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ÉDITO ご挨拶
Premier anniversaire pour lʼIFJ !
LʼIFJ souffle aujourdʼhui sa première bougie. Au-delà de ses activités traditionnelles comme
lʼoffre de cours, cette première année aura été marquée par plusieurs orientations :
1. Une plus grande circulation de nos projets culturels dans lʼensemble du pays, capitalisant
sur le regroupement des ex-instituts franco-japonais et du service culturel de lʼAmbassade de
France (« effet réseau ») ;
2. La systématisation des partenariats avec les institutions culturelles japonaises (universités,
théâtres, associations et fondations, musées et galeries…) ;
3. Plus de projets portant sur des thèmes transversaux comme par exemple celui des « villes de
demain », la « société du numérique », lʼart de vivre et la gastronomie…
4. Lʼaccroissement des échanges intellectuels avec la création dʼun pôle dédié au débat dʼidées, le
renforcement de la promotion dʼenseignement supérieur français grâce au dynamisme de Campus France, le développement des partenariats avec les universités et les think tanks japonais ;
5. Une communication dynamisée avec un nouveau site internet, des lettres dʼinformation, une
présence sur les réseaux sociaux, etc.
Ces évolutions soulignent la plus grande cohérence du réseau culturel français et le rôle moteur quʼy joue lʼIFJ. La qualité professionnelle du personnel de lʼIFJ compte bien sûr pour beaucoup dans le succès de son offre dʼenseignement et de ses projets culturels.
En 2014, nous célébrerons le 90e anniversaire du partenariat culturel franco-japonais par des événements forts tout au long de
lʼannée et sur tout le territoire japonais. Vous retrouverez le programme de ces festivités sur le site internet de lʼIFJ et sur celui de
lʼAmbassade de France.
Je vous souhaite, au nom de tout le personnel de lʼIFJ et en celui de lʼAmbassade de France, de joyeuses fêtes de fin dʼannée.

Bertrand Fort
Directeur de lʼInstitut français du Japon
Conseiller culturel de lʼAmbassade de France

一周年を迎えるアンスティチュ・フランセ日本
おかげさまでアンスティチュ・フランセ日本は来月、一周年を迎えます。一年目は、
フランス語講座のような以前から存在する活動のほか、
いくつ
かの大きな流れがつくられた年でした。
１ 旧日仏学院や旧日仏学館、
それにフランス大使館文化部が統合した結果、文化イベントが以前にも増して日本全国を巡回するようになり
ました。
２ 大学、劇場、美術館、画廊、財団など、
日本の文化機関との協働を徹底化しました。
３ 「明日の都市」
「
、デジタルの社会」
、
アール・ドゥ・ヴィーヴル
（ライフスタイル）
、
ガストロノミー
（美食）
など、
分野横断的な企画が増えました。
４ 討論を担当する部署の創設や、
キャンパス・フランスによるフランス留学振興の強化、
日本の大学やシンクタンクとの協働企画などを通じ
て、知的交流を増やしました。
５ 新しいウェブサイトやニュースレターの発行を通じて広報活動を刷新しました。
このような大きな一歩を踏み出した今年は、
アンスティチュ・フランセ日本が原動力となり、
フランス文化ネットワークの一体性が高まりました。
今後も日本全国で楽しいフランス語講座と文化イベントを提供し続けられるよう、
スタッフ一同、
これからも努力を続けてまいりたいと思います。
ところで2014年は日仏文化交流の90周年に当たります。一年を通じて、全国各地で、
さまざまなイベントが催されます。
プログラムについてはアン
スティチュ・フランセ日本とフランス大使館のウェブサイトをご覧ください。
来年はさらに多くの方々にフランス文化に触れてほしいと思います。
アンスティチュ・フランセ日本代表
フランス大使館文化参事官

ベルトラン・フォール
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DIGITAL CHOC 2014

QUAND LES MACHINES SE PRENNENT A RÊVER

デジタル・ショック2014

マシンが夢見るとき

デジタル・ショックはデジタル・カルチャー、新映像の分野におけるフ
ランスの創造性にスポットをあてたフェスティバルです。
テクノロジー、
エレクトロニクス、
コンピューターを使ったアート制作
の現場においても、
マシンの請け負う役割は重要性を増すばかりで
す。歌い、踊り、絵を描き、文字を書くマシン…。
そのプログラムも次第
にマシンの自律性を求めるものとなっています。
これまでマシンは私達
に夢を与えてくれました。今度はマシン自身が夢を見る日が来るので
しょうか？
このフェスティバルのプログラムを通して、
インテリジェント・マシンの
夢の世界を旅しながら、私達とマシンの未来の関係に思いを馳せて
みましょう。

Digital Choc est un festival national destiné à mettre en lumière
la créativité française dans les domaines des cultures numériques et des nouvelles images.
L'usage de la technologie, de l'électronique et de l'ordinateur
dans lʼart a donné aux machines un rôle de plus en plus important dans le processus de création : elles chantent, elles
dansent, peignent, écrivent selon des programmes qui leur
laissent de plus en plus d'indépendance. Si elles nous ont donc
longtemps fait rêver, les machines se prendront-elles à leur tour
à rêver un jour ? Nous voudrions à travers cette programmation, nous laisser emporter par le rêve de ces installations intelligentes, et ensemble, rêver éveillés à ce que pourront être, avec
elles, nos relations futures.

ARTS VIDÉO – PROJECTION ET RENCONTRE

KYOTO

PANORAMA – LE FRESNOY, RENCONTRE AVEC
ALAIN FLEISCHER
『パノラマ』-ル・フレノワ
展覧会『パノラマ』
からのセレクション作品上映

© DR

© Hayoun Kwon et Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

2月23日
（日）14:00~17:00

Dimanche 23 février de 14h à 17h

ル・フレノワ
（国立現代アートスタジオ）
はフランス北部、
トゥルコワン
市にあるアートクリエーションの場です。1997年10月に現代美術アー
ティスト教育養成機関として創立されました。

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est un lieu
de création unique implanté dans le nord de la France, qui a ouvert en octobre 1997. L'exposition Panorama, conclusion dʼune
année d'échanges, dʼexpériences, de recherches, présente plus
de 50 œuvres inédites dans les domaines de lʼimage, du son et
de la création numérique imaginées et réalisées par de jeunes
artistes et des professeurs. Une sélection vous sera présentée
par le directeur de son école, Alain FLEISCHER.

『パノラマ』
は一年間の情報交換、実験、探求の総括ともいえる展覧
会です。映像、音響、
デジタルクリエーションの分野から、
フレノワの若
い在籍アーティストや講師たちによって構想、制作された50以上の未
発表作品の中から、
ディレクターのアラン・フレシェールが選んだ作品
を展示します。
アンスティチュ・フランセ関西̶京都 稲畑ホール
入場無料
共催：ル・フレノワ
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INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata
Entrée libre
Partenariat : Le Fresnoy

INSTALLATION MAPPING

KYOTO

MECANIQUES DISCURSIVES – FRED PENELLE ET
YANNICK JACQUET (AKA LEGOMAN)

インスタレーション・マッピング

散漫な機械たち ～フレッド・プネル、ヤニック・ジャケ（AKAレゴマン）
Du vendredi 28 février au dimanche 16 mars
Mardi - samedi : de 10h à 19h
Dimanche: de 10h à 15h

オープニング・レセプション：3月1日
（土）18:00

Vernissage le samedi 1er mars à 18h

版画家のフレデリック・プネル、グラフィックデザイ
ナーで映像作家のヤニック・ジャケは数年来、自分た
ちの専門分野にこだわらない新しい形のアートを探求
してきました。そうして立ち上げられたのが、
ヨーロッ
パで大成功を収めることとなった、誰もが楽しめる動
く機械仕掛けのプロジェクトです。
版画とビデオプロジェクションを融合したこのインス
タレーションは、不条理でポエティックな機械装置。
人間と機械がまじり合い、予期せぬアクションでつな
がりながら壁に投影されていきます。

Frédéric Penelle, graveur et Yannick Jacquet, graphiste et
artiste vidéaste, s'efforcent depuis plusieurs années de sortir
de leurs disciplines respectives. Ils se sont ainsi associés
autour d'un projet de déambulation mécanique qui connaît un
grand succès en Europe. Mélange de gravure et de projection
vidéo, cette installation représente une sorte de machinerie
absurde et poétique se développant sur les murs à la manière
d'un cadavre exquis, prenant comme point de départ le
principe de la réaction en chaîne.

CULTURE

2月28日
（金）～3月16日
（日）
火曜～土曜：10:00~19:00
日曜：10:00~15:00

Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salon
アンスティチュ・フランセ関西̶京都 3Fサロン

Entrée libre

入場無料

Mécaniques Discursives © Fred Penelle et Yannick Jacquet

アンスティチュ・フランセ関西
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PROJECTION ET PRÉSENTATION – ATELIER
– PIÈCE CINÉMATOGRAPHIQUE INTERACTIVE

KYOTO

LAST ROOM / DEPLI
– PIERRE CARNIAUX & THIERRY FOURNIER
「ラスト・ルーム」／「広げる」上映とワークショップ
ピエール・カルニオー＆ティエリー・フルニエ
3月1日
（土）15:00~18:00

『ラスト・ルーム』
は日本で撮影されたフィクション・
ドキュメンタリーです。
『広げる』
はiPad上に作られたインタラクティブ作品。
画面にタッチしながら映画のショット、ストーリー、
テンポを自由に選んでミックスし、何度でも自分のオ
リジナル作品に作り変えることができる、感覚的で
ゲームのようにプレイできる映画です。
映像作家であるピエール・カルニオー（ヴィラ・メ
ディシス海外研究招聘アーティスト）
と造形芸術家の
ティエリー・フルニエは、前代未聞のインタラクティ
ブアプローチで映画と造形芸術の対話を試みます。
アンスティチュ・フランセ関西̶京都 稲畑ホール
入場無料

Samedi 1er mars de 15h à 18h
Last Room est un documentaire - fiction tourné au Japon.
Dépli est une pièce interactive créée sur iPad. Un cinéma «
jouable » et sensuel s'offre au spectateur qui peut recréer une
infinité de parcours dans le film en choisissant et mélangeant
les plans, leur sens, leur vitesse… et ce par le toucher.
Le réalisateur Pierre Carniaux (lauréat de la Villa Médicis Hors
les Murs) et l'artiste plasticien Thierry Fournier ouvrent ainsi
un dialogue entre cinéma et arts plastiques qui propose une
expérience inédite.
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata
Entrée libre

© Pierre Carniaux / Thierry Fournier, 2008-2013

その他のデジタル・ショック関連イベント：

フランス音楽輸出振興事務局協力のもと、
京都と大阪でのライブ、
Club Jeuxとしてのスペシャルイベントも京都と大阪で開催します。
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Et encore, dans le cadre du Digital Choc :
- Concert organisé à Kyoto et Osaka avec la complicité du
Bureau Export de la Musique française - Événement spécial
dans le cadre du Club jeux à Kyoto et Osaka

CONCERT

KYOTO

3月4日
（火）18:00

Mardi 4 mars à 18h

18年目を迎えたCCMC2014は、
デジタル・ショック関連イベ
ントとして今年も京都で開催されます。
マルチ・チャンネル・
スピーカー、
オーケストラであるアクースモニウム・ライブを
行います。
フランス国立視聴覚研究所・音楽研究グループ
の一員であるクリスチャン・ザネジによる、
パリから発信する
ライブ。
このイベントを通して関西のアクースマティック音楽
の作曲家たちの作品もお楽しみ頂けます。

Cette année encore, la 18ème édition du concert de
musique acousmatique et électroacoustique CCMC
2014 se déroulera à Kyoto dans le cadre de Digital
Choc, avec des œuvres interprétées en « live » sur un
acousmonium (orchestre de hauts-parleurs). Christian
ZANESI, membre du Groupe de Recherches Musicales
(GRM) à l'INA, présentera ses œuvres en direct de
Paris. L'événement sera aussi l'occasion de découvrir
un programme d'œuvres de compositeurs de musique
acousmatique du Kansai.

アンスティチュ・フランセ関西̶京都 稲畑ホール
一般：1000円、
クラブ・フランス会員：500円
＊チケットは当日、会場で販売します
主催・お問合せ：アンスティチュ・フランセ関西̶京都
ACSM116（音と音楽・創作工房116）knarita@dwc.doshisha.ac.jp

Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, salle Inabata
1000 yens, 500 yens pour les étudiants et les membres Club France
Organisateurs / Renseignements : Institut français du Japon –
Kansai / Kyoto, ACSM116 knarita@dwc.doshisha.ac.jp

JEUX VIDÉO, ATELIERS, PROJECTION

FOCUS ANKAMA ET INDUSTRIE DU JEU VIDÉO
ANKAMAとビデオゲーム産業

OSAKA
KYOTO

3月8日
（土）時間未定

Le samedi 8 mars, horaire à confirmer

エンターテインメント事業を展開するAnkamaグループは
2009年、
アニメーション部門に特化した日本法人を設立し
ました。
この機会に、
オンラインゲームの公開、
アートワーク
や人気キャラクターの展示、
また創立メンバーによる講演
会などを通して同社の作品をご紹介します。

Ankama est une société française spécialisée dans le
domaine de la création numérique et artistique. Son
activité première est la communication interactive.
Elle a acquis une grande notoriété grâce aux jeux vidéo quʼelle a développés, tel Dofus. Elle a été créée à
l'initiative de trois entrepreneurs provenant tout droit
de la même agence web. Passionnés de jeux vidéo,
ils n'ont pas hésité à associer leurs deux activités
préférées : le web et les jeux vidéo. Ankama s'associe
au Digital Choc pour un programme inédit de projections de films dʼanimation, de jeux vidéo, de plateau et
d'ateliers.

Ankamaは芸術性の高いデジタルクリエーションを提供す
るフランスの企業です。
インタラクティブ・コミュニケーション
を主要事業とし、
『ドフス』
などのビデオゲーム開発で業界
からも非常に高い評価を得ています。Ankamaは同じWeb
制作会社出身の3人の企業家によって創立されました。
ビデ
オゲーム愛好家でもある3人が、
ウェブとビデオゲーム、彼ら
の2つの得意分野を生かして立ち上げた企業です。
アンスティチュ・フランセ関西―京都ならびに大阪
入場無料
共催：Ankamaグループ

CULTURE

CCMC 2014 CONTEMPORARY COMPUTER MUSIC
AVEC CHRISTIAN ZANESI
クリスチャン・ザネジによる CCMC2014
コンテンポラリー・コンピューター・ミュージック

Institut français du Japon – Kansai / Kyoto et Osaka
Entrée libre
Partenaire : Ankama

アンスティチュ・フランセ関西
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MUSIQUE

ACADÉMIE DE MUSIQUE FRANÇAISE DE KYOTO
京都フランス音楽アカデミー

KYOTO

3月20日
（木）～4月1日
（火）

アンスティチュ・フランセ関西では、第24回京都フ
ランス音楽アカデミーを開催します。トップクラスの
音楽家を12名招聘して行うマスタークラス。公開レッ
スンやコンサートを通じて、フランス音楽の美しさと
テクニックに触れてみませんか。

開講クラス
声楽、ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、
フルート、クラリネット、ハープ、作曲、
弦楽室内楽
主催・お問合せ：京都フランス音楽アカデミー実行委員会
Tel. 075-761-2114
academie@institutfrancais.jp
www.academie.ifjk.jp

招聘教授
ミレイユ・アルカンタラ / 声楽、ジョルジュ・プルー
デルマッハー / ピアノ、ピエール・レアク / ピアノ、
●公開レッスン
シルヴィー・ガゾー / ヴァイオリン、レジス・パスキ
エ / ヴァイオリン、原田幸一郎 / ヴァイオリン、ブルー アカデミーの授業は非公開であるため、期間中に各教授
1回90分の公開レッスンを全クラス行います。
ノ・パスキエ / ヴィオラ、フィリップ・ミュレール /
チェロ、ジャン・フェランディス / フルート、フロー
3月29日
（土）、30日
（日）
ラン・エオー / クラリネット、イザベル・ペラン / ハー
アンスティ
チュ
・
フラ
ンセ関西−京都
稲畑ホール
プ、エリック・タンギー / 作曲
聴講料：2000円
（1科目1教授につき）、7000円
（1日通し券）

●作曲クラス作品試演会
作曲クラス受講生がマスタークラス期間中に仕上げた作品
を、演奏家が試演します。

3月31日
（月）13:00
アンスティチュ・フランセ関西−京都 稲畑ホール
入場無料

●受講生コンサート
各クラスから選ばれた優秀受講生（1クラス平均2名）
のコンサートを開催します。

4月1日
（火）13:00
京都市立京都堀川音楽高等学校 ホール
入場無料

8

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

KYOTO

Du jeudi 20 mars au mardi 1er avril
CULTURE

L'Institut français du Japon - Kansai présentera la 24ème
édition de l'Académie de musique en invitant une dizaine
de grands solistes français et japonais pour une série de
classes de maîtres. Les cours publics et les concerts sont
une occasion de découvrir l'esthétique et la technique de la
musique française.

Classes
Chant, piano, violon, alto, violoncelle, flûte, clarinette,
harpe, composition, trio ou quatuor à cordes

Organisateur : Comité exécutif de lʼAcadémie de musique
française de Kyoto
Tél. 075-761-2114
academie@institutfrancais.jp
www.academie.ifjk.jp

Professeurs
Mireille Alcantara / Chant, Georges Pludermacher / Piano,
Pierre Réach / Piano, Sylvie Gazeau / Violon, Régis Pasquier
/ Violon, Koichiro Harada / Violon, Bruno Pasquier / Alto,
Philippe Muller / Violoncelle, Jean Ferrandis / Flûte, Florent
Héau / Clarinette, Isabelle Perrin / Harpe, Éric Tanguy /
Composition

●Cours publics
"Les cours publics (90 min/classe)" offrent une occasion exceptionnelle d'assister aux classes de maîtres
dispensées par de grands virtuoses français.

Samedi 29 et dimanche 30 mars
Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, salle Inabata
2000 yens /cours
7000 yens pour une journée

●Concert des élèves de la classe de composition
Les œuvres des étudiants de la classe de composition
seront interprétées par des musiciens.

Lundi 31 mars à 13h
Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, salle Inabata
Entrée libre

●Concert des élèves
Le dernier jour de l'Académie est consacré à un concert
des meilleurs élèves de chaque classe (environ 2 élèves par
classe).

Mardi 1er avril à 13h
Lycée municipal de musique de Kyoto Horikawa
Entrée libre
アンスティチュ・フランセ関西
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MUSIQUE

CONCERT DE L’ENSEMBLE DE LA 24ÈME
ACADÉMIE DE MUSIQUE FRANÇAISE DE KYOTO 2014
第24回 京都フランス音楽アカデミー
アンサンブル・スペシャル・コンサート2014
3月28日
（金）19:00

「京都フランス音楽アカデミー」
のために来日した教授
陣による、毎年恒例のコンサートです。ソリストとし
ても世界中で活躍する演奏家たちの奏でる珠玉のアン
サンブルを、是非お楽しみください。

Vendredi 28 mars à 19h
Les professeurs de l'Académie, grands solistes de la scène
classique internationale, vous feront découvrir l'univers
de la musique de chambre à travers un concert d'une
exceptionnelle qualité.

京都府立府民ホール アルティ
一般：4000円、学生：3000円
協力：エラート音楽事務所 Tel. 075-751-0617

Kyoto Alti Hall
4000 yens, étudiants 3000 yens
Coopération : Erato (Tél. 075-751-0617)

プログラム

Programme

※都合により曲目・出演者は変更を余儀なくされる場合があります。

* sous réserve de modifications

予めご了承ください。
デュパルク…旅への誘い、
恍惚、
悲歌、
前世
デュティユー…サンフランシスコの夜
ミレイユ・アルカンタラ
（ソプラノ）
、
ピエール・レアク
（ピアノ）
ヴィドール…フルートとピアノのための組曲
ジャン・フェランディス
（フルート）
、
ピエール・レアク
（ピアノ）
タンギー…ヴァイオリン、
チェロとピアノのためのトリオ
レジス・パスキエ（ヴァイオリン）、
フィリップ・ミュレール（チェロ）、
ジョルジュ・プルーデルマッハー
（ピアノ）
トゥルニエ…妖精の国
イザベル・ペラン
（ハープ）
ラヴェル…ヴァイオリン・ソナタト長調
レジス・パスキエ
（ヴァイオリン）
、
ジョルジュ・プルーデルマッハー
（ピアノ）
ブラームス…クラリネット五重奏曲 ロ短調 op.115
フローラン・エオー
（クラリネット）
、
シルヴィー・ガゾー
（ヴァイオリン）
、
原田幸一郎
（ヴァイオリン）
、
ブルーノ・パスキエ
（ヴィオラ）
、
フィリップ・ミュレール
（チェロ）
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Duparc…L'invitation au voyage, Extase, Elégie, La vie antérieure
Dutilleux…San Francisco Night
Mireille Alcantara (soprano), Pierre Réach (piano)
Widor…Suite pour flûte et piano, op.34
Jean Ferrandis (flûte), Pirre Réach (piano)
Tanguy…Trio pour violon, violoncelle et piano
Régis Pasquier (violon), Philippe Muller (violoncelle),
Georges Pludermacher (piano)
Tournier…Féerie
Isabelle Perrin (harpe)
Ravel…Sonate pour violon et piano n°2 en sol majeur
Régis Pasquier (violon), Georges Pludermacher (piano)
Brahms…Quintette pour clarinette et cordes en si mineur,
op.115
Florent Héau (clarinette), Sylvie Gazeau (violon),
Koichiro Harada (violon), Bruno Pasquier (alto),
Philippe Muller (violoncelle)

EXPOSITION, CONFÉRENCE

KYOTO

EXPOSITION DE AKIHITO TAKUMA

« DIFFÉRENCE ET RÉPÉTITION / TABLEAU EN ÉVOLUTION »

詫摩昭人個展「差異と反復／進化する絵画」

Du jeudi 6 au dimanche 16 février *sauf le 11 février
Mardi-samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 15h

オープニング・レセプション
（作家来場）
：2月8日
（土）18:00

Vernissage le samedi 8 février à 18h en présence de l'artiste

この個展では、
ドゥルーズ哲学と絵画の関係を大きく関係づける
「逃
走の線」
シリーズの大作を発表します。
また、上野俊哉氏（和光大学
総合文化学科教授）
をお迎えし、
フランス人哲学者ジル・ドゥルーズに
ついての講演＆クロストークも行います。
この個展と同時に、雅景錐（京都）、
ヨシアキイノウエギャラリー（大
阪）
でも個展を開催します。関西エリアでの大規模な展覧会を、
ぜひ
ご高覧ください。

L'Institut français du Japon – Kansai a le plaisir d'accueillir le
peintre Akihito Takuma, qui présentera une sélection des grands
formats de sa série Ligne de fuite, inspirée de la philosophie de
Gilles Deleuze. A cette occasion, Toshiya Ueno, professeur de
l'Université Wako viendra discuter avec Akihito Takuma sur les
liens entre sa peinture et Gilles Deleuze. Cette exposition est un
volet du triptyque consacré à l'artiste et organisé dans le même
temps à GAKEI GIMLET SAAS (Kyoto) et à la galerie YOSHIAKI
INOUE (Osaka).

アンスティチュ・フランセ関西―京都 3Fサロン
入場無料

Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salon
Entrée libre

ジル・ドゥルーズについての講演＆クロストーク

Discussion sur Gilles Deleuze

オープニング・レセプションでは、
ワインとアートをお楽しみください。

詫摩昭人、上野俊哉（和光大学総合文化学科教授）

Akihito Takuma et Toshiya Ueno (prosesseur de lʼUniversité
Wako)

2月8日
（土）16:00〜18:00
アンスティチュ・フランセ関西―京都 稲畑ホール
入場無料、
日本語のみ

Samedi 8 février de 16h à 18h
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata
Entrée libre, en japonais

主催：雅景錐
共催：アンスティチュ・フランセ関西、
ヨシアキイノウエギャラリー
（大阪）
協賛：アルプスワイン株式会社、
ディオニー株式会社、津乃吉
後援：ホルベイン工業株式会社、滋賀大学、和光大学
レセプションアドバイザー：野中健吾
メディアパートナー：KANSAI ART BEAT
お問合せ：雅景錐

担当：天野

info@gakeigimlet.org

Organisation : GAKEI GIMLET SAAS
Co-organisation : Institut français du Japon – Kansai, YOSHIAKI
INOUE GALLERY
Soutien financier : Alps Wine, DIONY, TSUNOKITI
Parrainage : HOLBEIN WORKS, LTD., Shiga University, Wako
University
Conseiller : Kengo Nonaka
Partenaire media : KANSAI ART BEAT
Renseignements : GAKEI GIMLET SAAS info@gakeigimlet.org

Akihito Takuma《Line of Flight, op.366》Oil on Canvas

アンスティチュ・フランセ関西

11

CULTURE

2月6日
（木）~2月16日
（日）＊2月11日（火・祝）を除く
火曜～土曜：10:00~19:00
日曜：10:00~15:00

SÉMINAIRE

KYOTO

SÉMINAIRE DE FROMAGE
SÉMINAIRE DE VIN
フランス・ワイン・セミナー チーズ・セミナー
12月15日
（日）13:30~15:00

12月15日
（日）16:30~18:00

アンスティチュ・フランセ関西とワインの老舗、 「和魂洋彩・わこんようさい」
ワイングロッサリーが提供する、
日本語で行
心ときめく聖夜を彩るフロマージュ
うワイン・セミナー

「スパークリングワインが10倍楽しくなる！」
年末年始に飲むことが多くなるスパークリングワイン。

あの泡の秘密は？シャンパーニュとスパークリングワインの
違いは？飲むと頭が痛くなるって本当？美味しく飲むには??
などなどたくさんの楽しい情報をお伝えします！
飲んだことがない方でも、
ワイン通でも、
どちらでもお楽しみ
いただけるセミナーです。
ご参加をお待ちしております。
※ワイン４種の試飲、
パン付き

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。
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。

クリスマスと林檎

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）
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

冬でも葉を枯らさずにいる樅は生命の象徴とされ、
クリスマスツリ
ーとして永遠の生命をあらわしています。
クリスマスツリーを12月24
日のイヴの日に飾るのにも興味深い意味があり、
イエス・キリストが
この世に誕生した理由として、
アダムとイヴが楽園で禁断の果実を
食べたことが挙げられます。
12月24日のクリスマス・イヴはアダムとイ
ヴの日でもあり、
ツリーは
「エデンの園の木」
を表しており、
ツリーに
飾られるリンゴは
「禁じられた果実」
の象徴となっています。
そのた
め、
12月25日に人々の罪を償うイエス・キリストが誕生したことによ
って、
子供たちはツリーをゆすってリンゴやお菓子を落とし食べても
構わないのです。
チーズと林檎といえばフランス・北西部ノルマンデ
ィ地方。
温暖で緑豊か、
でも雨の多いこの地はぶどうの栽培には適
さない事から、
昔からリンゴの樹が多く、
シードルと呼ばれる林檎の
醸造酒と、
これを蒸留して造るブランデー＜カルヴァドス＞が造られ
ています。
カマンベール・ド・ノルマンディのチーズの産地としても有
名な地元ノルマンディではチーズをカルヴァドスに浸して食べたり、
コーヒーに入れて楽しむそうです。
至福のマリアージュ、
皆さまもお試しになってみては如何でしょうか。

アンスティチュ・フランセ関西―京都 稲畑ホール
ワインセミナー

一般：１回 4500円、
クラブ・フランス会員：1回 3500円

チーズセミナー 一般：１回 4800円、
クラブ・フランス会員：1回 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。
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CULTURE

GOURMET

LE MARCHÉ DE NOËL
マルシェ・ド・ノエル
12月14日
（土）、15日
（日）11:00~19:00

マルシェ・ド・ノエル（クリスマス・マーケット）
は15
世紀、アルザスで始まって以来、フランスやヨーロッ
パ各地に広まりました。マルシェにはクリスマス飾
りや地方の特産品、工芸品、小さなプレゼントなど、
クリスマスにまつわる小物が並び、お菓子やヴァン・
ショー（ホット・ワイン）
を味わうこともできます。素
敵な音楽とデコレーション、夜には幻想的なイルミ
ネーションやライトアップもお楽しみください。
アンスティチュ・フランセ関西のマルシェ・ド・ノエ
ルに、ご家族やお友達と一緒にお越しください 。
アンスティチュ・フランセ関西―京都 ガーデン
入場無料
主催：ena farm 担当：井原 Tel. 080-4704-3584
共催・お問合せ：アンスティチュ・フランセ関西 Tel. 075-761-2105
協力：たねのね tanenone.net、
anowa農業法人設立準室、7Nature
Usagiこども支援本部
＊次回ル・マルシェは2月2日
（日）
に開催します。

KYOTO

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
de 11h à 19h
Le marché de Noël est né en Alsace au 15ème siècle et s'est
depuis développé partout en France et en Europe. C'est un
marché où l'on peut acheter de nombreux articles de Noël,
notamment des décorations que l'on trouve dans de petites
échoppes ainsi que des produits régionaux ou artisanaux, des
petits cadeaux et de quoi se restaurer avec les gâteaux et le
vin chaud traditionnels.
Profitez de l'ambiance musicale et des décorations de Noël
dans le jardin en venant nombreux fêter Noël à l'Institut, en
famille ou entre amis !
Institut français du Japon - Kansai / Kyoto
Entrée libre
Organisateur: ena farm Tél. 080-4704-3584
Co-organisateur : Institut français du Japon - Kansai
*Le prochain marché sera organisé le dimanche 2 février.

アンスティチュ・フランセ関西
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DANSE

KYOTO

LE PETIT BAL DU DIMANCHE
日曜日のプチ・バル
12月8日
（日）、1月19日
（日）、2月2日
（日）
13:00~16:00
「日曜日のプチ・バル」
に皆様をお誘いします！
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！
事前のお申し込みは不要です。
アンスティチュ・フランセ関西―京都 稲畑ホール
900円

Dimanches 8 décembre, 19 janvier et 2
février de 13h à 16h
L'Institut 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.
Sans réservation.
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata
900 yens

GOURMET

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
年末パーティー
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OSAKA

12月14日
（土）19:00~21:00

Samedi 14 décembre de 19h à 21h

アンスティチュ・フランセ関西―大阪恒例の少し早い
年末のパーティーです。
ビストロ料理にカナッペ・チーズ等を囲んでフラン
スワインで乾杯しましょう。トンボラ（1等賞 エール・
フランス航空券）
もあります。

Comme à l'accoutumée, l'Institut français du Japon - Kansai /
Osaka organise une fête de fin d'année mi-décembre.
Passons un agréable moment ensemble tout en dégustant
des plats typiquement "bistro", des canapés, du fromage, du
vin français, etc.

アンスティチュ・フランセ関西―大阪
一般: 4000円
クラブ・フランス会員: 3000円
受付にてチケット販売中 / 定員になり次第終了
協賛：エールフランス航空

Institut français du Japon – Kansai / Osaka
4000 yens
Membres Club France 3000 yens
Vente de billets à lʼaccueil. Nombre de places limité.

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

GOURMET

KYOTO

LA GALETTE DES ROIS
ガレット・デ・ロワ 新年パーティー
1月11日
（土）16:30

皆で楽しく新年を祝いましょう。
アンスティチュ・フランセ関西ー京都 稲畑ホール、
ル・カフェ
一般：4000円
クラブ・フランス会員：3500円
10歳以下のお子様：1500円
＊フリードリンク制
＊1F受付にてチケット販売中／定員になり次第終了

Samedi 11 janvier à 16h30
Originaire de la Rome antique, la Galette des Rois a traversé
les âges et est encore bien vivante grâce à une tradition
célébrée au moment de l'Epiphanie. La galette est faite de
pâte et de garniture accommodées de différentes façons
suivant les régions.
L'Institut coorganise de nouveau en 2014 une soirée avec le
Club de la Galette des Rois destinée à faire mieux connaître
cette tradition au Japon. La cérémonie de remise d'une
galette géante au Consul général de France aura lieu à Kyoto,
et tous les participants pourront en déguster des parts. De
nombreuses autres sortes de galettes seront également
préparées tout spécialement pour vous par les chefs du Club.

CULTURE

公現祭（エピファニー）
に由来するフランスの伝統菓
子、ガレット・デ・ロワ。中に隠れた小さな陶器の人
形（フェーヴ）
を当てると、その年に幸せが訪れるとさ
れる、新年に欠かせないお菓子です。アンスティチュ
では、クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロワとの共
催により、ガレットのパーティーを開催します。
フランスでは毎年1月、大統領にガレットが献上され
る慣わしがありますが、京都ではフランス総領事への
献上式を行います。この日のために作られる、1mを
超えるスペシャルなガレットにご注目下さい。クラ
ブ・シェフによる特製のガレットの数々も勢揃い。東
西の人気店のガレットを食べ比べるチャンス！フェー
ヴを当てた人には、素敵なプレゼントも。

Institut français du Japon – Kansai / Kyoto,
salle Inabata, café
4000 yens, membres Club France 3500 yens, enfants jusqu'à 10
ans 1500 yens
Boisson à volonté.
Vente de billets à lʼaccueil. Nombre de places limité.

アンスティチュ・フランセ関西
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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 d'Art,
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 に登録しましょう !
アンスティチュ・フランセ日本のデジタル図書館が、WEB上
でスタートしました。
アンスティチュ・フランセ日本の受講生
の方々には、Culturethèqueに無料で登録していただくこと
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、
ビデオ、雑
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誌、
ゲーム、
ＢＤや最新文芸関連ニュースも閲覧（無料）
で
きます。
www.culturetheque.com

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

Inscrivez-vous à Culturethèque !
La médiathèque numérique de lʼInstitut français du
Japon est disponible depuis le 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 suggestions 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。

© Bernard Renoux

アンスティチュ・フランセ関西は、
フランスにつなが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

冬学期

Session d'hiver

※詳細は講座プログラムをご覧下さい。WEBからダウンロ
ードして頂くこともできます。
KYOTO

2014年1月7日
（火）
−3月18日
（火）
● 体験レッスンデー：12月15日
（日）11:00−16:50
冬の新講座をまとめて体験できます。
予約不要、入場無料

● 大学生のためのフランス語短期研修
2月18日
（火）
−28日
（金）
お問合せ：kansai@institutfrancais.jp
OSAKA

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。

Médiathèque

メディアテーク

2014年1月6日
（月）
−3月18日
（火）

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。

● 体験レッスンデー：
12月3日
（火）、5日
（木）、7日
（土）、21日
（土）
2014年1月4日
（土）

Café

KYOTO

お問合せ：kansai.osaka@institutfrancais.jp

カフェ

Études en France

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。

留学サポート

フランス語学留学サポートと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。

CULTURE

PORTES OUVERTES VERS LA FRANCE
フランスへの多様なアクセス

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
イベントカレンダー
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1

月 DÉCEMBRE

8
（日）

14
15
（土）
（日）

14
（土）

15
（日）

15
（日）

日曜日のプチ・バル
12月8日
（日）13:00〜16:00
Le petit bal du dimanche
Dimanche 8 décembre de 13h à 16h
マルシェ・ド・ノエル

月 JANVIER

p14

KYOTO

（土）

p13

KYOTO
12月14日
（土）、15日
（日）
11:00〜19:00
Le marché de Noël
Samedi 14 et dimanche 15 décembre de 11h à 19h

年末パーティー
12月14日
（土）19:00〜21:00
Fête de fin d'année
Samedi 14 décembre de 19h à 21h
フランス・ワイン・セミナー
12月15日
（日）13:30〜15:00
Séminaire de vin
Dimanche 15 décembre de 13h30 à 15h
チーズ・セミナー
12月15日
（日）16:30〜18:00
Séminaire de fromage
Dimanche 15 décembre de 16h30 à 18h

ブルーのイベント：京都市内で開催
グリーンのイベント：大阪市内で開催

11

p14

OSAKA

19
（日）

2

1月11日
（土）16:30
La Galette des Rois
Samedi 11 janvier à 16h30
日曜日のプチ・バル
1月19日
（日）13:00〜16:00
Le petit bal du dimanche
Dimanche 19 janvier de 13h à 16h

p12

KYOTO

p12

KYOTO

2
（日）

2
（日）

ル・マルシェ
2月2日
（日）10:00〜16:00
Le marché de l'Institut
Dimanche 2 février de 10h à 16h
日曜日のプチ・バル
2月2日
（日）13:00〜16:00
Le petit bal du dimanche
Dimanche 2 février de 13h à 16h
詫摩昭人個展
「差異と反復／進化する絵画」

6~
（木）

8
（土）

23
（日）

2月6日
（木）〜2月16日
（日）
オープニング・レセプション：2月8日
（土）18:00
Exposition de Akihito Takuma
Du jeudi 6 au dimanche 16 février
Vernissage le samedi 8 février à 18h
ジル・ドゥルーズについての講演＆クロストーク
2月8日
（土）16:00〜18:00
Discussion sur Gilles Deleuze
Samedi 8 février de 16h à 18h
『パノラマ』— ル・フレノワ

28~
（金）

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

p14

KYOTO

p13

KYOTO

p14

KYOTO

p11

KYOTO

p11

KYOTO

p04

2月23日
（日）14:00〜17:00
KYOTO
DIGITAL CHOC 2014 : PANORAMA – LE FRESNOY
Dimanche 23 février de 14h à 17h
「散漫な機械たち」
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p15

KYOTO

月 FÉVRIER

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

ガレット・デ・ロワ 新年パーティー

p05

2月28日
（金）〜3月16日
（日）
KYOTO
オープニング・レセプション：3月1日
（土）18:00
DIGITAL CHOC 2014 : MECANIQUES DISCURSIVES
Du vendredi 28 février au dimanche 16 mars
Vernissage le samedi 1er mars à 18h

3

4

月 MARS

（土）

4
（火）

3月1日
（土）15:00〜18:00
DIGITAL CHOC 2014 : LAST ROOM / DEPLI
Samedi 1er mars de 15h à 18h
CCMC2014
コンテンポラリー・コンピューター・ミュージック

KYOTO

8

p07

KYOTO

3月4日
（火）18:00
DIGITAL CHOC 2014 : CCMC 2014 Contemporary
Computer Music
Mardi 4 mars à 18h

20~
（木）

28
（金）

29
30

（土）
（日）

31
（月）

3月8日
（土）時間未定
DIGITAL CHOC 2014 : Focus ANKAMA
et industrie du jeu vidéo
Samedi 8 mars l'horaire à confirmer
京都フランス音楽アカデミー
3月20日
（木）〜4月1日
（火）
Académie de musique française de Kyoto
Du jeudi 20 mars au mardi 1er avril

1
（火）

Ankamaとビデオゲーム産業

（土）

京都フランス音楽アカデミー：
受講生コンサート

p06

4月1日
（火）13:00
京都市立京都堀川音楽高等学校ホール
Concert des élèves de l'Académie
Mardi 1er avril à 13h, Lycée municipal de musique de
Kyoto Horikawa

アンスティチュ・フランセ関西
p07

KYOTO
OSAKA

p08-09

CALENDRIER
CULTURE

1

月 AVRIL

「ラスト・ルーム」/「広げる」

冬期休館日のお知らせ：

（月・祝）〜2014年1月3日
（金）
KYOTO 12月23日
（日）〜2014年1月3日
（金）
OSAKA 12月22日
Fermeture de lʼInstitut français du Japon - Kansai
KYOTO du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2014 inclus

p08-10

OSAKA du dimanche 22 décembre vendredi 3 janvier 2014 inclus

KYOTO

京都フランス音楽アカデミー：
教授陣によるコンサート

p10

3月28日
（金）19:00
京都府立府民ホール アルティ
Concert des professeurs de l'Académie
Vendredi 28 mars à 19h, Kyoto Alti Hall
京都フランス音楽アカデミー：
公開レッスン

p08-09

KYOTO

3月29日
（土）、30日
（日）
Cours publics de l'Académie
Samedi 29 et dimanche 30 mars
京都フランス音楽アカデミー：
作曲クラス作品試演会

p08-09

KYOTO

3月31日
（月）13:00
Concert des élèves de la classe de composition de
l'Académie
Lundi 31 mars à 13h

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。

アンスティチュ・フランセ関西
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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

