
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ さろん｜Mail News 2016/8/1｜#72 ■【イベント号】 

(*Bccでお送りしています） 

これまで「さろん」にお申込・ご参加された方にご案内しています。 

ご案内不要の方はお手数ですがこのメールにそのままご返信ください。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

哲学カフェ及び関連イベント情報をお送りします。 

みなさんの興味・関心の一助としていただくとともに、 

今後とも「さろん」を応援いただければ幸いです。 

なお、このメールニュース掲載のコラムは執筆者の個人的な考えを表したものです。 

会や専門領域における統一見解や事象を扱っているものではありません。 

予めご了承ください。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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【特報１】 ☆さろん6th Anniversary☆ さろん”実験”哲学（第73回） 

       テーマ：「愛について考える（仮）」 

-------------------------------------------------------------------------- 

これまでに弊会活動に興味・関心をお寄せ頂いた皆様のお陰を持ちまして、 

本年９月に弊会は６周年を迎えます。 

これを記念して、第73回さろん”実験”哲学を下記のテーマで開催します。 

 

日 時：2016年9月17日（土）13:30-17:00 (予定) 

テーマ：「愛について考える（仮）」  

進 行：堀越（さろん代表） 

場 所：新宿文化センター第２会議室 

 

▽進行から：いつもよりじっくりと深く考え、対話をするため、今回の実験さろん哲学は普段より

も少し時間をかけて、二重円法を試行*1 してみます。どのような対話になるか、皆様のご参加      

をお待ちしています。 

http://salon-public.com/
https://twitter.com/salontetsugaku
https://www.facebook.com/salontetsugaku/


   *1) 参加者の方々がふたつのグループに分かれ、それぞれを対話に参加するグループ         

とそれを観察して報告するグループとし、交代で対話する方式。 

 

ご予約を受付け中です。 

salontetsugaku@gmail.com（予約担当：ヤギ林） 

 

どうぞお楽しみに♪ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【特報２】 第2回哲学プラクティス連絡会にさろんが参加します 

  ◆ブース発表【さろん～哲学対話と関連活動報告～】 

  ◆ワークショップ 

「ミニシンポジウム【対話の余白から；〈在野の市民カフェ〉の健全な機能とはなにか？】」 

-------------------------------------------------------------------------- 

第2回哲学プラクティス連絡会にさろんが参加します。 

弊会は下記２プログラムに参加します。 

ご興味・関心のある方のご参加をお待ちしております。 

 

参加日；2016年8月28日(sun) 

会 場；立教大学池袋キャンパス５号館 

内 容； 

 a) 11:15～12:15 ／ ブース発表 ～登壇者：堀越 

    【さろん～哲学対話と関連活動報告～】 

   http://philosophicalpractice.jp/information/0726/ 

 

 b) 13:15～14:45／ ワークショップ  

     ミニシンポジウム【対話の余白から;〈在野の市民カフェ〉の健全な機能とはなにか？】 

      http://salon-public.com/wp-content/uploads/2016/08/WS2special.pdf 

      http://philosophicalpractice.jp/information/0717/ 

  基調報告：芹沢幸雄（さろん） 

  パネラー： 

      梅田孝太 さん（上智大学非常勤講師、「Core Talk Cafe」運営） 

    尾﨑絢子 さん（「はなこ哲学カフェいどばたのいどほり」代表） 

   島内明文 さん（東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野特任研究員、 

「コミュニケーション・アゴラ」元主宰） 

   廣井泉 さん（カフェフィロ、「女性のための哲学カフェ」) 

   たなかのぶこ さん（さろん、新スタッフ） 

    *ゲストパネラーは50音順 

▼大会情報の詳細; http://philosophicalpractice.jp/ 

▼大会へのお申込み; http://goo.gl/forms/hOIwApos9F7lVq7W2 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://philosophicalpractice.jp/information/0726/
http://salon-public.com/wp-content/uploads/2016/08/WS2special.pdf
http://philosophicalpractice.jp/information/0717/
http://philosophicalpractice.jp/
http://goo.gl/forms/hOIwApos9F7lVq7W2
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┃【1】予約受付中：8/20  さろん哲学 第72回 テーマ：「困ってるひとを応援するには？」 

┃【2】予約受付中：8/18  朝さろん〈62〉『暗室』/〈エロスとタナトス〉 

┃【3】準 備 中： － さろん工房 

┃【4】開催の報告：7/16  さろん哲学 第71回 テーマ：「癒し」 

┃【おしらせ】さろんラボ 企画を募集中です♪  

┃【5】関連イベント情報 
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━━【１】さろん哲学━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

      第72回 テーマ：「困ってるひとを応援するには？」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

第72回さろん哲学を下記のテーマで開催します。 

 

日 時：2016年8月20日（土）15:00-17:00 

テーマ：「困ってるひとを応援するには？」 

進 行：せりざわ 

場 所：カフェ・ミヤマ 渋谷公園通り店1号室 

費 用：1,300円（含；運営費300円＋ワンドリンク＋会場費） 

定 員：16名 

 

▽司会から： 

 いよいよリオ・オリンピック、パラリンピックが開幕です。 

 テレビ観戦で声援を送るひとも多い夏だと思います。 

 でも「応援する」っていったいどういうことなんでしょうか。 

 「がんばれ」って声を出すこと？旗を振ること？手を差し出すこと？ 

 それとも見届けること？ 

 今回は、応援が必要な人とりわけ「困ってるひと」に焦点化して、いっしょに考えてみましょう。 

 

●会場は前回と異なりますので、ご注意下さい。 

●携帯からメールを送信される場合、お返事のメールが受信できるよう、迷惑メール設定の確認を

お願いします。 

 

ご予約を受付中です。 

salontetsugaku@gmail.com（予約担当：ヤギ林） 

 

詳細はこちらをご覧ください。 

http://salon-public.com/tetsugaku/ 

http://salon-public.com/tetsugaku/


https://twitter.com/salontetsugaku 

 

さろん哲学は【原則、毎月第3土曜】開催です 

 

--------------------------------------------------------------- 

━━【２】朝さろん／夜さろん━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

     〈62〉『暗室』吉行淳之介 ／〈エロスとタナトス〉 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

前回の開催報告、朝さろん〈61〉『猟銃』井上靖、参加者８名。 

記録レジュメは「朝さろんの本棚」からダウンロードできます。 

 http://salon-public.com/archives/category/033 

 

 

【朝さろん】 

◆朝さろん 62nd morning 

『暗室』 吉行淳之介／〈エロスとタナトス〉 

日 時：2016年8月18日（木）am6:50～8:00頃 ※お盆休み期間中のため第３週に開催します 

参加費：500円（資料代等）＋モーニングビュッフェ820円 

場 所：渋谷駅近く（ご予約時にご案内いたします） 

 本 ：『暗室』 吉行淳之介（講談社文芸文庫） 

定 員：8名程度（要予約） 

バリスタ（進行）：芹沢 

内 容： 

 ◇屋根裏部屋に隠されて暮す兄妹、腹を上にして池の底に横たわる150匹のメダカ――脈絡なく 

  繋げられた不気味な挿話から、作家中田と女たちとの危うい日常生活が鮮明に浮かび上る。 

  性の様々な構図と官能の世界を描いて、性の本質を解剖し、深層の孤独を抽出した吉行文学の 

  真骨頂。「暗い部屋」の扉の向こうに在るものとは……。 

 

◆朝さろん 63rd morning /さろん6th Anniv.連続開催 

『死の棘』 島尾敏雄／〈エロスとタナトス〉 

日 時：2016年9月18日（日）am9:00～12:00頃 

参加費：1600円程度（資料代等500円＋会場利用費＋ワンドリンク） 

場 所：渋谷の会議室利用 

 本 ：『死の棘』 島尾敏雄（新潮文庫） 

定 員：8名程度（要予約） 

バリスタ（進行）：芹沢 

内 容： 

 ◇思いやりの深かった妻が、夫の「情事」のために突然神経に異常を来たした。狂気のとりこと  

なって憑かれたように夫の過去をあばきたてる妻、ひたすら詫び、許しを求める夫。日常の平穏な

刻は止まり、現実は砕け散る。狂乱の果てに妻はどこへ行くのか?―ぎりぎりまで追いつめられた夫

と妻の姿を生々しく描き、夫婦の絆とは何か、愛とは何かを底の底まで見据えた凄絶な人間記録。 

https://twitter.com/salontetsugaku
http://salon-public.com/archives/category/033


 

【夜さろん】 

◆第19夜「ビブリオバトル・アラモード（夜さろん風）」 

日 時：2016年10月 or 11月の第3金曜19:30～22:00（予定） 

テーマ：「ことし読んだイチバンの本」（仮） 

場 所：渋谷の会議室利用 

定 員：10名程度（ビブリオに参加しない観覧だけの参加も可能です） 

進 行：メイン）ビブリオバトル普及委員会委員 田中肇（ハル）さん 

    振返り）せりざわ 

参加費：1600円（ワンドリンク＋会場使用料）（予） 

内 容： 

 夜さろんで「ビブリオバトル」をしてみようと思います。 

 ビブリオバトルとは、テーマに沿ったお気に入りの本を5分間で紹介し、どの本が一番読みたく

なったかを投票で選出する書評ゲームです。 

 テーマに沿ったお気に入りの本を1冊持ってお集まりください。 

 ”読書”に親しむ活動のひとつであるビブリオバトルを実際に体験し楽しみながら、 

 良い点や気になる点なんかについても（できれば）考えてみたいと思います。 

 そのためにも、とにかくまずはやってみましょう！ 

 当日はスペシャルゲストをお招きして開催します。 

 ※ビブリオバトル普及委員会（http://www.bibliobattle.jp/aboutus）の公式ルールで実施します。 

 

以上、ご予約受付け中です。 

salontetsugaku@gmail.com （担当：芹沢） 

 

過去の開催内容をHPに掲載しています。 

◇朝さろんの本棚 

  http://salon-public.com/archives/category/033 

◇夜さろんの本棚 

  http://salon-public.com/archives/category/034 

 

【開催概要】 

 《朝さろん》原則、毎月第2木曜日（但し1月は第3木曜の場合もあり） 

 《夜さろん》原則、2月、5月、8月、11月の第3金曜日 

 

--------------------------------------------------------------- 

━━【３】さろん工房━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    次回イベントを準備中です 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

9月のさろん５周年を迎えるにあたり、さろん工房でもなにか新しいことができないか、 

と春先から志村工房長を交えて話し合いから生まれた「さろん工房β」。 

無事に終了しました。 

http://www.bibliobattle.jp/aboutus
http://salon-public.com/archives/category/033
http://salon-public.com/archives/category/034


さろん工房では、次回のイベントを準備中です。 

現在のところ不定期開催となっていますが、次回もどうぞお楽しみに。 

 

さろん工房のアーカイブや、ご要望・リクエストはこちらで受付中です。 

お気軽にどうぞ。 

 

http://salon-public.com/koubou/ 

salontetsugaku@gmail.com 

https://twitter.com/salontetsugaku 

 

--------------------------------------------------------------- 

━━【４】さろん哲学━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

      第71回 テーマ：「癒し」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

第71回さろん哲学を下記テーマで開催しました。 

 

日 時：2016年7月16日（土）15:00-17:00 

テーマ：「癒し」 

進 行：野田 

場 所：スペインバル・リリオ（品川） 

参加者：１３名 

▽司会から： 

  癒しをもたらす要素は何か、癒されるときに、 

  心の中で何が起きているかについて議論しました。 

 

近日中にHPに議事録を公開します。 

詳細はこちらからご覧ください。 

http://salon-public.com/archives/category/023 

https://twitter.com/salontetsugaku 

 

------------------------------------------------------------ 

━━【おしらせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    さろんラボ 企画を募集中です♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名称：【さろんラボ】 

コーディネーター：【大村】 

 

さろんでは「さろんラボ」を常設しています。 

このさろんラボではみなさんの「やってみたい」を核に、 

「さろん」を触媒にして、どんな化学変化が起きるかを試みる場所です。 

 

http://salon-public.com/koubou/
https://twitter.com/salontetsugaku
http://salon-public.com/archives/category/023
https://twitter.com/salontetsugaku


「さろんラボ」からは、さろんの参加者の手で、以下の２つのイベントがうまれました。 

▼さろんラボ001「あたまの中を散歩するてつがくカフェ」 

  http://sanpo-tetsugaku.jimdo.com/ 

▼さろんラボ002「哲学カフェ Ante-table/アンティ-テーブル」 

  http://ante-table.wix.com/ante-table 

 

既存の哲学カフェのカタチに限定せず、 

みなさんの中で温まっている関心ごとやご興味を添えて、 

どうぞお気軽に下記までご連絡下さい。 

みなさんとの新しい化学変化を、スタッフ一同心から楽しみにしています。 

 

▽詳細はこちらまで 

salontetsugaku@gmail.com （担当：大村） 

 

------------------------------------------------------------ 

━━【５】関連イベント情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

      哲学カフェ関連イベントやおもしろスポット、その他おすすめ情報をご紹介 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

--------------------------------------------------------------------- 

From さろんラボ：001 

［あたまの中を散歩するてつがくカフェ〕第24回 

 

ひとりひとりの言葉をじっくりときき、ゆっくりと考えることを大切に活動しているてつがくカフ

ェです。 

みなさんのご参加をお待ちしています。 

 

日時：2016年9月17日（土）10:00〜12:00 

テーマ：どうして嘘がつけるのか？ 

運営・進行：くらち 

会場：原宿・表参道・渋谷周辺のカフェ 

定員：6〜8名程度 

参加費：無料 

 

※参加には事前の申し込みが必要です 

※ご都合にあわせて途中参加や途中退出をしていただいてかまいません 

※会場の詳細は参加申し込みいただいた方へご連絡します 

※参加費は無料ですが、会場での飲食代実費は各自ご負担ください 

※参加申し込みはウェブサイト内の「申し込みと問い合わせ」フォームから、もしくは

sanpo.tetsugaku@gmail.comまでご連絡ください（Gmailが受信できる設定をお願いいたします） 

 

ウェブサイト 

http://sanpo-tetsugaku.jimdo.com/ 

http://sanpo-tetsugaku.jimdo.com/
http://ante-table.wix.com/ante-table
http://sanpo-tetsugaku.jimdo.com/


ツイッター 

https://twitter.com/sanpo_tetsugaku/ 

お申込み・ご質問 

sanpo.tetsugaku@gmail.com（くらち） 

 

-------------------------------------------------- 

 

From さろんラボ：002 

［哲学カフェ Ante-table/アンティ-テーブル〕第３回 

 

※主宰者の都合により7月と8月は休回としました。次回は9月予定です。 

 

テーマ：「 （未定） 」 

日時： 2016年9月●日（土）14:30～16:30 

費用： 1000円（ハーブティ・お菓子付き） 

人数： ６名程度(３名から開催)  

会場：『ギャラリー冊(サツ)』併設カフェ（仮） 

   （東京メトロ九段下駅２番出口より徒歩10分） 

   http://www.satsu.jp/?page_id=9 

 

哲学カフェ Ante-table/アンティ-テーブル 

HP：http://ante-table.wix.com/ante-table 

email：cafe.ante.table@gmail.com 

 

-------------------------------------------------- 

（一覧になっているもの） 

 

▽首都圏哲学関連イベントまとめサイト 

 http://tokyotetsugakumatome.g.hatena.ne.jp/ 

 

▽もっと自由に「てつがく」したい！対話がメインな東京の哲学カフェまとめ 

 http://matome.naver.jp/odai/2136167936080093501 

 

▽全国各地の哲学カフェ 

 http://matome.naver.jp/odai/2138543414370880601 

 

▽哲学カフェ一覧 

 http://www.135.jp/lite/ 

 

▽東京で行われている読書会まとめ 

 http://matome.naver.jp/odai/2135489489421994201 
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▽カフェフィロ 

 http://www.cafephilo.jp/ 

 

▽哲学プラクティス連絡会 

 http://philosophicalpractice.jp/ 

 

▽第３１回人生カフェ 

 日時：平成２８年８月６日（土） １３時３０分～１７時 

 場所：新宿区戸塚地域センター（高田馬場駅から徒歩２分） 

      http://www.tcc-tokyo.net/  

  参加費用： ５００円 

 テーマ：「宗教・哲学・科学とは何か」 

      ＊宗教と哲学の共通点と違いは何か？ 

      ＊哲学と科学の共通点と違いは何か？ 

 事前予約： メールで本間まで mgasami.honma@gmail.com 

   定員：１２名 

 詳細：詳しくは「人生カフェ」で検索を。 

 http://tokyojinseigakuin.cocolog-nifty.com/blog/ 

 

▽第３２回人生カフェ 

 日時：平成２８年８月２０日（土） １３時３０分～１７時 

 場所：新宿区戸塚地域センター（高田馬場駅から徒歩２分） 

      http://www.tcc-tokyo.net/  

   参加費用： ５００円 

 テーマ：斎藤茂太著『いい言葉は、いい人生をつくる』（成美文庫）を読んで、 

     哲学カフェを展開する。 

 事前予約： メールで本間まで mgasami.honma@gmail.com 

   定員：１２名 

 詳細：詳しくは「人生カフェ」で検索を。 

 http://tokyojinseigakuin.cocolog-nifty.com/blog/ 

 

▽ねりまの哲学対話“ねりテツ”  

 ねりテツ☆夏の特別企画 

 “ねりテツ”のルーツでもある江古田の対話カフェ 中庭の「わ」 

  今夏、一夜限り復活します！ 

  《中庭で、詩と哲学的な対話の夕べ》 

  8月25日（木）18時～20時 

  Poem & Gallery Cafe 中庭ノ空 

  http://msentalife.wix.com/entalife#!blank-12/nx1pp 

 

▽NPO法人こども哲学おとな哲学アーダコーダ 

 http://ardacoda.com/ 
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▽Core Talk Cafe おとなのためのてつがくカフェ 

 http://www.coretalkcafe.jp/index.html 

 

▽はなこ哲学カフェいどばたのいどほり 

 https://www.facebook.com/hanakophilosophycafe/ 

 

▽てつがくカフェ＠せんだい 

 http://tetsugaku.masa-mune.jp/ 

 

▽小金井哲学カフェ 

 http://koganei-philosophycafe.blogspot.jp/ 

 

▽高千穂大学哲学研究会パイデイア 

 https://paideiatakachihophilosophy.wordpress.com/ 

 

▽UTCP（東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属「共生のための国際哲学研究センター」） 

 http://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/ 

 

▽P4C-japan 

 http://p4c-japan.com/ 

 

▽クラリスブックスの読書会 | 東京下北沢の古本屋 

 http://blog.clarisbooks.com/2014/07/15/2696 

 

▽読書会ガイブンキョウク 

 https://twitter.com/gaibunkyoku 

 

▽京都・大阪市民読書会 

 http://kyotobookclub.blog.fc2.com/ 

 

▽「哲学入門」藤本隆志（東京大学出版会、1990） 

 http://www.amazon.co.jp/dp/4130120506 

 

▽おへそ保育園「こども哲学」レポートブログ 

 https://kodomotetugakuacademy.amebaownd.com/ 

 

 

●イベント・カレンダー● 

----------------------------------------------------- 

▽8/5 おとなの女性の保健室 

 https://www.facebook.com/events/164141637331354/ 
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▽8/6 第７回ビブリオバトル inぬくきた 

 https://www.facebook.com/events/1748492548753541/ 

 

▽8/6 第64回てつがくカフェ「リーダー」 

 https://www.facebook.com/events/1088631561255984/ 

 

▽8/6 対話する交流会 

 https://www.facebook.com/events/916402175135758/ 

 

▽8/13 竹林茶話会〜哲学Cafe@柏bamboo〜#13 テーマ「不思議な体験、ありますか？」 

 https://www.facebook.com/events/1627406884236661/ 

 

▽8/14 第三回「日本の看取りを考える全国大会」 

 https://www.facebook.com/events/1149795195085353/ 

 

▽8/25 中庭で、詩と哲学的な対話の夕べ 

 http://msentalife.wix.com/entalife#!blank-12/nx1pp 

 

▽8/30 恵比寿ソーシャル映画祭 vol.3「幸せの経済学」 

 http://yebisusocialfilmfestival.peatix.com/# 

 

▽8/31 新橋「夜の対話カフェ」４ 嫌いという壁 

 https://www.facebook.com/events/254186014962879/ 

 

▽9/3 対話カフェTokyo～Yokohama 「大桟橋からみなとみらいの黄昏を眺めながら…」 

 https://www.facebook.com/events/324425474613526/ 

 

▽9/11 言葉・カラダ・あそぶ ～親子をつなげる新感覚ワークショップ～ 

 https://www.facebook.com/events/499943563541216/ 

 

▽9/16 新しい保育を創造する研究会 

  https://www.facebook.com/events/1022901804447057/ 
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メールニュース第72号をお届けします。 

 

関東も遅い梅雨明けをしましたね。 

地平線にくっきりと入道雲が濃くわき上がっていて、 
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空は紺碧に突き抜けるように青くて、 

肌を焼き付ける日光はどこまでも熱くて、 

「夏だ、海だ、タツローだ！」。 

サーフミュージックをかけながら湾岸沿いを走りたくなる季節がやってきました。 

 

東京都知事選も圧倒的な差で決着を見せ、いよいよリオ五輪が開幕です。 

みなさんもテレビ観戦されるのでしょうか。 

時差がきついので、夜更かしと夏バテにはくれぐれもお気をつけくださいね。 

 

今月もさろんは通常営業しています。 

夏のご予定が決まっている方もそうでない方も、 

例会や読書会にぜひ足をお運びください。 

また28日には哲学プラクティス連絡会にも出かけますのでこちらもどうぞ。 

 

特報でもお知らせしたとおり、 

来月のさろん６周年企画がいよいよその全貌をあらわしました。 

テーマはまだ仮決定ですが、”実験”と銘打って新しいアプローチで挑戦します。 

こうご期待です。 

 

15日発行予定の「読み物号」には特別寄稿があります。 

こちらもお楽しみに♪ 

 

 

それではまた次号でお会いしましょう。 

編集:（フクロウ） 
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