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フレンチブルーミーティング実行委員会 

 

 

 

 

 

 

フレンチブルーミーティング実行委員会は、2021 年 10 月 2 日（土）15:00~3 日（日）

15:00(JST)に「French Blue Meeting 2021 online」の開催が決定しております。 

Youtube channel FBM 【https://www.youtube.com/c/FBMonline】 

リリース第二弾、コンテンツと出演者を発表致します。 

名古屋スタジオ L’ecole d'F をベースに、車山高原、東京、パリ、シンガポールにスタジオを準備。

オンラインならでは、国境を越え、全 5 スタジオに加え、さまざまな場所から中継をつないでお送り

します。多様なコンテンツの一部をご紹介します。 

 

１） 2 日 17：00～19：00 Groupe PSA Japan Presents 「ディープなフランス車ラバーズの集い」 

フランス車の爆買いが止まらない通称「フレンチ君」が東京スタジオからお送りします。 

国内３大フランス車イベントである、「“フレンチ－フレンチ”友の会」「FrenchToastPicnic（フレンチ・トースト・ピ

クニック）」「フレンチブルーミーティング」の代表が集まり、各イベントの黎明期から現代までを振り返り、オタク談義

に花を咲かせます。 

PSA Japan 広報担当森さんが会場に駆けつけ、愛車自慢を投稿してくださった皆さんにプレゼントを用意してく

ださる予定！ 

 

２） 2 日 21：00～23：00 Groupe PSA Japan Presents 「FBM パリ祭」 

第一弾で発表されたフランス人ディーヴァ ダニエル・ビダルと共演するのは、FBM のアンバサダーでヴァイオリニスト

Reina Kitada とアコルディオニスト 田ノ岡三郎が結成した Authentic Midget Orchestra、そしてシンガポ

ールからはアーティストで歌手の MAMI が今年もそろって登場。熱いライブを繰り広げます。 

そして、今年も「リサとガスパール」が車山から登場！ 

 

Reina Kitada 

Paris と Tokyo を拠点に活動する実力派フレンチシンガーバイオリニストソングライター。 

1985 年東京生まれ。居住地パリ/日本。4 歳よりバイオリンをはじめる。 

2004 年 18 歳の時一人フランスに移り住む。Centre des Musiques Didier Lockwood

に日本人として初めて入学。ジャズバイオリンを Didier Lockwood に師事。在学中から日本と

フランスで演奏活動を開始。 その後、日本においてテレビ CM やテレビドラマ、ラジオ番組、フラン
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ス語詞提供等も手がけ、日本のみならず、ヨーロッパの有名アーティストとの共演を果たす。 

彼女のキャリアからも見てとれるように、あらゆるジャンルのエッセンスを持ちながら紡ぎだされる音楽は紛れもないオ

リジナリティとセンスにあふれている。 パリのエスプリと東京のスピード感を体現するその才能は、誰にも真似する事

の出来ない世界を創りだす。 

ホームページ→ http://www.reinakitada.com/   Twitter→ @reinakitada   

Instagram→ reinakitada 

 

田ノ岡三郎 

幅広いジャンルのステージ&レコーディングで日々熱演を続けるアコーディオン奏者。東京音大

卒業後にパリにてダニエル・コラン氏に師事、最新作「旅するアコーディオン」をはじめ 8 作のソロ

アルバムをリリース。TV ドラマ、映画、アニメ、CM やゲームの音楽への演奏参加も多数、テレビ

東京系「シェフは名探偵」では劇中音楽の制作にも参加。 

NHK 連続テレビ小説「エール」「なつぞら」など、稀にキャストとしての出演もある。歌うように奏であげる音色には

定評があり、多方面で活躍を続けている。 

ホームページ→ http://tanooka.net   Twitter→ @saburotter 

 

MAMI  

コンテンポラリーアーティスト / シンガーソングライター 

１９８４年１０月２３日 静岡県生まれ。幼少期をニューヨークと東京で過ごし、大学生活

を終えて間も無く香港に移住。その後２０１５年、香港からシンガポールに拠点を移すのと同

時期に絵画を始める。２０１６年頃より東南アジアとヨーロッパを中心にグループ展及び個展に

出展、またレストランやオフィスの内装アートを担当するコラボレーションを通し活動中。学生時代

より続けている音楽・楽曲制作活動が現在のアート活動においても大きな糧であり、ヒントとなる。 

ホームページ→ https://mamiishibashi.com/   Instagram→ mamamiarts 

 

リサとガスパール 

リサとガスパールはうさぎでもない、犬でもない・・・・・・ 

とびきりキュートなパリの住人。人間の学校に通って友だちはいっぱいだけど、とくべつ仲良しな 

ふたりは遊びもいたずらもいつもいっしょです。 

オフィシャルサイト：https://www.lisagas.jp/   

Twitter→ ＠Gaspard_Lisa_JP   Instagram→ gaspardetlisa_official  

 
 

３） 3 日 10：00～11：00 Motor Sports Village Presents 「すべてはパリから始まった！レースの

歴史と街づくりは密接な関係が？！」 

富士スピードウェイの隣接地に建設が進んでいるモータースポーツの魅力発信をサポートする「富士スピードウェイ

ホテル」、その中にはトヨタ博物館が監修する「モータースポーツミュージアム」が併設されます。そんなモータースポー

ツビレッジへの期待に胸を膨らます１時間。まずは、ミュージアムに思いを馳せます。1895 年、パリ~ボルドー始ま
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るモータースポーツの歴史。1906 年のフランスグランプリ 、そして 1923 年のル・マン 24 時間レースへ。パリの都

市計画に始まるモータリゼーションとモータースポーツの夜明け。そこに意外や米国との関係も⁉レースの歴史を紐

解いてみましょう。 

そして、新しく完成する Motor Sports Village でレースウィーのドライバー、メカニック、スポンサー、そして観客

は、どのように過ごすことができるのか。Motor Sports Village 伊奈さんにお話しを伺います。そして、多くのレー

ス経験を持つ服部尚貴さんがゲスト出演！服部流 FMV への期待をお話しいただきます。 

 

４） 3 日 11：00～12：00  Motor Sports Village Presents 「モータースポーツビレッジ計画×ステ

キカーライフ」 

フランス車を愛する人々から学ぶ、ステキカーライフとは？毎週土日はオフ会へ。西にエンジンがグズるシトロエンと

聞けば、パーツを譲り合い、東に困ったプジョーあれば、メンテナンスも手伝い合う。そんな方々から学ぶ、カーライ

フ！昨年、その苦労話が１時間を越えた、服部尚貴さんの DS 愛が止まらない、レストア日記のその後にも注

目。自身のシトロエン DS のレストアを完了させて、愛車で名古屋スタジオにやってきます（あくまで予定、間に合

うのか？！）。 

 

５） MC 決定 

名古屋スタジオ L’école d‘F からは、モータージャーナリストの飯田裕子さんが、東京スタジオには女優の廣田琴

美さんが参戦します！ 

クルマ談義に夢中なみなさんに違った視点からのコメントが期待されます！ 

 

飯田裕子 

自動車メーカーに勤務しながら参加していたレースで車への関心を一層強め、自動

車ジャーナリストに転身。「クルマ×人×生活」をテーマに新車からクラシックまで愛し乗

りこなす、カーガイならぬカーガール！？ ドライビングスクールのインストラクターとしての

キャリアも 20 年以上。近年は過疎地域/高齢化社会における“個の自由な移動”を

叶える ADAS の進化に注目している。自動車専門誌/Web、新聞、ライフスタイル系メディアへの執筆、テレビ/ラ

ジオ/動画コンテンツへの出演のほか、講演やパネリストなど活動は幅広く、女性からの支持も高い。90 年代以降

のクルマのカタログ、クラシックモデルを中心とするミニカー、ビバンダム時代からのミシュランマングッズのまあまあなコレ

クター。 

＊日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員 

Twitter → @Iida_Yuko  Instagram → iidayukon 

 

廣田琴美 

香川県出身。17 年間の会社員・社会人をへて俳優の道へ。「真田丸」「半分、青い。」等の

TV ドラマの他、TVCM「さくら祭典」「JA グループ岡山」「大江戸温泉物語」、MV「風といっしょ

に」(小林幸子＆中川翔子)など幅広く活動。短編映画「マカリス」(山本康士監督)は多数の

海外映画祭にノミネート、2020 年カンヌ国際映画祭ショートフィルムコーナーに選出される。特

技・趣味は弓道とフィルム写真。 



今年は、FBM の SNS の「中のヒト」として活動。独自の視点でメッセージを発信しています！ 

ホームページ：https://kotomihirota.wixsite.com/since2020/home-copy 

Twitter→ @HirotaKotomi  インスタ→ hirota_kotomi 

 

※内容は予告なく変更になる可能性があります。 

※また新しい情報は随時公式サイト・Facebook・Instagram で発信します。 

 

毎 年 恒 例 の オ リ ジ ナ ル ス テ ッ カ ー の 発 売 中 。 WEB サ イ ト

（https://www.frenchbluemeeting.com/）から購入が可能です。 

 

 

 

 

【実施概要】 

開催日時：2021 年 10 月 2 日（土）15:00 ～ 3 日（日）15:00 

Youtube channel ： https://www.youtube.com/c/FBMonline 

 

 

〇PARTNER 
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