盛大な夏至祭と
ザリガニパーティ

各家庭の暖かい室内で、毎週のようにパー

スウェーデンにはワ インは も ち ろん ︑

とはいえ、スウェーデンは飲酒に非常に

種類が多く︑﹁ソフィエロ﹂や﹁マリエスター

な種 類のお酒があ り ま す ︒特にビールの

ウォッカやシードル︑
スナップスなどいろいろ

厳しい国という側面もあります。 ・ 度

ド﹂︑﹁ストックホルム﹂など︑
数多くの銘柄

ティが開かれます。

以上のアルコールは国営の販売店「システ

食店が客にお酒を飲ませることはできて

常に厳 格な国といいましたが︑
カフェや飲

さきほど︑
スウェーデンがアルコールに非

が市場に溢れています︒

時しか営 業し

も︑
ビンでの販 売は禁 止されています ︒し

時 から

ら急なパーティの手土産として冷えたお

ない上に、商品はすべて常温管理。ですか

かも︑
レストランで飲めるのは 歳以上で︑

しかも平日は

ムボラーゲット」のみでしか買えません。

酒をというニーズにはまったく応えてくれ

歳以上 ︒クラブなどでは

歳以上にな

システムボラーゲットで購入できる年齢は
らないとお酒を飲むことができません︒
てはいけないのは︑
短い夏を楽しむ夏至祭

大のお酒好きな父も例外ではなく 、他
トリエで多くのワインを貯蔵していまし

﹁ザリガニパーティ﹂です︒このパーティでは

れるのですが︑国 中で︑﹁マイストング﹂と

ですね︒毎 年 6 月の3 週 目の土日に開か

ジャガイモの蒸留酒﹁アクアビット﹂を飲み

飲むワインをそのアトリエから探してく

夏 至 柱が立てられます ︒人々の頭 も 花で

呼ばれる メートルほどの花で飾られた

ます ︒実は︑今 夜︑
ファンミーティングを開

ることでした。

くのですが︑
そこで﹁ザリガニパーティ﹂を
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絵を描いた帽 子をつけて歌いながら乾 杯

ですよ︒ザリガニパーティでは︑
ザリガニの

たのですが、今、ワインを通じて大人の付

たですね。そうしてワインのラベルを覚え

う〝使命感 〟
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のです ︒でも︑
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万国共通︑
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のお酒事情からお話ししましょう。

き合いができるようになったのは、この父

夏至祭の後は︑
8月に入って解禁となる
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飾 り︑
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ガーデンパーティ、
そして冬になると今度は

言われたワインをきちんと運べるとい

びます。

何本ものワインから探し出し、父の下に運

ベットの「C」と「H」のスペルをヒントに

えます。私は、「シャルドネ」なら、
アルファ

父はその日に飲みたいワインを私に伝

「シャルドネのワインを持ってきて！」

た。ですから、幼い私の役割は、毎晩父が

スウェーデンのお酒事情を語る上で忘れ
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得ていて、各家庭では普段からお酒を大
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3
5

10

つくと、
「これ

るようにもなりました。味わいはもちろん

ショーなどにも出させていただいたりす

の日本法人の方と知り合いになり、トーク

たことはありますか。私は毎年秋になる

い頃の映画『素晴らしき日 』をご覧になっ

ジョージ・クルーニーがあまり 売れていな

会いから始まる大人の男女の恋愛物語で

とこの映画が観たくなります。最悪な出

売れればいい。
観に魅了されました。

ですが、何よりモエ・エ・シャンドンの世界

が 嫌 だった ら

を 触るお客は

すが、その中で、ワイングラスをホントに

ス タ ーの お 尻

「現実離れしているほど素晴らしい」とい

美味しそうに傾けるんですよ。私はこの

と 。この 言 葉

い な い か ら」

映 画 を 観るたびに 赤ワインが 飲みたく

放題というクルージングも企画してくれ
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赤ワインといえば、私流の全世界共通の
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日限りの大パーティの開催や、モエ飲み
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）
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は 今 で も 私の
〝 教 訓 〟となっ
えっ、その時

ています。

てくるのです。ウエイターから「どのよう

どこでも間違いなく私好みのワインが出
とは言うものの、日本酒も嫌いではない

なワインがいいですか」と尋ねられたらこ

の目指すところなのです。
です。
「すず音 」
（一ノ蔵 ）という発泡清酒

代のお 酒の飲
く 飲みません

「飲みやすくて、フルーティで、軽くて、女

う答えます。
これから秋にかけては日本では食べ物

はとても美味しいと思います。

もありませんので、飲めませんでしたね。

まったくの逆のものをください」

の子 が 好 き なタイ プのワ イン…… とは

というか、お金
るための下積み生活が始まります。もとも

あん肝とか…。蟹の甲羅酒なんかも飲み

今お酒と言われれば、迷わずシャンパン

映画コメン

最 後に

ています。

印 象 深い

の〝渋い 〟ワインが出てくるのです。

そう言うとどこの国でも完璧な私好み

が美味しくなる季節です。白子ポン酢や

を考えながら、
〝粋な飲み方 〟をしていき

たいないぁ。とにかく、季節と場所と料理

やがて徐々に映画の吹替やCMナレー
少知られるようになり、ようやく自分の

ション、情報番組への出演などが増え、多
お金で好きなお酒を飲めるようになりま

母に会いに来ていたこともあり、日本の芸
能界に強い関心がありました。これだけの

グッズまで揃えるほどに大好きなんです。

の「モエ・エ・シャンドン」と言います。関連

テーターと

たいと思っ

テレビのチャンネルがあるんだから、何らか

したが、それは何年も後のことです。

ローズアップされますが、ホントに辛かった

私は料理によって飲むものを選びたいので

映画をご

なければMCの仕事もできません。歌の

のは日本語の習得ですね。日本語ができ

モエと出会ったのは、麻布十番にあった

して、お酒

行きつけのお店でした。甘すぎず、すっき

しょう。

紹介しま

が らみの

りした味わいにひと口飲んで一目惚れでし

すが、モエ・エ・シャンドンはほとんど何に

歌えないとダメだよ」なんてお客さんによ

数曲のみ。
「歌手なんだから、それぐらい

た。その後、神田うのちゃんを通じてモエ
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く怒られていました。酔客にお尻を触ら

キャンペーンで廻るスナックではデュエッ

れたこともあります。マネージャーに泣き

トを依頼されても、歌えるのは丸暗記した

今でこそ、車でのホームレス生活がク

のチャンスはあるだろうという感覚でした。

と休暇を利用して、何度も日本に住む祖

み方？ まった

1

