
Dans l'île de Ré 

Ma belle adorée 

Je t'emmènerai 

Bientôt 

Au mois le plus tendre 

Le mois de septembre 

Où l'on peut s'étendre 

Bien seuls 

Regardant la plaque 

Des flots et les flaques 

Que les soirées laquent 

D'argent, 

Regardant les teintes 

Allumées, éteintes, 

D'une toile peinte 

Par un génie clair 

Dans l'île de Ré 

Ma belle adorée 

Je t'emmènerai 

Tout beau 

Remontant l'aorte 

D'une route accorte 

Nous irons aux Portes 

Au bout 

Mes parents y vivent 

Tout près de la rive 

Brodée de salives 

Nacrées 

Là, la fleur marine 

Par les deux narines 

Grise la poitrine 

D'un encens sucré 

Sur le tapis mousse 

De la plage rousse 

Soudain je te pousse 

Alors 

Voici le célèbre 

Cliché de vertèbres, 

De bras et de lèvres 

Roulant 

Sur le drap de sable 

Que l'eau imbuvable 

Lessive inlassable 

Nettoie 

Effaçant l'empreinte 

Pourtant sacro sainte 

De la longue étreinte 

De nos cœurs en croix 

Quand la lune brûle 

L'îlot majuscule 

Dont tintinnabulent 

Les ports 

Sur les pierres vieilles 

Je nous appareille 

De phrases vermeilles 

Partons 

Nous jetterons l'ancre 

Dans le flacon d'encre 

D'une nuit qu'échancre 

Là bas 

Le phare sirène 

Du cap des Baleines 

Tournant la rengaine 

D'amour d'au delà 

Dans l'île de Ré 

Ma belle adorée 

Je t'emmènerai 

Demain 

Ta main dans la mienne 

Come rain or come shine 

Comme reine ou comme 

chaîne 

Je t'aime 

Rois mages en cohorte 

Barbe Bleue des Portes 

L'océan t'apporte 

La clé 

La clé du mystère 

Pour toi, ma Miss Terre 

Que tu sauras taire 

Dans l'île de Ré. 

  



レ島では ，私の美しい崇

拝、私はあなたを連れて

行きます  

やがて 最も柔らかい月

に  9月  

拡大できるところ  

まあまあ  

プレートを見る  

ストリームと水たまり  

それは夕方には懐かしい  

アージェント  

色合いを見る  

オン、オフ、  

ペイントされたキャンバス

から  

明確な天才によって  

 

レ島では  

私の美しい崇拝  

私はあなたを連れて行き

ます  

 

すべて美しい  

大動脈の再構築  

道路から  

私たちは門に行く  

後  

私の両親はそこに住む  

海岸の近く  

唾液刺繍  

真珠  

そこに、海洋の花  

 2つの鼻孔  

グレーの胸  

甘い香  

 

フォームカーペット上  

レッドビーチ  

突然私はあなたをプッシ

ュ  

それから  

ここは有名人です  

脊椎の粘膜、  

腕と唇の  

ローリング  

砂の上に  

その水が飲める水  

執拗な洗濯  

クリーン  

フットプリントの消去  

しかし、聖なる聖餐  

長い抱擁から  

私たちの心から十字架へ  

 

月が燃える時  

首都島  

淡い色合いではない  

ポート  

古い石について  

私は残す  

 Vermeous sentences  

してみましょう  

私たちはアンカーをキャ

ストする  

インクボトル  

ある夜  

そこに  

サイレン灯台  

鯨の岬から  

曲を回す  

愛を超えて  

 

レ島では  

私の美しい崇拝  

私はあなたを連れて行き

ます  

明日  

私の中のあなたの手  

雨が降り、輝く  

クイーンまたはチェーンと

して  

私はあなたを愛している  

コホートの 3人の賢者  

青いひげのドア  

海はあなたをもたらしま

す  

キー  

謎の鍵  

あなたのために、私のミ

ス・アース  

あなたが知らないこと  

レ島で。 

  



レ島（レとう、フランス語: 

Île de Ré）は、フランス、

シャラント＝マリティーム

県の島。イル・ド・レとも呼

ばれる。ラ・ロシェル西方

の大西洋に存在する。島

は長さ約 26キロ、幅は

70 メートル（最も狭いとこ

ろ）から 5キロで、1988年

にフランス本土のラ・ロシ

ェルとをつなぐ全長 2.9km

の橋が完成した。フランス

有数のリゾート地で、冬季

は 1万 6千人の人口の

島が、夏季には人口が 16

万人にもなる。 

 

晴れの日が多く、風が穏

やかなイル・ド・レは人気

の観光地である。水温は

概ね低いが、島の周囲は

緩やかな傾斜のある砂浜

である。パリから電車で 3

時間でラ・ロシェルへ来る

ことができ、タクシーで島

へ渡れることから、週末に

島の別荘を訪れる人が多

い。休暇で訪れる人々の

自転車が島内で目立つ

が、彼らが自家用車を持

ち込むのは非常にまれで

ある。キャンプ場やホテル

が至る所にある。大きなス

ーパーマーケットがあるの

で長期滞在に便利であ

る。夜には、港のサン・マ

ルタンとラ・フロットが賑わ

う。レストラン、営業時間

の長い商店が軒を並べ、

家族的な雰囲気である。

新鮮なカキほか魚貝料理

が食べられる。   



私の美しい崇拝されたディ

レ・ル・ド・レ...「もちろん、

クロード・ノウガロの歌の

始まりは、8月 17日火曜

日、灯台に着くか、より正

確には「灯台の人魚/ケー

プ・デ・バレネーヌ（Cape 

des Baleines）」と呼ばれ

ています。特に、初版に関

しては、8月 16日から 19

日にかけて、レ・アイランド

の市町村の 1つであるサ

ン・クレマン・デ・バレネー

ゼの灯台でのジャズフェス

ティバルが開催されました

その島を作ったトゥールー

ズのネイティブの記憶 、

特に北西のヒント、彼のパ

ラダイズの一つ。  

パリのクラブのプログラマ

ーであるジャン・ミッシェ

ル・プルスト（Jean-Michel 

Proust）灯台のジャズ芸術

監督は、ヌーガロの足跡

に参加するという選択は

「フェスティバルの基盤を

確立する」方法だと語っ

た。とサックス奏者。  

そのため、8月 17日の祝

祭の夜は、ドラマー

AndréCeccarelli、 

Nougaro、ジャズ、そして

私が歌う Nicole Croisille

のプログラム「The Cock 

and Clock」で満杯です。 

ドラムのトップの 1つと、フ

ランスの歌の最高の声の

1つ。  

Ceccarelliには、ピアニス

ト Pierre-Alain Goualch、

ベーシスト Christophe 

Wallemme、歌手 David 

Linxがいます。 Linxの

到着前に始まるトリオ・ゲ

ームは、最初から最後ま

で、彼の声を模倣している

ことなく、彼のキャスティン

グである Nougaroの言葉

を採用する。 Linxは彼の

英語版のレア・ソング、 

Eau douceを提供してい

ます。それは完璧で、オノ

マトペと混じった音で演奏

します。 それは、超高速、

精密、そしてダイナミックな

テンポで女の子を追いか

ける。  

もし Linxがこのレパートリ

ーの別の歌手を時々考え

ることができるのであれ

ば、Al Jarreauには施設

のポップではなく、ジャズ

のスピンになるだろう。 

Ceccarelliが考案したプロ

グラムの偉大な知性は、

最も有名なテーマを別の

世界にもたらすことです：

ワルツは 4ビートのスイン

グとなり、ブラジルはブル

ースとなるものは何か...  

JAZZの素晴らしい恋人  

ピアニストのアルド・フラン

ク、ベーシストのドミニー

ク・バートラム、チェクケリ

を伴った Nicole Croisille

のテーマはオリジナルの

アレンジで演奏されます。 

歌手の Nougaroはより古

典的で、より多くの目撃さ

れたが、ちょうどよく考えら

れている。 彼女はコンポ

ジションの調整を行い、ア

フリカン・アメリカンのジャ

ズ、ブラジルのテーマ、人

生の歌、そして少しの死を

歌うために Sing Sing 

Song と Armstrongをテ

ーマに提案しています...  

彼女は歌手との友情、一

緒に働く思い出を伝えま

す。 彼女はショーの女性

でジャズの偉大な女性で

す。 彼女は Ile deRéを

歌います。夜に明かりが

点灯する灯台を指してい

ます。それはちょうど美し

いものです。 シーンに登

場する直前に雨が降り始

めた 4滴の雨は、ガレー

ジのコースに続く霧雨にな

りました。 誰もほとんど、

そのサイトを離れません 
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