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■ さろん｜Mail News 2016/8/15｜#73 ■【読み物号】 

(*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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━━【１】コラム／エッセイ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    ▽【「べき」について考える】       一生 

    ▽【もう一度「楽しい」の方へ】    セリンジャー 
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▽【「べき」について考える】   一生 

 

 

 「ベッキー」ではなく「べき」の話である。結婚生活を長年続ければ、夫婦においてもときに互

いの信念が衝突して喧嘩することもあろう。筆者もご多分に漏れず、先日大喧嘩をした。読者にと

っては「犬も食わぬ」話なので詳細は割愛するが、「～べきである」との主張を譲らない彼女に違和

感を覚えて反論したのがきっかけであった。私達の日常にはあらゆる場面で「～べきである」や「～

べきではない」が溢れる。身近な「朝食は食べるべき」から「次のＡＫＢの曲のセンターは誰それ

であるべき」「憲 法は改正すべき」まで実に幅広いが、根幹には話者の信念があるのではないか。

小欄では筆者が違和感を覚えた「～べきである」という表現とその根幹をなすと考える信念につい

て考えてみたい。 

 

 藤本隆志氏は「プラトンの対話篇の多くはさまざまな問いを発して、これに対する参加者の信念

を吐露させ、その信念を逐一吟味していくという問答法の方法を採っている」*1 と指摘した上で、

信念についてこのように語る*1。「…もともと各人の知識なるものは、当人がいかにその正しさを確

信していたところで、一片の信念にすぎないであろう。ある時期生存した全部のひとが『大地は平

らだ』という自分の知識を真理と見なしていたとしても、そのために その知識が後世にまで及ぶよ

うな真知になるわけではなかろう。エピステーメー*2たるべき真知は、われわれの夙に求めるとこ

ろでありながら、現在われわれの獲得しえていない永遠の真理なのかもしれない」。 

 

 次にこう続く*1。「プラトンが多くの場合、与えられた問題に対して最終的な解答を提示していな

いのも、われわれが常に探求・吟味の途上にあって、未だ真知に到達していないことを示唆してお

り、あるいはわれわれが最終解答に達したと思いなしたとたん、それもまた単なる虚妄か信念の域

を出ていないことを示しているのではなかろうか。それというのも、たとえば『勇気とは何か』を

問題にして、『勇気とは敵に後ろを見せないこと』『 思慮を伴う忍耐心』『恐ろしいものと恐ろしく

ないものについての知』といった記述知をいくら積み重ねても、結論らしきものに到達できず、反

ってその一つが新たな論理的困難を生み出すさまをプラトンは叙述しているのだからである」。 

 

 筆者には常に「何が本当か？」を考え続ける傾向があり、その最中に他者から「ここは『～べき

である』」と主張・指摘をされると戸惑い、どう反応して良いか分からなくなることがある。おそら

くその他者にはそう考える根拠となる信念があると想像できるため、その信念を確認した方がより

良い意思疎通を図れるであろうことは分かっている。だが、そういう意思疎通を日常生活で行うと、

相手の信念に疑いを持つ 姿勢を相手に露呈し険悪な雰囲気となるため、多くの場合に冷静な対話

にはならずうまく行かない。一方で、確認をしなければ相手の信念は不明のままだから、理解は深

まらず悶々とする。私は「べき」という表現が苦手なので日常では使わないが、唯一の例外が哲学

対話なのである。 

 



*1：藤本隆志著：「哲学入門」～Ⅲ知識 

*2：三省堂大辞林より：プラトン・アリストテレスが，単なる感覚的知覚や日常的意見で 

  あるドクサ（=憶見）に対立させて，確かな理性的認識をさして呼んだ語。 

 

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

 

▽【もう一度「楽しい」の方へ 《対話の余白から#09》】   セリンジャー 

 

 

読売新聞「編集手帳」(*1)に、「プロとアマはどう違うのだろう。英文学者にして駄洒落の名手、小

田島雄志さんの説は味がある。〈その道に苦労する人が玄人、その道を知ろうとする人を素人とい

う〉」と書いてあるのを読んで、じぶんの身にひきつけて考えてみる。たとえば好きではじめた哲

学カフェのスタッフ。道楽としてやっていたり、興味があってただ勉強したいというのは確かに素

人段階なのかもしれない。〈その道に苦労する〉の〈道〉とは、苦労すればなんでもいいわけでは

なく、たぶん“ちゃんと”苦労することを指しているのだろう。はたしてそういう玄人的な段階に

いるのだろうか。概念上は、素人から玄人へと段階的な発展を仮定しているのかもしれないが、実

際はそうはっきりとした階層構造になっていないかもしれない。初発の純粋な探求心は決して「素

人段階に留まるものだ！」と切り捨てられるようなものではないだろうし、反対に、実践を通じた

苦労ばかりを山のように積み上げて玄人を気取っていても独りよがりは否めない。引用部だけでは

定義があいまいだが、ここで素人と玄人に象徴されているものを健全に兼ね備えるバランスが、い

まのじぶんにはなにより示唆的だと感じた。 

 

“余裕のある構え”。――ここ最近のじぶんにはこの余裕が足りなかったと思う。というのも、懸案

事項があるせいか視野狭窄に陥りがちだったから。じぶんのことって意外とわかってないものじゃ

ありませんか（？）。しかもそのことをまるっきり意識していないとき、ぜんぜん違う文脈でふっと

思い至ったりする。今回松川さんのエントリ(*2)を読んでいたときに〈義理の親なら冷静でいられ

るのに、実の親だと冷静になれないのはなぜ？〉という一節に目が行った。義理の親を“他人”に

置き換えるとよくわかる。「確かに！」と強く頷いた。忠告を受けるにしても、身近な人間からのも

のであるほど冷静に受け止めることは難しい。そういうことを考えながら「じゃあ、じぶん自身か

らの忠告だったらどうだろう？」と疑問が生じる。過去にじぶんが書いたものを媒介にしてみるこ

とで、この状態を仮想してみよう。 

 

さろんでここ最近のじぶんが感じているのと似たような緊迫感を感じていたのはもう三年も前のこ

と、2013年にさろん３周年を祝して「文化祭」を行ったときだ。初めての試みということもあって、

スタッフが感じていたプレッシャーはなかなかのものだったと記憶している。〈準備期間に比べる

と当日はあっという間で、カラダには余熱がまだ残っているような気がするのに、じっさいはもう

過去のことになっているのがフシギな気がします〉(*3)と感想を書いているが、きょうにいたって

もまだ、あの時の興奮が完全には消えていない気がする。「文化祭」という名に恥じない、二日間に

わたって 11 本のプログラムと 4 つの展示を行う、祝祭感に満ちた催しとなったと思う。それを願

って文化祭のサブタイトルを「Playful Learning Commons」（＝たのしみながら、学びを深める共

有地）と名付けていた。そう、文化祭はなにより「楽しい」を大事にしたお祭りだった。ただ、わ

すれてはならない大事なこととして、文化祭は自己満足の楽しいではない、という点がある。いま



振り返ってみても感じるが、“ちゃんと”楽しかった、〈その道〉において楽しかったのではないか

と思う。 

 

それはこんな一節に表れている。〈でも、ここで疑問が起きます。「活動」のカタチには哲学カフェ

のほかにどんな可能性があるのだろう？と〉(*3)。こういう問いに対し、文化祭の実践を通じて〈お

そらく、準備期間中におけるスタッフ各人は、３年間の哲学プラクティスの経験をフル回転してこ

の可能性を考えたんだと想像します。文化祭の意義は、そうした「公共空間」での「活動」が必ず

しも哲学カフェという単一の形式に回収されず、幾つものヴァリエーションがあることを一定の説

得力を持って提示できたことではないでしょうか〉と回答を示す。――じぶんが綴った文だからこ

そ、いま現在のじぶんの感興とどこがどれだけ近似しているか、或いは異なり遠ざかっているかが

実感として手に取るようによくわかる。それがとても興味深い。こういう思考と実践（催事）両輪

によるサイクルが健全に機能していたんだなということが再確認できる。そしてこの地平から、過

去のじぶんが次の展望をこんな風に語っているのを再読する。〈文化祭では、哲学プラクティスをベ

ースにした「活動」が11種類プログラムされました。哲学カフェ（要するにさろんそれ自身）を相

対化する視点が設けられてはじめて、市民が集い、活動することの本義はなにか、ということを内

省するができるように思います。つぎの大きな節目となるだろう“５周年”を見据えるなら、文化

祭「以後」という時間のなかでここを深掘りしていくことは欠かせません〉。 

 

来月の6周年や2020年「さろん10周年さろリンピック」を視界の片隅に入れながら、いま再び文

化祭「以後」という課題に取り組みたい。たくさんのパネラーのご協力や、参加者のお力添えもい

ただいて。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？】

(*4)が、〈その道に苦労する〉試みでありつつ、同時に「Playful Learning Commons」を再度問い

直す〈楽しい〉試みとして体現するためにどうしたらいいかを考えながら準備を進めていきたい。

いささか背負っているけれど、文化祭同様できるだけ多くの方に見届けてもらえるように。冒頭に

紹介した編集手帳の最後は「窪田空穂の歌がある。〈われ生かす信はわれには唯一なり評する者のあ

らば我のみ〉。自分を生かしている信念は一つである。審判を下すのは誰でもない、自分自身だ、と」

（*1）と結ばれる。こんなにかっこよいものとはなり得まいが、いま自身の強さが鍛え直されるよ

うな心持ちがしている。 

 

*1）読売新聞「編集手帳」7月26日  

http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20160726-118-OYTPT50096/list_HENSHUTECHO 

*2）哲学カフェのホップ、ステップ、ジャンプ！？〜「親子」を考える＠イコーラム 

 http://ur0.work/xJcl 

*3）「Playful Learning Commons（after）」（メールニュースNo.29 (2013.10.1)） 

 http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/10/29_Mail_News_20131001.pdf 

*4）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 

 

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

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

    「さろんラボ」ではみなさんのやる気とアイデアを募集しています♪ 

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

http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20160726-118-OYTPT50096/list_HENSHUTECHO
http://ur0.work/xJcl
http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/10/29_Mail_News_20131001.pdf
http://salon-public.com/wp-content/uploads/2016/08/WS2special.pdf


名称：【さろんラボ】 

コーディネーター：【大村】 

 

「さろんラボ」、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。 

さろんラボは当面継続して設けていきます。 

 

この「さろんラボ」からは、さろんの参加者の手で、 

【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/  が生まれ、 

【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/ も生まれました。 

 

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） 

 

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

━━【２】特別寄稿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    「私、あなた、私たち、そして、彼女／彼ら達」 by Thana 

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

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

(編集から) 

 メールニュース5/15号に掲載された特別寄稿を読まれた読者の方から、 

 アンサーコラムのご寄稿をいただきました。 

 コラムを読まれて映画『ハッピーアワー』を鑑賞され、 

 その感想を綴ってくださいました。 

 アンサーコラムも、映画も、ぜひお楽しみください。 

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

 

「私、あなた、私たち、そして、彼女／彼ら達」～映画『ハッピーアワー』の感想～ 

 by Thana 

 

 メールニュース5月15日号の特別寄稿(*1)で紹介されていた映画『ハッピーアワー』(*2)、観て

きました。コラムでは、お友達のお薦めがあったそうですね。私にも友人からの絶大なる薦めがあ

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


りました。いろいろな角度からの観点があったり、様々な思いや考え、疑問が沸き起こりそうな、

この映画の感想です。 

 

 上映時間約5時間、映画館で通して観ましたが、長さを感じなかったのが不思議です。丁寧に撮

っているという印象を受けました。5 月のコラムにもありましたが、カットされそうな場面もカッ

トされていないようで、そんなところが、“いつもの”自分の生活と重なり合い、長さを感じさせる

事なく、むしろ、ゆっくりと考えたり、思ったり出来た一因なのかも知れません。例えるならば、

違うであろう、映画のなかの時間の流れと、映画館のなかで観ている観客の時間の流れが、同じ川

のなかで流れているような、私にはそんな感じがしました。そして、４人の女性達。彼女達は、周

りの人達との付き合い（関係性）を通して、自分自身と付き合う術（すべ）を探しているように見

えました。さらには、彼女達の配偶者や男性の友人知人も、同じような「何か」を求めているので

はないか？と思えます。彼女達はそれを自分自身で見つけようとしているけれど、彼らは、それを

見つける為に、彼女達（＝自分以外の人）を必要としているように感じました。 

 

 登場人物以外に私が見ていたのは、街並みです。撮影地は神戸。坂があり海が見えていて、駅や

住宅街等、観光地ではない、普段の風景。ここでも“いつもの”自分の生活を思い出し重ね合わせ

ていました。映画のなかの出来事や登場人物に共感できたりできなかったりして、様々な疑問が沸

き起こります。上映後に感想会が開催されるのも頷けます。映画館の観客は、世代も様々で、男女

共にお一人で来館の方々も多かったです。国内だけでなく海外でも上映されているのは、国だけで

なく、世代、性別を越えて惹き付ける「何か」がこの映画にはあるのでしょう。 

 

 ところで、沸き起こってきた私の疑問ですが、「どうして彼女はあのシーンで…」。それから、も

うひとつ、「あなたにとっての『ハッピーアワー』とは？」。この続きは感想会でお話することにい

たしましょう。 

 

「もっと私を好きになりたい」（映画パンフレットより） 

 

*1）特別寄稿「あっちこっち紀行」by くらち 

  http://salon-public.com/wp-content/uploads/2016/05/67_Mail_News_20160515.pdf 

*2）映画『ハッピーアワー』 

  http://hh.fictive.jp/ja/ 

 

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

━━【付録】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

     コトバをハ―バリウムする 

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

 

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

 本のコトバから ♯10 

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

「その道を曲がりきり、月光が弾け散る川面を眼下に見た瞬間、四人は声もたてずその場に金縛り

になった。 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2016/05/67_Mail_News_20160515.pdf
http://hh.fictive.jp/ja/


 まだ五百歩も歩いていなかった。何万何十万もの螢火が、川のふちで静かにうねっていた。 

 そしてそれは、四人がそれぞれの心に描いていた華麗なおとぎ絵ではなかったのである。 

 螢の大群は、滝壺の底に寂寞と舞う微生物の屍のように、はかりしれない沈黙と死臭を孕んで光

の澱と化し、天空へ天空へと光彩をぼかしながら冷たい火の粉状になって舞いあがっていた。 

 四人はただ立ちつくしていた。長いあいだ、そうしていた。」 

 

 ――宮本輝『螢川』 

 

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

 歌のコトバから ♯10 

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

「いやおうもなく 季節がめぐり 

 あなたの瞳が 遠のいて 

 心が痛いと 悲鳴を上げる」 

 

 ――ハセガワダイスケ『ハイフン・スタッカート』（作詞：井萩 麟） 

 

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

━━【付録】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

     さろんアーカイブの遊歩道 #04 

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

 

カテゴリ：【さろん哲学 議事録】 第31回 

テーマ:  「人はなぜ争うのか？」 

開催日：  2013年3月16日 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/09/salon_giji_31.pdf 

 

絶賛開催中のリオデジャネイロオリンピック。 

スポーツって、「争う」というより「競う」方のイメージを持ってる人がきっと多いですよね。この

ときの例会では、「競う」について、“何となくプラスの印象”、“自分を高める”、なんて意見もあっ

たんだけど、それを成り立たせるのは、“理性や一定のルールを介して”、ということでした。 

一方で、人間だけが持つ理性が、“権力”を作り出し、そのために「争う」なんて意見も出て、たと

えば最近のオリンピックに関連する、競技場以外でのごたごたも、この「争う」の方に原因がある

のかなあとは、容易に考えうることですよね。 

 

ちなみに、古代オリンピックは神々を崇めるための競技祭だったそうです。 

古代の人たちは、人間理性や人間が作ったルールや権力なんかよりも、従うべき絶対的な存在があ

った。近代オリンピック時代の私たちにとって、従うべき絶対的な存在ってなんだろう。とちょっ

と考えてもみたり。とはいえ、残りのオリンピックとそれに続くパラリンピック。地球の裏側から

応援している私たちも、泣いたり笑ったり、喜んだり悔しがったり。理性とか権力とかはひとまず

置いといて、本能で感じて表現するのも、人間らしさなんだろうな。 

（た） 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/09/salon_giji_31.pdf


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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【さろん】イベントカレンダー http://salon-public.com/ ご予約受付中 

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

▽【朝さろん】読書会 #62 

  8/18(木）6:55‐8:15＠渋谷 ／ 『暗室』吉行淳之介（講談社文芸文庫） 

 

▽【さろん哲学】哲学カフェ #72 

  8/20(土）15:00‐17:00＠渋谷 ／ テーマ「困ってるひとを応援するには？」 

 

▽【さろん哲学】哲学カフェ #73 《さろん６周年 Anniv.》 

  9/17(土）13:30‐17:30＠新宿 ／ テーマ「愛について考える（仮）」 

 

▽【朝さろん】読書会 #63 《６th Anniv.連続開催》 

  9/18(日）9:00‐12:00＠渋谷 ／ 『死の棘』島尾敏雄（新潮文庫） 

 

▽【夜さろん】#19 《６th Anniv.特別プログラム》 

  10/14(金）19:15‐22:00＠渋谷「ビブリオバトル・アラモード（夜さろん風）」 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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

【ご案内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 

参加費：￥1,500円（運営特別費500円、お飲み物・お菓子代を含む） 

 

▽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。 

   *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。 

 

http://salon-public.com/


 

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♪ 

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

 

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

【ご案内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


┏┯━━━━━━━━━┓ 

    編 集 後 記  ┠──────────────────────────────┤ 

┗┷━━━━━━━━━┛ 

メールニュース第73号をお届けします。 

 

残暑お見舞い申し上げます。 

お盆休みの方も多くいらっしゃるとおもいますが、みなさま体調はだいじょうぶですか？ 

戦後71回目の夏、リオ五輪の夏、SMAP解散の夏、などニュースがめまぐるしいですが、 

みなさんがいま一番関心があることはなんでしょうか。 

 

わたくしフクロウとしましては、さろんの催事が今月は見事に後半に固まっていることです。 

本日のメールニュースがあり、木曜に朝さろんで土曜がさろん哲学で来週末は連絡会。。。 

なんで下旬に固まってしまったのだろう、といまさら気づく始末。 

消費者金融のCMじゃないですが「余裕のある」タイムマネジメントを心掛けたい夏になっていま

す。 

なおイベントの方はまだお申込み可能ですので、お時間に余裕のある方はぜひご参加いただければ

と思います。 

 

ところで今月の例会テーマは「応援」に絡むものなのですが、ちょっと前にこんなWEBムービー

が話題になりました。 

『サプライズ★エール！～1000人の高校生が挑む一発勝負のパフォーマンス～』 

「いつも誰かのために頑張って、みんなを励ましてくれる“応援委員”を「応援したい」という 

 千葉県・私立成田高校の生徒の想いを応援するため、約1ヶ月に渡り密着。 

https://www.youtube.com/watch?v=zIbHcfE0UqE 

http://www.asahiinryo.co.jp/calpis-water/surprise/ 

 

こういう企画物を見たりしながら、いよいよ来月に迫りました「さろん６周年アニバーサリー」の

準備をがんばっています。 

スタッフのミーティングでも「飲み物はなににするべきか？」「それぞれ何本買ったらいいか」「お

菓子はどうする？！」 

などとテンプレの会話が繰り広げられ、「嗚呼またこの時期が来たなぁ」と一同胸を高鳴らせていま

す。 

どうぞお楽しみに♪ 

 

まだまだ暑さも厳しいので、みなさまご自愛いただき、引き続きよい夏をお過ごしくださいね。 

 

それではまた次号でお会いしましょう。ほぅ。 

編集:（フクロウ） 

 

さろん｜Mail News 2016/8/15 

 ⇒次号（9月1日発行予定） 

────────────────────────────────────────── 

https://www.youtube.com/watch?v=zIbHcfE0UqE
http://www.asahiinryo.co.jp/calpis-water/surprise/
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