain français sera
représenté dans le cadre de Art Osaka et dʼexpositions, à Kyoto, proposées par Kyoko Kasuya et Asamï Nishimura,
en collaboration avec dʼanciens résidents de la villa Kujoyama. La « plasticienne de mode » Micha Deridder, exposera à Kyoto des vêtements singuliers qui seront mis en scène à Osaka. Nous vous invitons aussi à découvrir
la pièce chorégraphique Breathing Monster de Myriam Gourfink, premier programme Dance Cross à Kyoto. Enfin,
deux débats auront lieu : l'un sur l'éthique et l'espace à Kyoto et l'un sur les PME face aux nouveaux risques à
Osaka.
A vos agendas donc et à très bientôt pour partager ce premier été de lʼInstitut français du Japon – Kansai !

「関西」の文化プログラム
アンスティチュ・フランセ関西の文化イベントが、今号より独立したプログラムになりました。
京都と大阪の友好関係に端を発する、
アンスティチュの歴史を再び結び合わせるように、
この1月より統合されたアンスティ
チュ・フランセ関西。京都、大阪の2つの拠点において、共通の企画や独自の企画をご提案します。
フランスの最良のクリエー
ションをご紹介する、文化プログラムの夏号。大阪と京都を巡る、
フェスティバル！
音楽イベントの幕を開けるのは、
シャルル･パジが大阪で行うライブ。
京都では
「フェット・ド・ラ・ミュージック〜音楽の祭日」
が
開催されます。
映画のフェスティバル
「フランス映画祭2013 in 関西」
は今年、
京都と大阪で作品を上映することになりました。
フランスの現代アートは、
ART OSAKAでお楽しみ下さい。
京都では糟谷恭子と西村麻美が、
ヴィラ九条山の元招聘アーティス
ト達と展覧会を企画しました。
モードの造形美術家、
ミシャ・デリダーは、風変わりな衣装の展覧会を京都で行う他、大阪
ではパフォーマンスを披露します。
ダンスにおいては、
日仏交流企画「ダンスクロス」
が京都に初登場。振付家ミリアム・グルフィックによるダンス・パフォーマン
ス、
「Breathing Monster」
をお見逃しなく。
京都では「宇宙理論と宇宙文化」
と題した講演会、大阪では討論会「新たなリスクと中小企業」
も開催します。
皆様のスケジュールにぜひ、書き留めてください。
アンスティチュ・フランセ関西の初夏のイベントをご一緒に！

Isabelle Olivier
Responsable du service artistique
Institut français du Japon - Kansai
アンスティチュ・フランセ関西
文化プログラム主任
イザベル・オリヴィエ
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CINÉMA

Festival du Film Français 2013
フランス映画祭2013 in 関西
6月22日
（土）〜6月28日
（金）

Du samedi 22 au vendredi 28 juin

今年もフランス映画祭にて最新作をいち早くご紹介します。
また“ヌーヴェルヴァーグの真珠”と謳われるジャック・ドゥミ
の処女長編『ローラ』
のデジタル修復完全版の上映もでき
ることになりました。
フランス代表団の団長にはフランソワ・
トリュフォーやジャン＝リュック・ゴダールら巨匠たちに愛さ
れ、若手の監督たちからも挙って出演依頼され、
いつまでも
輝き続ける女優ナタリー・バイを迎え、彼女の代表作を特
集します。詳細は決定次第、
サイトやチラシなどでお知らせ
いたします。

Pour la seconde année, le Festival du Film Français
voyage pour faire découvrir au public japonais du Kansai de nouveaux films français. Le programme est
constitué d'une projection exceptionnelle de Lola de
Jacques Demy en version intégrale restaurée, film appelé "perle de la nouvelle vague", ainsi que d'une rétrospective Nathalie Baye, présidente du jury de ce festival et
actrice phare du cinéma de François Truffaut et de JeanLuc Godart. Le programme définitif sera communiqué via
notre site internet et notre flyer.

※上映予定作品およびゲストは変更になる場合があります。
あらかじ
めご了承下さい。

© DR
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OSAKA
6月22日
（土）〜6月28日
（金）
<フランス映画最新作>
『森に生きる少年〜カラスの日 〜』
『
、恋のときめき乱気流』
、
『短編作品集』、
『遭難者（仮）／女っ気なし
（仮）』
『バルニーのちょっとした心配事』
『
、勝手に逃げろ／人生』
、
『マチューの受難』
ゲスト：ナタリー・バイ
会場：梅田ガーデンシネマ
大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビルタワーイースト4F
Tel. 06-6440-5977 www.gardencinema.jp/umeda/

Du samedi 22 au vendredi 28 juin
<Nouveaux films français>
Le Jour des Corneilles, Amour & turbulences, Séance
de courts-métrages, Le Naufragé / Un monde sans
femmes
<Rétrospective Nathalie Baye>
Barnie et ses petites contrariétés, Sauve qui peut (la vie),
Selon Matthieu
Invitée : Nathalie Baye
Umeda Garden Cinema
1-1-88. Skybuilding Tower East 4F, Oyodonaka, Kita, Osaka
Tél. 06-6440-5977 www.gardencinema.jp/umeda/

KYOTO
6月22日
（土）〜6月28日
（金）
<フランス映画最新作>
『アナタの子供』、
『母の身終い』
『短編作品集』『
、
、ウェリ
ントン将軍〜ナポレオンを倒した男〜（仮）』
ゲスト：ジャック・ドワイヨン、
ルー・ドワイヨン
<ジャック・ドワイヨン＆ルー・ドワイヨン特集>
『フリーキー・ラブ！』
<ナタリー・バイ特集>
『悪の華』
『緑色の部屋』、
会場：京都シネマ
京都市下京区四条烏丸下ル西側 COCON烏丸3F
Tel. 075-353-4723 www.kyotocinema.jp

6月25日
（火）
『わたしはロランス』、
『ローラ』
デジタル修復完全版
ゲスト：ナタリー・バイ
会場：同志社大学寒梅館ハーディホール
京都市上京区烏丸通上立売下ル御所八幡町103
Tel. 075-251-3270
（同志社大学今出川校地学生支援課）

KYOTO
Du samedi 22 au vendredi 28 juin
<Nouveaux films français>
Un enfant de toi, Quelques heures de printemps,
Séance de courts-métrages, Linhas de Wellington
Invités : Jacques Doillon, Lou Doillon
<Programme spécial Jacques Doillon & Lou Doillon>
Carrément à l'ouest
<Rétrospective Nathalie Baye>
La chambre verte, La fleur du mal
Kyoto Cinema
3F COCON Karasuma, Karasuma Shijo sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto
Tél. 075-353-4723 www.kyotocinema.jp

Mardi 25 juin
Laurence Anyways, Lola
Invitée : Nathalie Baye
Université de Doshisha Kambaikan Hardy Hall
103 Gosho-Hachiman-cho, Karasuma-Kamidachiuri-sagaru,
Kamigyo-ku, Kyoto
Tél. 075-251-3270

お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ関西
料金：一般1200円、学生800円、他

Renseignements : Institut français du Japon - Kansai
Tarifs : 1200 yens, étudiants 800 yens, etc.

© 2012
CinéTamaris-Fondation Groupama
Gan-Fondation
Technicolor
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<ナタリー・バイ特集>

OSAKA

Exposition

La garde-robe à voyager,
une collection de valises
「ジャパニーズ・スーツケース」展覧会
6月14日
（金）〜6月30日
（日）
※25日
（火）
を除く
火曜〜日曜：11:00~19:00

Du vendredi 14 juin au dimanche 30
juin (sauf le mardi 25 juin)
Mardi - dimanche : de 11h à 19h

オープニング・レセプション：6月14日
（金）18:00
クロージング・パフォーマンス：6月30日
（日）15 :00

Vernissage le vendredi 14 juin à 18h
Performance de clôture le dimanche 30 juin à 15h

ミシャ・デリダー、
アンヌ・ヴァンベルグ、
ジャックゴ
ルノー・純子

Micha Deridder, Anne Wambergue et Junko
Jacgorno

モードの造形美術家、
ミシャ・デリダーによる展覧会。風変
わりな衣装が詰まったスーツケースが登場します。動きを不
自由にする不思議な衣装は、様々な感情や感覚やイマジネ
「機能性」
に問いを投げかけ
ーションを刺激し、衣装の持つ
ます。観客は衣装を試着することもできます。

Une valise composée de vêtements singuliers, mis
en scène sous forme de performances, et proposés à
lʼessayage du public. Micha Deridder, “plasticienne de
mode”, réalise et met en scène des vêtements singuliers engageant ou contraignant le mouvement, surtout
révélateurs dʼun imaginaire.

アンヌ・ヴァンベルグとミシャ・デリダーはナントの美術学院
で出会いました。
コンテクストを重視した二人のパフォーマ
ンスは、造形芸術とダンスを、
ユーモラスに軽快に融合させ
た作品です。
ミシャは衣類から様々なコードを取り除くこと
で、衣服の限界を探査し、形や素材といった本質へと向か
います。
アンヌはその間に滑り込み、動きを与えます。
ジャッ
クゴルノー・純子はコーディネーターとして、二人を未知の
国、
日本に誘います。
アニュアルギャラリー
京都市上京区実相院町156 Tel. 075-431-6469
（堀川今出川バス停近く、
白峰神宮北側）
入場無料

Anne Wambergue & Micha Deridder se sont rencontrées aux Beaux-arts de Nantes. Leurs performances,
contextuelles, mêlant avec humour et légèreté oeuvres
plastiques et danse, amusent et intriguent. Micha explore les limites du vêtement, enlevant les codifications, allant à lʼessentiel : une forme, une matière. Anne
sʼy glisse et le met en mouvement. Junko les soutient
et les accompagne à la découverte de son pays natal.
ANEWAL Gallery
156 Jissouin-cho, Kamigyo-ku, Kyoto
Entrée libre

© Sawata Clouet

© Bernard Renoux

© Micha Deridder
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6月16日
（日）16:00
CULTURE

レクチャー＆試着パフォーマンス
ギャラリーギャラリー
京都市下京区河原町四条下ル東側・寿ビル5F
（京都マルイより1つ目の点滅信号南50ｍ東側）
入場無料 Tel. 075-341-1501

6月21日
（金）18:00

OSAKA

パフォーマンス

© Sawata Clouet

アンスティチュ・フランセ関西―大阪
入場無料

6月26日
（水）15:00

展覧会ガイドツアー
アニュアルギャラリー
入場無料
共催 :アニュアルギャラリー、
ギャラリーギャラリー

Dimanche 16 juin à 16h

Présentation et essayage
à la Gallery Gallery
Kotobuki Bldg. 5F, Kawaramachi, Shijo-sagaru,
Shimogyo-ku, Kyoto
Entrée libre

Vendredi 21 juin à 18h

Performance à lʼInstitut français du
Japon – Kansai / Osaka
Entrée libre

Mercredi 26 juin à 15h

Visite guidée de lʼexposition à
l'ANEWAL Gallery
Entrée libre
Co-organisateurs : ANEWAL Gallery, Gallery Gallery

© Bernard Renoux

アンスティチュ・フランセ関西
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Performance de danse

Myriam Gourfink, Breathing Monster
「Breathing Monster」
ミリアム・グルフィック ダンスパフォーマンス
7月3日
（水）19:00

Mercredi 3 juillet à 19h

無限に続くかと思われる長い呼吸、絶えず運動状態にあり
ながらも静止しているかのような、
ゆっくりとした流れ。
それ
が、
モルヒネのような効果を生む、
ミリアム・グルフィックの振
付による作品の魅力でしょう。
この作品の音楽は、作曲家カ
スパー・トプリッツによるものです。
ミリアムのダンスを音楽
で体現しています。音と身体が一体となった作品世界に飛
び込みましょう。全身の感覚が響き合う体験となることでし
ょう。

Une longue expiration, quasi-infinie, une coulée lente
et comme arrêtée bien qu'en mouvement constant, les
pièces de Myriam Gourfink constituent un ensemble
fascinant, véritable morphine chorégraphique. Cette
pièce qui met en scène le compositeur Kasper Toeplitz,
alter ego à la musique de Myriam Gourfink à la danse,
est une plongée dans un univers où son et corps ne font
quʼun. Une expérience sensorielle totale.

京都芸術センター
（講堂）

Kyoto Art Center (Auditorium)

当日：2500 円、前売り：2000 円、学生／クラブ・フランス会員：1500円

2500 yens, réservation 2000 yens, étudiants et membres Club
France 1500 yens

講演会「ミリアム・グルフィックとカスパー・
トプリッツのダンスと音楽」
7月2日
（火）19:00

Conférence Musique / Danse de
Myriam Gourfink et Kasper Toeplitz
Mardi 2 juillet à 19h

フランスにおけるダンス振付研究のパイオニアであるミリアム・グ
ルフィックは、
フランス国立音響音楽研究所（IRCAM）
のレジデ
ント・アーティストでした。舞台作品「Breathing Monster」
の紹
介も兼ねて、
ミリアム・グルフィックとカスパー・トプリッツが、
音楽
とダンスの関係について講演します。
ニシジマ・アツシ
（アーティ
スト）、坂本公成（振付家）
との対談です。

Figure de proue de la recherche chorégraphique en France,
Myriam Gourfink a été également artiste en résidence à
l'IRCAM. En guise dʼintroduction de la pièce Breathing Monster, la chorégraphe Myriam Gourfink et le compositeur
Kasper Toeplitz mèneront une conférence sur les relations
entre musique et danse. Ils échangeront avec lʼartiste Atsushi Nishijima et le chorégraphe Kosei Sakamoto.

京都芸術センター 講堂
入場無料・逐時通訳付き

Kyoto Art Center (Auditorium)
Entrée libre, avec traduction consécutive

ヨガ・ワークショップ
7月3日
（水）14:00~15:30

Atelier de Yoga
Mercredi 3 juillet de 14h à 15h30

京都芸術センターでの舞台作品
「Breathing Monster」
の上演と連
動し、
ミリアム・グルフィックがヨガのワークショップを開きます。
ミ
リアム・グルフィックはダンス教育の国家資格を持ち、
フランス・ヨ
ガ学院でも学びました。
参加者とともにヨガを実践します。

Dans le cadre de la présentation de sa pièce Breathing
Monster à Kyoto Art Center, Myriam Gourfink propose un
atelier de yoga afin de partager sa pratique. Myriam Gourfink a reçu le diplôme dʼétat pour lʼenseignement de la
danse et est certifiée de l'Ecole Française de Yoga.

京都芸術センター 講堂
参加費 : 500 円

Kyoto Art Center (Auditorium)
500 yens

共催 : 京都芸術センター
ダンスパフォーマンス／ヨガワークショップ
・予約・お問合せ : アンスティチュ・フランセ関西―京都
・チケット販売 : 京都芸術センター窓口
（10:00~20:00）
Co-organisateur : Kyoto Art Center
Réservation / renseignements : Institut français du Japon – Kansai / Kyoto
Vente : Kyoto Art Center (de 10h á 20h)
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ART OSAKA 2013

JEUNE CREATION in ART OSAKA 2013
ジュヌクレアシオン in ART OSAKA 2013
7月20日
（土）11:00~18:00
7月21日
（日）11:00~19:00

Samedi 20 juillet de 11h à 18h
Dimanche 21 juillet de 11h à 19h

※入場は終了1時間前迄

Rendez-vous des jeunes galeries avec les galeries
établies, Art Osaka invite chaque année amateurs dʼart
et curieux à découvrir et partager un nouveau regard
sur lʼart contemporain japonais et étranger. Pour cette
11ème édition, Art Osaka invite la plateforme dʼartistes
française Jeune Création à présenter une sélection
dʼœuvres dʼartistes français et européens. Ne manquez
pas cette rencontre !

第11回となる現代美術のアートフェアART OSAKA。現代ア
ートが好きな方はもちろん、
アートのある生活に興味のあ
るすべての方に、
アートの世界との新しい関わり方、楽しさ
を味わってほしいと願っています。本フェアには国内外の老
舗から若手まで、多彩なギャラリーが一堂に集まります。今
回はフランスのジュヌクレアシオンから選出された作品も展
示。
ホテル客室ならではの展示により、作家やギャラリスト
との距離も近く、
アートをより身近に感じていただけます。
ホテルグランヴィア大阪26階
（ワンフロア貸切）
大阪市北区梅田3-1-1
入場料：1500円
※チケットはホテル26階、
フェア受付にてお買い求め下さい。
主催・お問合せ：ART OSAKA 実行委員会 Tel. 06-6577-0998
協力：アンスティチュ・フランセ関西

Hôtel GRANVIA OSAKA 26ème étage
3-1-1 Umeda Kita-ku Osaka
1500 yens – Billets disponibles au 26ème étage
Organisateur / renseignements : Comité Exécutif Art Osaka Tél.
06-6577-0998
Collaborateur : Institut français du Japon – Kansai

roentgenwerke / ART OSAKA 2012

アンスティチュ・フランセ関西
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Concert

Charles PASI : petit prince du blues
ブルース界の小さな王子 シャルル・パジ ライブ
6月21日
（金）19:30（18:30開場）
シャルル・パジは、
タブーなきアーティストの世代に属してい
ます。
この若きイタリア系フランス人の声はアメリカ黒人歌手
の声のよう。
その声で歌われるメランコリックなバラード、
ファ
ンキーなメロディ、
ソウルやロックを耳にすれば、
とたんに心
を奪われてしまいます。
マイルス・デイヴィスやオーティス・レデ
ィング、
ボブ・ディランを聴いて育ったシャルル・パジは、懐か
しのナンバーを現代のテイストにアレンジして歌い上げます。
甘く夢見がちでありながらも情熱的な、
その歌声と才能に、
心揺さぶられること間違いなし！
Bar MUSZE
大阪市中央区東心斎橋1-20-16

長堀中央ビル B1F

前売り：3000円 + 要ドリンクオーダー
当日：3500円 + 要ドリンクオーダー
クラブ・フランス会員：2500円 + 要ドリンクオーダー
予約・お問合せ：Bar MUSZE
http://barmusze.com
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ticket@barmusze.com

Vendredi 21 juin à 19h30 (ouverture
des portes à 18h30)
Charles Pasi fait partie de cette nouvelle génération
dʼartistes pour qui rien nʼest impossible. Ce jeune
franco-italien à la voix de chanteur noir américain nous
charme avec ses ballades mélancoliques et ses mélodies funky, soul et rock. Bercé par Miles Davis, Otis
Redding ou Bob Dylan, Charles Pasi donne à entendre ce que peut être la musique dʼhier remise au goût
dʼaujourdʼhui. Assurément, nul ne restera de marbre
devant le talent de ce doux rêveur passionné.
Bar MUSZE – Osaka
Nagahorichuo Bldg B1F, 1-20-16 Higashishinsaibashi, Chuoku, Osaka
3500 yens, réservation 3000 yens, membres Club France 2500
yens (+ 1 boisson)

協力：BSMF Records

Renseignements et réservations : Bar MUSZE
ticket@barmusze.com http://barmusze.com

シャルル・パジ アルバム
『Mainly Blue』、
『Uncaged』

Collaborateur : BSMF Records

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

Musique

KYOTO

Fête de la musique
フェット・ド・ラ・ミュージック〜音楽の祭日
Samedi 29 juin de 13h à 21h

この日はぜひ、大勢で集まってアンスティチュ・フランセ関
西―京都へ！ここでしか体験できない
「音楽の祭日」
です。
さまざまな音楽を楽しみましょう！プロ・アマを問わず数多く
のミュージシャンが、
フリージャズ、
ロック、
エレクトロからシ
ャンソン、
クラシック音楽まで、
ライブで演奏します。踊りだし
たくなるフェスティバル！

Venez nombreux célébrer le début de lʼété à lʼInstitut
français du Japon – Kansai à Kyoto, pour une journée de
déambulations musicales et festives uniques. Interprètes
amateurs et professionnels offriront de généreuses ambiances free jazz, rock et électroniques, de chanson française et de musique classique. Entrez dans la danse !

アンスティチュ・フランセ関西―京都
入場無料
協力：伊砂工房

Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata
Entrée libre
Coopération : ISA KOBO

稲畑ホール

プログラム

Programme

ゴスペルコーラス“CLOS”
島田京子（ピアノソロ／クラシック）
メイフィー＆タエ デュオ
（ヴォーカル＆ピアノ／シャンソン）
マドレーヌ
（クラリネット＆ピアノ／クラシック）
マツリカ
（アコースティックギター弾き語り）
長谷あゆみ
（ピアノソロ／クラシック）
腰山万侑（ピアノソロ／クラシック）
初田章子（フルート／クラシック）
ワイルドカーズ
（アメリカーナ・ルーツ）
笑う環境音楽（アンビエントミュージック）
トリオ インプロヴィゼーション
（ジャズ）
みゅーず
（アイリッシュ）
イエヴァ＆ゲスト
（アンビエントミュージック）
ノーネーム
（ロック）

Chœur gospel “CLOS”
Kyoko Shimada (piano solo / classique)
Mayphy et Tae Duo (vocal & piano / chanson)
madelaine (clarinette & piano / classique)
Matsurica (guitare accoustique / pop)
Ayumi Nagatani (piano solo / classique)
Mayu Koshiyama (piano solo / classique)
Akiko Hatsuda (flûte / classique)
Wildcards (americana roots)
Warau Kankyo Ongaku (musique ambiante participative)
Trio improvisation (jazz)
MUSE (musique irlandaise)
ieva and guests (musique ambiante et improvisée)
NO NAME (rock)

※都合によりプログラムの変更を余儀なくされる場合があります。
あらかじめご了承ください。

*Programme sous réserve de modifications

アンスティチュ・フランセ関西

CULTURE

6月29日
（土）13:00〜21:00
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DANSE

Le petit bal du dimanche
日曜日のプチ・バル
6月16日
（日）、7月7日
（日）、9月22日
（日）
13:00~16:00
「日曜日のプチ・バル」
に皆様をお誘いします！

KYOTO

Dimanches 16 juin, 7 juillet et 22 septembre de 13h à 16h

フランスの地方のフォークダンスを楽しみましょう。
ロマン・
ジュルダン先生がわかりやすくご案内しますので、初心者の
方も大歓迎！

LʼInstitut vous invite à son petit bal du dimanche. Venez
danser sur les airs enjoués de la musique traditionnelle française. Débutants bienvenus ! Romain Jourdan, professeur de danse, vous guidera dans vos premiers pas.

事前のお申し込みは不要です。

Sans réservation.

アンスティチュ・フランセ関西―京都
900円

稲畑ホール

Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata
900 yens

CULTURE

FÊTE

Fête Nationale
パリ祭 2013

KYOTO

7月14日
（日）15:00~20:00

Dimanche 14 juillet de 15h à 20h

今年もパリ祭の季節となりました。大人から子供まで、一緒
になって楽しむ夏のお祭り！

Le dimanche 14 juillet 2013 à Kyoto, de 15h à 20h, venez
nombreux à lʼInstitut français du Japon – Kansai pour
célébrer joyeusement la Fête Nationale.

15:00〜20:00
ガーデンで、
フランス各地のグルメ
地方色豊かなフランスは、
食のヴァリエーションも大変豊か
です。
フランス各地の美味しい料理、
パティスリーやワイン
を、
ガーデンでご堪能ください。

17:30
トンボラ抽選会
恒例のトンボラに参加して、素敵な賞品を当てましょう。

その他のプログラム
（予定）
・子供のための絵画アトリエ
・短編映画上映

15h - 20h Dans le jardin
Découverte des régions de France et de leurs
produits
Tout au long de lʼaprès-midi, vous pourrez déguster les
produits gastronomiques et les vins des différentes régions de France dans le jardin de lʼInstitut.

17h30
Tombola de lʼInstitut
Participez à la traditionnelle tombola de lʼInstitut et
gagnez de nombreux lots de luxe.

・パリ祭を音楽で彩るライブやフォークダンスもお楽しみ下さい！

Également au programme*:

※ 詳細はWEBでご確認下さい。

- atelier de peinture pour les enfants

アンスティチュ・フランセ関西―京都

- séances de films courts-métrages

前売券：一般 700円、
クラブ・フランス会員 600円
当日券：一般 800円、
クラブ・フランス会員 700円
10歳以下は無料、
チケットはアンスティチュ・フランセ関西1F受付に
て、6月14日
（金）
より発売

- des concerts et un bal pour passer et finir la journée en musique !
* bientôt sur notre site.
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto
Billets en prévente : 700 yens / 600 yens pour les membres
Club France
Billets sur place : 800 yens / 700 yens pour les membres Club France
Gratuit pour les enfants jusquʼà 10 ans.
Vente des billets à lʼaccueil de lʼInstitut à partir du vendredi 14 juin.

アンスティチュ・フランセ関西
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Conférence

KYOTO

Pour une éthique et une
culture de l'espace
講演会「宇宙倫理と宇宙文化」
6月12日
（水）18:30~20:00

Mercredi 12 juin de 18h30 à 20h

惑星探査、有人飛行、地球観測や通信衛星を通じての宇
宙活動は、20世紀後半から技術と文化の面で現代社会に
大きな影響を与えました。宇宙活動が発展する中、
それを
推し進める国や企業も増え、軌道上のごみ・宇宙デブリの
管理、人間やロボットが行う惑星探査による汚染、
リスクが
大きい有人飛行の必要性、国の宇宙研究機関だけでなく、
民間企業の宇宙活動の調整、宇宙軍事化は果たしてコン
トロール可能かどうか等、新たな倫理的・文化的問題も発
生しました。

Que fait-on des débris spatiaux, pollution orbitale potentiellement dangereuse? Peut-on être sûr que l'on
ne va pas contaminer une autre planète en l'explorant,
même via un avatar robotique? Est-il possible
d'encadrer l'usage militaire de l'espace ?

14

宇宙活動の影響が厳密に技術分野に限定されていない
中、宇宙分野は倫理を考慮した上で開発を進める必要が
あります。
当日はフランス国立宇宙研究センター倫理担当
ジャック・アルヌール氏と京都大学宇宙総合学研究ユニッ
ト特定講師 磯部洋明氏、
ほか専門家が講演と討論を行
います。

M. Jacques Arnould (Docteur en histoire des sciences
et en théologie, chargé de mission pour lʼéthique au
CNES, le Centre National d'Etudes Spatiales), M. Hiroaki Isobe (Docteur en astronomie, Professeur adjoint de l'unité d'études transversales de l'espace à
l'université de Kyoto) ainsi que d'autres intervenants
japonais présenteront leur vision des problèmes
éthiques et des phénomènes culturels que l'activité
spatiale peut générer avant d'engager le dialogue avec
les participants au cours d'une session de discussion.

アンスティチュ・フランセ関西―京都

Institut Français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata

稲畑ホール

入場無料、
同時通訳付き

Entrée libre, Avec traduction simultanée

主催：フランス国立宇宙研究センター 、京都大学宇宙総合学研究
ユニット
お問合せ：adjoint.cnes@ambafrance-jp.org

Organisateur : CNES (Centre National d'Etudes Spatiales),
chaire « Unit for Synergetic Studies for Space » de l'université
de Kyoto.
Renseignements : adjoint.cnes@ambafrance-jp.org

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

Débat

Les PME face aux nouveaux risques
討論会「新たなリスクと中小企業」
Vendredi 13 septembre de 16h à 18h

中小企業は、
どのようにして政治危機や経済危機に対応す
るのでしょうか。
どのようにして新たな競争原理やデジタル
リスクと対峙するのでしょう。新たなリスクによって、
テクノ
ロジーや需要がめまぐるしく変化していますが、
日本やフラ
ンスの中小企業は、
いかにしてそれらを乗り越えるのでしょ
う。昔ながらのリスク管理の方法も、変わらず採られ続ける
のでしょうか。

Comment les PME sʼadaptent-elles aux crises politiques
et financières, aux nouvelles lois sur la concurrence, aux
risques numériques ? Comment les PME françaises et
japonaises maîtrisent-elles ces nouveaux risques, qui
mutent aussi rapidement que les technologies et les besoins ? Les solutions aux risques classiques restent-elles
adaptées ?

ローカルとグローバルという二つの極を視野に入れなが
ら、
中小企業はいち早く変化に対応する必要があり、
またそ
の可能性が問われています。
こうした状況ゆえに、
中小企業
は新たなリスクのインパクトの強さを計り、
その対応の可能
性を知るための最良の証言者となります。

Dans cette dichotomie entre local et global, les PME, de
par la nécessité et la capacité qu'elles ont de s'adapter
rapidement aux changements, sont des témoins
privilégiés pour examiner l'impact et les réponses possibles à ces nouveaux risques.

さまざまな分野から5名の専門家を招き、
中小企業がいか
に新たな危機と向き合い、
いかにしてリスクをチャンスに変
ジャン＝ルイ・ローラン
化できるのかを論じます。登壇者は、
＝ジョジ
（アクサ ジャパン ホールディング株式会社 社長）、
白田佳子（筑波大学教授、
日本リスクマネジメント学会常
任理事）
ほか。

Cinq experts dʼhorizons divers, parmi lesquels JeanLouis Laurent Josi, PDG dʼAXA Japan et Cindy Yoshiko
Shirata, professeur de lʼUniversité de Tsukuba et secrétaire générale de lʼAssociation japonaise sur la gestion
des risques, expliqueront comment les PME y font face
et les transforment en autant dʼopportunités.

モデレーター：亀井克之（関西大学社会安全学部教授、
リスクマネジメント論）

Modérateur : Katsuyuki Kamei, professeur à lʼUniversité du
Kansai, spécialiste de la gestion des risques.

関西大学（大阪千里山キャンパス、
尚文館AVマルチメディア大教室）

Université du Kansai (Campus de Senriyama, Osaka,
Shobunkan, salle AV Multimedia)

入場無料、
同時通訳付き
お問合せ：アンスティチュ・フランセ関西―大阪

Tel. 06-6358-7391

オフィシャル・パートナー：アクサ生命保険株式会社
後援 : 関西大学経済政治研究所 、
日仏経営学会、
日本リスクマネ
ジメント学会

CULTURE

9月13日
（金）16:00~18:00

Entrée libre, avec traduction simultanée
Renseignements : Institut français du Japon – Kansai / Osaka
Tél. 06-6358-7391
Partenaire officiel : AXA Life Insurance Co., Ltd
Patronage : Institut des études économiques et politiques de
l'Université du Kansai, Société Franco-Japonaise de Gestion,
Japan Risk Management Society

アンスティチュ・フランセ関西
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© Asamï Nishimura - Jean-Luc Vilmouth

Exposition

KYOTO

Exposition collective : Invisible à voir
グループ展「みえないものをみる」
8月24日
（土）〜9月4日
（水）
火曜〜土曜：10:00~19:00
日曜：10:00~15:00
オープニング・レセプション
（キュレーター来場）
：8月24日
（土）18:30

「フランスに来て６年。
ここで長く暮らしているうちに、
フラン
ス在住日本人作家と、
日本との強いコネクションを持つフラ
ンス人作家を結びつけてみたいと思うようになりました。
今回
の展覧会では、
フランスからどのように今日の日本を見てい
るか、外国からみた不思議な日本をテーマに展開します。元
ヴィラ九条山招聘アーティスト、
ジャン=リュック･ヴィルムート
とル･ジャンティ･ギャルソンの作品も発表します。
」
糟谷恭子
キュレーター：糟谷恭子、西村麻美
アンスティチュ・フランセ関西―京都

3Fサロン

入場無料

Du samedi 24 août au mercredi 4 septembre
Mardi - samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 15h
Vernissage le samedi 24 août à 18h30 en présence des curatrices

Kyoko Kasuya vit et travaille en France depuis six ans.
Durant ce long séjour sʼest peu à peu imposée lʼenvie
de réunir les œuvres dʼartistes japonais vivant en France
et dʼartistes français ayant eu une expérience intime du
Japon, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Ce projet offre un regard renouvelé et subtil sur le Japon et propose
une lecture de ses énigmes. Seront notamment présentées des œuvres de Jean-Luc Vilmouth et du Gentil Garçon, anciens résidents de la Villa Kujoyama.
Commissaires : Kyoko Kasuya, Asamï Nishimura
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salon
Entrée libre
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INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

Exposition

KYOTO

«100 ans 365 jours»
Exposition de Asamï Nishimura
「100年365日」西村麻美作品展

オープニング・レセプション
（作家来場）
：9月7日
（土）18:30

2012年1月1日より、西村麻美は毎日一つずつ陶器の絵を
描き、作品を制作しています。
この作品は日記のようなもの
で、
自身やその記憶、復興というテーマと響き合っています。
「100年」
は、
それを補足するようなプロジェクト。広島に住
む人々のポートレート写真によるドキュメンタリーです。
西村麻美はパリ国立高等学院を卒業。彼女の作品は今
秋、
山形でも展示されます。
アンスティチュ・フランセ関西―京都
入場無料

3Fサロン

Du samedi 7 septembre au mercredi 18
septembre
Mardi - samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 15h

CULTURE

9月7日
（土）〜9月18日
（水）
火曜〜土曜：10:00〜19:00
日曜：10:00〜15:00

Vernissage le samedi 7 septembre à 18h30 en présence de l'artiste

Depuis le 1er janvier 2012 Asamï Nishimura dessine et
réalise une pièce de céramique par jour. Ce travail est
conçu comme lʼécriture dʼun journal, et fait délicatement écho au tremblement de terre, au temps de la
mémoire et de la reconstruction. 100 years est un projet
photographique et documentaire en cours, de portraits
dʼhabitants de Hiroshima, complémentaire. Asamï
Nishimura est diplômée de lʼEcole Nationale Supérieure de Paris. Son travail sera présenté à Yamagata à
lʼautomne.
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salon
Entrée libre

© Asamï Nishimura

アンスティチュ・フランセ関西
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SÉMINAIRE

KYOTO

SÉMINAIRE de vin
フランス・ワイン・セミナー
アンスティチュ・フランセ関西とワインの老舗、
ワイン
グロッサリーが提供する、
日本語で行うワイン・セミ
ナー。

6月7日
（金）18:30~20:00
「白ワインを10倍楽しむ！」
普段何気なく飲んでいるワインについて、
もっと詳しくなりま
せんか？京都のワイン専門店、
ワイングロッサリーの吉田ま
さきこが講師となり、楽しみながらワインに詳しくなる講座
です。今回のテーマは
「白ワインを10倍楽しむ！」。
フランス
の白ワインは多種類ありますが、
それらを理解すると世界中
の白ワインもほとんどわかるようになります。
お料理との相性
も詳しく解説、1時間半のセミナーでワインショップやレスト
ランで好みのワインが選べるようになります。
※ワイン４種の試飲、
パン付き

ワイングロッサリー
40年前から品質の良いワインだけを厳選している、京
都のワイン専門店。関西でも屈指のフランスワインの品
揃え。実際に生産地を訪問し、
こだわりのワインを仕入
れています。
ワイン教室、生産者ディナーなどのイベント
も多数開催中。
京都市下京区四条通堀川西入ル
Tel.075-841-3058 www.winegrocery.com

講師：吉田真紀子（よしだ まさきこ）
ワイングロッサリー３代目。生まれたときからワインを
飲んでいますが、
ワインに対して、
というより食べ物全
般に対する情熱は恐ろしいものがあります！栄養士＆
パンの教師＆ワインアドバイザー＆シュヴァリエ・ド・シ
ャンパーニュ
（シャンパーニュの騎士）

SÉMINAIRE

KYOTO

SÉMINAIRE de Fromage
チーズ・セミナー
チーズの楽しみ方は、
パンやワインだけではありませ
ん。
日本の醗酵食品の文化は、
チーズととても良い
関係にあるのです。
日本の四季折々のフロマージュ
の愉しみ方を知れば、意外なチーズ使いでもっと身
近にチーズを楽しめるはず。5種類のチーズの試食と
ともに、和のスタイルで楽しむ飲み物やお料理への
バリエーションをご提案します。

「納涼日和・のうりょうびより」
打ち水をした後のような涼しさを運ぶ、
和のハーブと共に楽
しむ夏のフロマージュ。
アンスティチュ・フランセ関西―京都

稲畑ホール

日本では昔、
チーズの事を＜蘇・そ＞と呼び、飛鳥時
代、仏教伝来と共に日本に伝えられたそうです。
その
頃は一部の位の高い人々が養生や薬効を求めて取
り入れていたようですが、庶民の生活には浸透せず、
やがて消滅してしまいました。
その後、
広くチーズを食
べるようになったのは第2次世界大戦後。
学校給食へ
の導入、
東京オリンピックや万博、
そしてワインブーム
の波にのり、
今では世界中の選りすぐり
のチーズを日本で食べる事が出来ま
す。
嗜好品としてだけでなく、
栄養価
の高い食品としても取り上げられ
ています。
日本らしいチーズの
食べ方で、
あなたら
しいチーズの楽
しみを広 げて
下さい。

ワインセミナー
一般：4500円、
クラブ・フランス会員：3500円
チーズセミナー
一般：4800円、
クラブ・フランス会員：3800円
1週間前
（定員になり次第）
に締め切ります。
締め切り後のキャンセルはできませんのでご了承下さい。
いずれのセミナーもワインの試飲がありますので、
お車や自転車での
お越しはご遠慮下さい。

講師：和泉夕加里
フランスチーズ鑑評騎士の会「シュヴァリエ」、
日本ソム
リエ協会認定ソムリエ、
ＮＰＯ法人チーズプロフェッシ
ョナル協会理事・近畿支部副支部長。
チーズのある美
味しい幸せを提案するべく、
イベントやセミナーにおい
てチーズ、
ワインの講師として活躍中。

SÉMINAIRE

7月19日
（金）18:30~20:00

コラム

KYOTO
Médiathèque Paul Claudel
ポール・クローデル メディアテーク

OSAKA
KYOTO

雑誌や新聞、DVD、CD、古典文学や現代文学、
日
本学、観光ガイドや生活ノウハウについての書籍、
美術書、
バンドデシネ、
ヴィラ九条山関連資料や児
童書など、
多様な蔵書を取り揃えています。フランス
語学習スペースもご活用ください。
お探しの書籍がある場合は、
オンライン蔵書カタログ
www1.institut.jp をご覧下さい。

Espace pédagogique, revues et journaux, DVD,
CD, littérature classique et contemporaine, japonologie, tourisme et art de vivre, livres dʼArt,
bandes dessinées, fonds documentaire de la Villa Kujoyama et espace jeunesse. Vous cherchez
un document en particulier ? Consultez notre
catalogue en ligne: www1.institut.jp

他館からの貸出

Emprunt dans le réseau des médiathèques
françaises du Japon

国内のフランス文化ネットワークのライブラリーと共有す
るオンライン・カタログから、蔵書を借りることもできます。
送料は利用者のご負担となります。
オンライン蔵書カタログ：www1.institut.jp
お問合せ：caroline.tejedor@institutfrancais.jp

Avec la carte Club France, il est possible d'emprunter
des livres dans les autres médiathèques du réseau.
Frais de port à la charge du demandeur.
Pour consulter le catalogue commun : www1.institut.jp
Renseignements : caroline.tejedor@institutfrancais.jp

Culturethèque いよいよスタート！
アンスティチュ・フランセ日本のデジタル図書館が、6月3日
ビデオ、雑誌、
ゲーム、
ＢＤや最新文芸関連ニュースも閲覧
からＷＥＢ上でスタートします。
アンスティチュ・フランセ日本 （無料）
できます。
の受講生の方々には、Culturethèqueに無料で登録してい
www.culturetheque.com
ただくことができます。
フランス語レベル・アップのための学
習教材、推薦読書コンテンツとともに、9万件以上の資料、
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OSAKA
Accès

閲覧は無料です。
ご自由にご覧下さい。

Accès libre et gratuit.

KYOTO

KYOTO

火曜日〜金曜日

9 : 30 – 19 : 00

Mardi - vendredi

9h30 - 19h

土曜日

9 : 30 – 18 : 30

Samedi

9h30 - 18h30

日曜日

9 : 30 – 15 : 00

Dimanche

9h30 - 15h

OSAKA

OSAKA

月曜日〜金曜日

10 : 00 – 19 : 30

Lundi - vendredi

10h - 19h30

土曜日

10 : 00 – 18 : 00

Samedi

10h - 18h

貸出

Prêt

貸出には、
クラブ・フランスの会員登録が必要です。

Prêt réservé aux membres Club France.

8冊

3週間

8 Livres

3 semaines

4冊

2週間

4 Magazines KYOTO

2 semaines

CD

5枚

2週間

5 CD

2 semaines

DVD

2枚

2週間

2 DVD

2 semaines

オーディオブック

2冊

2週間

2 livres-audio

2 semaines

書籍
雑誌

KYOTO

MÉDIATHÈQUE

開館時間

Culturethèque est arrivée !
La médiathèque numérique de lʼInstitut français
du Japon est disponible à partir du 3 juin 2013. Les
abonnés de la médiathèque et les étudiants peuvent
sʼinscrire à Culturethèque pour bénéficier dʼun espace
exclusif entièrement gratuit, avec des exercices pour
améliorer leur niveau de français, ainsi que des sug-

gestions de lectures. Sont également disponibles plus
de 90 000 documents, vidéos, magazines, jeux et BD,
ainsi que lʼactualité littéraire.
www.culturetheque.com

アンスティチュ・フランセ関西
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アンスティチュ・フランセ関西
1927年に設立された歴史ある関西日仏学館と、
ア アンスティチュ・フランセ関西はさらにパワーアップ！
クセス抜群の大阪日仏センター＝アリアンス・フラ 西日本最大のフランス文化センターとして、幅広い
ンセーズ。2013年1月に二つの機関が統合され、 活動を展開しています。

Établissement officiel de lʼAmbassade de France

フランス政府公式機関
フランス政府の公式機関であるアンスティチュ・フランセ
関西は、
日仏両国の文化的・知的交流に努めています。

Centre de culture française

フランス文化の発信基地
アンスティチュ・フランセ関西は文化発信基地。
フランスの
アート、最新の研究、話題の作家、
グルメ・イベント等々。
フランスの
「今」
を、
身近に体験できます。

Portes ouvertes vers la France
フランスへの多様なアクセス
アンスティチュ・フランセ関西は、
フランスに関するあらゆる扉を開きます。

Cours de français

Événements culturels

入門から上級まで、多彩なクラスを開講。
プロ講師陣による
質の高い講座です。

フランスから作家やアーティスト、研究者を招いて、
フランス
の最新のクリエーションや研究をご紹介します。
エキサイテ
ィングな、
「今」
のフランスを体験！

フランス語講座

夏学期

Session dʼété

KYOTO

前期：7月2日
（火）〜8月4日
（日）
後期：8月27日
（火）〜9月29日
（日）
大学生のためのフランス語短期研修：
8月27日
（火）〜9月6日
（金）
お問合せ：kansai@institutfrancais.jp

文化イベント

Séminaires

セミナー

食やアートを通して、楽しくフランスを知るセミナー。
テーマ
に沿って、
フランス語、
または日本語で開催します。

OSAKA

7月1日
（月）
〜9月21日
（土）
・26日
（木）
・27日
（金）
・28日
（土）
※8月1日
（木）〜17日
（土）
は夏休み
高校生のためのフランス語短期研修：
7月31日
（水）〜8月 2日
（金）
お問合せ：kansai.osaka@institutfrancais.jp
一般対象集中講座も開講しています。
体験レッスンは6月29日
（土）
に実施。
詳細は講座プログラムをご覧下さい
（WEBよりダウンロード可能）。

留学サポート

フランス語学留学ビューローとCampus France - フランス
政府留学局がフランスへの留学をサポート。

メディアテーク
フランス関連の書籍、
バンドデシネ、CD、DVD等が無料で閲
覧できます。
デジタル図書「Culturethèque」
も新登場。

Café

KYOTO

カフェ
フランスの家庭料理を気軽に味わえるル・カフェ。
ランチや
アペリティフにどうぞ。

CULTURE

Études en France

Médiathèque

calendrier des événements
イベントカレンダー

6

7

月 JUIN

7
（金）

12
（水）

月 JUILLET

フランス・ワイン・セミナー
「白ワインを10倍楽しむ！」
6月7日
（金）18:30~20:00
Séminaire de vin
Vendredi 7 juin de 18h30 à 20h

KYOTO

14~

16

講演会「宇宙倫理と宇宙文化」

p14

KYOTO
6月12日
（水）18:30~20:00
Conférence « Pour une éthique et une culture de
l'espace » Mercredi 12 juin de 18h30 à 20h

（日）

16
（日）

p06

6月14日
（金）〜6月30日
（日）
※25日を除く、
アニュアルギャラリー
Exposition « La garde-robe à voyager, une collection
de valises »
Du 14 au 30 juin (sauf le 25 juin), ANEWAL Gallery
日曜日のプチ・バル
6月16日
（日）13:00~16:00
Le petit bal du dimanche
Dimanche 16 juin de 13h à 16h

（金）

21
（金）

（土）

（水）

29

「ジャパニーズ・スーツケース」
レクチャー＆
試着パフォーマンス

p07

6月16日
（日）16:00、
ギャラリーギャラリー
Présentation et essayage « La garde-robe à voyager,
une collection de valises »
Dimanche 16 juin à 16h, Gallery Gallery

ブルース界の小さな王子 シャルル・パジ ライブ

（土）

24

（日）

19
（金）

p04

p07

6月26日
（水）15:00、アニュアルギャラリー
Mercredi 26 juin à 15h
Visite guidée de lʼexposition « La garde-robe à voyager, une collection de valises », ANEWAL Gallery
p11

KYOTO

講演会「ミリアム・グルフィックと
カスパー・トプリッツのダンスと音楽」

（土）
（日）

p08

7月2日
（火）19:00、京都芸術センター
Conférence Musique/Danse de Myriam Gourfink et
Kasper Toeplitz
Mardi 2 juillet à 19h, Kyoto Art Center
ミリアム・グルフィックのヨガ・ワークショップ

p08

7月3日
（水）14:00~15:30、京都芸術センター

Atelier de Yoga de Myriam Gourfink
Mercredi 3 juillet de 14h à 15h30, Kyoto Art Center
「Breathing Monster」
ミリアム・グルフィック ダンスパフォーマンス

p08

7月3日
（水）19:00、京都芸術センター
« Breathing Monster » - performance de Myriam
Gourfink
Mercredi 3 juillet à 19h, Kyoto Art Center
日曜日のプチ・バル
7月7日
（日）13:00~16:00
Le petit bal du dimanche
Dimanche 7 juillet de 13h à 16h
パリ祭 2013
7月14日
（日）15:00~20:00
Fête Nationale
Dimanche 14 juillet de 15h à 20h
チーズ・セミナー
「納涼日和・のうりょうびより」
7月19日
（金）18:30~20:00
Séminaire de fromage
Vendredi 19 juillet de 18h30 à 20h
ジュヌクレアシオン in ART OSAKA 2013

20
21

6月22日
（土）〜6月28日
（金）
梅田ガーデンシネマ / 京都シネマ / 同志社大学寒梅館
Festival du Film Français 2013
Du samedi 22 au vendredi 28 juin
Umeda Garden Cinema / Kyoto Cinema / Université
de Doshisha Kambaikan

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI
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p10

6月21日
（金）19:30、
Bar MUSZE
Concert Charles PASI : petit prince du blues
Vendredi 21 juin à 19h30, Bar MUSZE

6月29日
（土）13:00~21:00
Fête de la musique
Samedi 29 juin de 13h à 21h

（日）

p07

OSAKA
6月21日
（金）18:00
Performance « La garde-robe à voyager, une collection de valises »
Vendredi 21 juin à 18h

フェット・ド・ラ・ミュージック〜音楽の祭日

3
（水）

7

「ジャパニーズ・スーツケース」展覧会ガイドツアー

26

（水）

p12

フランス映画祭2013 in 関西

22~

3

KYOTO

「ジャパニーズ・スーツケース」
パフォーマンス

21

2
（火）

「ジャパニーズ・スーツケース」展覧会

（金）

p18

7月20日
（土）11:00~18:00
7月21日
（日）11:00~19:00
ホテルグランヴィア大阪
JEUNE CREATION in ART OSAKA 2013
Samedi 20 juillet de 11h à 18h
Dimanche 21 juillet de 11h à 19h
Hôtel GRANVIA OSAKA

オレンジのイベント：京都市内で開催
グリーンのイベント：大阪市内で開催
KYOTO アンスティチュ・フランセ関西―京都にて開催
OSAKA アンスティチュ・フランセ関西―大阪にて開催

p12

KYOTO

p13

KYOTO

p19

KYOTO

p09

8

9

月 AOÛT
グループ展「みえないものをみる」

アンスティチュ・フランセ関西 夏期休館日のお知らせ：
京都：8月13日
（火）
〜19日
（月）
大阪：8月1日
（木）
〜17日
（土）
Fermeture de lʼInstitut français du Japon - Kansai
Kyoto: du mardi 13 au lundi 19 août inclus
Osaka: du jeudi 1er au samedi 17 août inclus

KYOTO

7~
（土）

「100年365日」西村麻美作品展
9月7日
（土）〜9月18日
（水）
Exposition « 100 ans 365 jours »
Du samedi 7 au mercredi 18 septembre
討論会「新たなリスクと中小企業」

13
（金）

22
（日）

p17

KYOTO

p15

9月13日
（金）16:00~18:00、
関西大学
Conférence « Les PME face aux nouveaux risques »
Vendredi 13 septembre de 16h à 18h, Université du
Kansai
日曜日のプチ・バル
9月22日
（日）13:00~16:00
Le petit bal du dimanche
Dimanche 22 septembre de 13h à 16h

p12

KYOTO

烏丸四条COCON烏丸より京都の最
新のトピックスから街の歳時記まで幅
広い情報と心地良い音楽をお届けし
ているFM RADIO STATION！
毎週火曜日15：30ころからは、
歌手のクレモンティーヌがパリの最新トピックスをお届けする
「Esprit
de Paris」
をオンエア中。
毎月最終火曜日は、
アンスティチュ・フランセ関西の情報もお届けしています。

※都合により変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

CALENDRIER

24~
（土）

8月24日
（土）〜9月4日
（水）
オープニング・レセプション：8月24日
（土）18:30
Exposition collective « Invisible à voir »
Du samedi 24 août au mercredi 4 septembre
Vernissage le samedi 24 août à 18h30

月 SEPTEMBRE

p16

le café
ル・カフェ

パーティーのご予約も
ご相談ください

KYOTO

〜美味しいフレンチを気軽にどうぞ〜

気軽にテイクアウト

セットが人気！

バゲットを使った、
まさにフレンチなサンドイッチや、
コーヒ
ー、
オランジーナ、
リモナードなどの一部ドリンクは、
テイクア
ウト可能です。

日替わりのメインが登場する、人気のランチセット。魚介の
シュークルート、
ブフ・ブルギニョン、鶏のフリカッセなどな
ど、
フランスの伝統的な家庭料理を気軽に味わっていただ
けます。
クラブ・フランス会員は100円引き。

Sur place… et à emporter

ワインセットがオススメ！
Menu avec verre de vin

日替わりの料理とワインがセットになって1100円。
ランチタ
イムにワインが気軽に楽しめます。

やっぱりデザート！
Miam les desserts !

マリアージュ・フレールの紅茶と、手作りケーキ。洋ナシのベ
ルエレーヌやクレープ。
フレンチにデザートは欠かせません。

ご予約・お問合せ Réservation, renseignements
Tel. 075-761-2180
（直） Fax. 075-761-2106
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La formule de votre choix !

Facebook
Découvrez le plat du jour en photo
ル・カフェがFacebookを始めました。
日替わり料理や、新メ
ニューを毎日アップ。
ぜひチェックして下さいね。

Le Café ル・カフェ
アンスティチュ・フランセ関西─京都 1F
火曜〜土曜 mardi - samedi

11:30 – 19:00（L.O. 18:30）

日曜 dimanche

11:30 – 15:00
（フードのL.O.は14:30）

月曜・祝日：休み

fermé les lundis et jours fériés

＊クラブ・フランス会員割引あり
Réduction pour les membres Club France

アンスティチュ・フランセ関西 ―京都（旧 関西日仏学館）
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto

〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8
8 Izumidono-cho Yoshida Sakyo-ku
Kyoto 606-8301
Tel. 075-761-2105 Fax. 075-761-2106
kansai@institutfrancais.jp
受付時間
火曜〜金曜：9:30 – 19:00
土曜：9:30 – 18:30 日曜：9:30 – 15:00
休館：月・祝
TRAIN：京阪電車出町柳駅より徒歩12分
BUS：市バス31、65、201、206「京大正門前」下車すぐ京都バス18「東一条」下車すぐ

アンスティチュ・フランセ関西―大阪

（旧 大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズ）
Institut français du Japon - Kansai / Osaka
〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-11
阪急産業南森町ビル9階
Hankyu Sangyo Minamimorimachi bldg. 9F,
2-2-11 Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka 530-0041
Tel. 06-6358-7391 Fax. 06-6358-7393
kansai.osaka@institutfrancais.jp

TRAIN：地下鉄谷町線または堺筋線「南森町」駅、
JR東西線
「大阪天満宮」駅下車徒歩2分

www.institutfrancais.jp

受付時間
月曜〜金曜：10:00 – 19:30
土曜：10:00 – 18:00
休館：日・祝

