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■ さろん｜Mail News 2016/9/15｜#75 ■【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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【予約受付中】  1）☆さろん６th Anniversary☆ さろん実験哲学（第73回） 

【☆さろん☆】     9/17（土）13：30-17：30＠新宿文化センター第２会議室 

【予約受付中】     テーマ：「愛するということはどういうことか？」＋懇親会 

【★６ｔｈ★】    2）朝さろん 63rd morning /さろん6th Anniv.連続開催 

【予約受付中】       9/18（日）9:00-12:00＠カフェ・ミヤマ渋谷公園通り店 

【Anniversary】    『死の棘』 島尾敏雄／〈エロスとタナトス〉 

【予約受付中】  どうぞお楽しみに♪ 
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┃【1】誌上哲学カフェ「ミニさろん」第６回   

┃【2】コラム／エッセイ  

┃   ◇『継続について想う』  

┃   ◇『じぶんの声を聴くこと』  

┃【おしらせ】「さろんラボ」アイデアを募集しています 

┃【3】特別寄稿「トリコロールのはためき」 by そらこ  
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┃【付録】コトバをハ―バリウムする 

┃【付録】さろんアーカイブの遊歩道 

┃【報告＆発表資料紹介】第2回哲学プラクティス連絡会 

┃ 編集後記 
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      「ミニさろん」第６回  

     テーマ：空気を読むって必要？ 
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未来の世界からやって来た、ぼくドラえもん。今日も何だか、 のび太君はどうも元気がない。ため

息ついて考え込んでばかりなんだ。いつもは真っ先にぼくに泣きついてくるのび太君だったけど、

また今日も、 自分の気持ちを友達に話してみることにしたらしい。最近何だかぼくに相談してくれ

ないんでどうにもさびしくなっちゃうんだ。でも、のび太君が自分で解決しようとがんばっている

んなら、口を出さないようにしなきゃダメだ。僕もがまんがまん。…うーん、ダメだ。やっぱりす

っごく気になっちゃう。どんな会話をしているのか、こっそりと覗いちゃえ。 

 

テーマ：『空気を読むって必要？』 

 

＜のび太＞ 

 

空気を読まなきゃ生きていけないよ。当たり前じゃないか。よくジ ャイアンの独唱コンサートに呼

び出されるけど、断ったら後で何回殴られるか分かったもんじゃない。それに僕は勉強は大嫌いだ

けど 、ママや先生の言う事には従わないと自分の居場所が無くなっちゃうよ。言いたい事は言えな

くなるけど、逆らって輪の外に追い出されるよりはずっとマシだよ。空気を読むより自分の意見を

言うのが大事だって言う人もいるかもしれないけど、周りの人からバッシングも受けるだろうし、

家でも学校でも会社でも自分一人で生きていくことはできないんだから、他人と歩調を合わせて生

きていくのは必要不可欠な事だよ。ジャイアンみたいに絶対的な力があれば自分の好きなように行

動して周囲を従わせることもできるけど、 僕がそんなことしても苛められてドラえもんに泣きつ

く回数が増えるだけに決まってる。僕みたいな弱い人間は空気を読んで波風立てずに生きるのが一

番なんだ。 

 

＜ジャイアン＞ 

 

のび太が言っている自分の居場所ってのは、どこなんだ？ ママや先生みたいな、誰か他人が作っ

た場所だろ。それが本当に自分の居場所か？ 自分の居場所っていうのは、自分で作り出すもんだ。

だから、オレは、空気なんか読まないで、やりたいことはやる。ついて来ないやつはぶん殴ってや

ればいいだけだ。だいいち、オレ様の芸術的な歌声で、そこにいるやつらみんなが幸せになってる



んだから、オレは世の中の役に立ってるんだぞ。いつものび太がゲラゲラ笑って読んでいるマンガ

だって、作者はのび太のために描いてるんじゃない。作者自身が楽しいと思えないもので、読者が

笑ってくれると思うか？ 自分を貫き通せば、それが他人のためにもなっていくんだ。ていうこと

で、次の日曜日はジャイアン様のリサイタルだからな。来なかったらどうなるか、空気読めよ！！ 

 

＜しずかちゃん＞ 

 

 二人の意見はどちらも一理ありそう…。「空気を読む」は、「自分の意見を言わずに『周りの意見

やその場の雰囲気』（＝空気）を気遣う（読む）」ということよね。あっ、この命題は何だかおかし

いわ。本当に皆が空気を読んでいるなら皆が自由に意見を言い合えるはずだし、逆に、皆が自由に

意見を言い合えるならそこでは皆が空気を読めているはずよ。周りの意見を尊重して空気を読むこ

とは必要よ。でもね、空気を壊すから意見を自由に言えない、意見を自由に言ったら空気が壊れる

なら、その空気は自由でかつ安全ではなかったということだから、本当に守る必要があったのかし

ら。きっと、空気を読むことが必要かどうかは、その場の空気によるってことなのよ。だから、私

達が大切にしなくちゃいけないのは意見を自由に言い合える空気だし、自由で安全な対話なんだわ。

いけない、もうこんな時間だわ。ピアノのレッスンに遅れちゃうっ。じゃあまたねっ！  
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    ▽【継続について想う】                聖理 

    ▽【じぶんの声を聴くこと 《対話の余白から#10》】 セリンジャー 
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▽【継続について想う】   聖理 

 

 今年２月に還暦を迎えた歌手の郷ひろみ氏は 60 代が自身の歌手人生の最盛期、最も輝く時期に

なると考えている*1。「50 代までは長い長い基礎作りの時間。これまでの活動のすべては、これか

らのためにあったのだと思っています。ようやく土台ができて、60歳にしてスタートラインに立て

たという手応えがあるのです。60歳で定年という方も多いでしょうが、還暦だからもうこれはでき

ない、あきらめようなど自分で制限をかけない方がいいと思います。人は何歳になっても心の持ち

方でいかようにも自分を変えていける。僕のモットーは『心にサーモスタットをかけない』です。

かけてしまうと設定温度を超えられませんからね。設定を外すんですよ」。 

 

 こう続く*1。「学びたいという気持ちを持ち続ければ、道は開けると思っています。…学びたいと

いう欲求さえあれば、目や耳に入るものの一つ一つが新鮮に映ってくる。友人との会話でも、読書

しているときでも、これは良い言葉だなと敏感に反応できるようになるし、それが蓄積し自分の創

造力につながる。……思考を行動に移す。後は続けるしかない。その継続が至難の業なんです。３

年、５年と継続できれば、ある程度は形になって、次のステージに行きたくなる。人はそうやって

人生のステージを上げていけばいい。思考を支えるのは信念、行動は情熱。では継続に何があるか

といえば忍耐だけなんですよ。それも運動から学んだこと。運動は心も鍛えてくれます」。 

 

 往年の男性アイドル歌手は自身の半世紀近い芸歴を「長い長い基礎作りの時間」と位置付け「継



続に何があるかといえば忍耐だけ」と達観した上で、今後の年月を遠く見据えている。この言葉の

背景には、人知れぬ努力に裏打ちされた彼の経験があるはずであろう。さて。弊会を省みると、こ

れまで興味・関心をお寄せ頂いた皆様のお陰で６周年を迎えることができたと素直に喜びながらも、

人で言えばまだ小学校に上がるかどうかの子どもであると改めて気付く。歌手の言葉に学び、弊会

がまだ「長い長い基礎作りの時間」にあると認識した上で、これからの長い年月を見据えた活動継

続には少なからぬ忍耐が必要と心しながら、「あきらめようなど自分で制限をかけない」で前を向い

て行こうと想う。 

 

*1：日本経済新聞(夕刊)2016年2月20日：「還暦からゴー 郷ひろみさんに聞く」 

 

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

 

▽【じぶんの声を聴くこと 《対話の余白から#10》】   セリンジャー 

 

たとえば仕事がどうしようもなく忙しくなってしまったとき。帰宅したら寝るだけなのはもちろん、

帰りの電車のなかでも立ったまま少しでも仮眠しようとし、ようやく自宅に辿り着いたときにはも

う、明日の朝起きて移動の電車内で目を通すべきこと、確認して出すべき指示のこと、来るべき連

絡がなにとなにでそれぞれ誰からで大体何時頃には来るはずだ、なんてことを考えていたりするも

んだから当たり前だけど気が休まらない。ベターな眠りが訪れるはずもない。気が立って、神経が

張り詰めて、緊張がいつまでも脳内を去らない。結局寝たのか寝ないのかよくわからないような短

い夜を過ごして早朝のバスに飛び乗る。そうして早くも、バスの吊り輪に身を委ねながら「しっか

り休みたい」ということを考えてしまうじぶんがいることに気づく。早くこの局面が終わるように

ひたすら耐えるだけの時間を過ごす感覚。 

 

本当なら少しまとまった休暇を取って行きたかった所へ旅に出かける計画を実行に移したり、金曜

の夜くらい早めに仕事を切り上げていつもの店でちょっと呑んで帰ったり、週末の午前はヨガにで

かけるか、『僕の中の少年』を流してロングドライブに繰り出すかで迷ったり、楽しみにとっておい

た特別な著者の新刊の頁を捲ったりしていたいのだ。しかしそういうこともできないくらい、渦中

のじぶんには余裕がない。まるで夏休み最後に飼育小屋の掃除当番を任されて、大粒の汗を掻きな

がら糞や毛羽根をいつまでも力なく掃き出しているような気分になる。夕方になっても片づけが済

まないまま一人でいるような。泳いでいるのか流されているのか、それとも溺れかけているのか。

水面に顔を出せているのか、ちゃんと息継ぎができているのか、そんなことから確かめる必要があ

りそうな、覚束ないとき。 

 

聞き上手で、それでいてさほど親しくはない、恋愛になる可能性もない気安い相手とゆっくりと酒

を呑む時間が必要だ。たとえばこんな風にして、落ち着かない状況の中でじぶん自身でも上手に把

握できていない「じぶんの声」を聴くことが必要になる。対話することではじめて、じぶんの考え

がクリアになることがある。じぶんの芯のところにある感情に適切な言葉が何なのかを、丁寧に考

える機会を設けることができる。他者は己を映す鏡であるとはよく言うが、まさにそんな感じだ。

誰かと酒を呑むのか、バイブルを読むのか、大親友と長電話をするのか手段はひとによってまちま

ちだと思うが、多かれ少なかれ、何らかのカタチで誰でもこういうことをしているのだ。必要に差

し迫られてそれをするのか純粋にしたいからするのか、その割合はケースバイケースだろうが、で



きれば窮地に追い込まれる前に、じぶんのペースで、じぶんの好ましいカタチでできたらいいなと

思う。 

 

「したいからする」という動機の中にある誰にも強制されない自由さ、計算や裏表のないシンプル

な様子には非常に好感が持てる。窮地から這い上がろうとした経験を持つひとならば余計に、その

余白のある振る舞い方に関心が持てるのではないだろうか。手の触れる範囲のものから得られた確

かな実感をもとに紡がれる「なにかよくわからないけど楽しい」「うまく言えないけど好きだ」とい

う率直なメッセージ、他者において応用してみようとする意識の前段階に留まるこの最初の感想が、

もっとも得難く、貴重で、かけがえのないものなのだと思う。そしてこういうものに触れた喜びを

実感として持ち続けていられることで、じぶんの内的世界は健やかに広がっていくだろう。――か

つて、じぶんにとってのさろんは間違いなくそういう場所だった。だからこそこうして活動を続け

てきた。けれど小学６年生になる頃には 1 年生時の記憶が時の砂によって摩耗してしまうように、

6 年間のあいだにじぶんの見方も知らずしらずかなり変わっていた。じぶんは泳いでいたつもりで

も、ひょっとすると流されていたのかもしれない。 

 

この夏、5名のゲストパネリストのお力を借り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？」を行ったが、そのことでもっとも救われたのは間違いなくじ

ぶん自身だったと思う。もう一度、あのころの原風景を見つめ直せたような気分がしている。この

手応えを頼りに、7 年目をスタートしていきたい。参加者のおひとりおひとりにとっても、さろん

がそういう「じぶんの声を聴くこと」ができる場所のひとつであったらいいなと願いながら。 

 

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

━━【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♪ 
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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。 

 

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


▽詳細はこちらまで 

salontetsugaku@gmail.com （担当：大村） 
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━━【３】特別寄稿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

     「トリコロールのはためき」 by そらこ 

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

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

(編集から) 

 朝さろんの常連参加者で、メールニュース読者の方からご寄稿を頂きました。 

 「そらこ」さんは現在、哲学カフェ発祥の地であるパリに赴任されています。 

 現地での生活をとおして書かれた滞在エセーです。 

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

 

「トリコロールのはためき」 by そらこ(=ﾟωﾟ)ﾉ 

 

トリコロール。青、白、赤からなるこの旗は、俗に自由、平等、博愛を規定しているともいう。青

が根元の旗竿側であり、赤が一番旗竿から離れている。旗竿から遠いほどはためきより幅狭く見え

るため、かつてはこの青、白、赤の幅の比率を 30:33:37 にしていた。旗の根元の自由を表す青は、

小さくとも常にしっかり見え、旗竿からもっとも遠い博愛は揺らぎやすいため、大きく見せなけれ

ばいけないとは、皮肉であるとともに、哀しいことである。 

 

フランスは個人主義の国である。個がなければ存在しえない。日本人には想像しにくいが、まさに

文字通り存在しえない。ルールよりも個人が優先されるため、他人と同じことが自分もできるとは

限らない、いやまずできない、あくまでもそれを行うにふさわしいと認められた時にだけ、そうす

ることが認められる。勿論、行うことそれ自体は自由である、単にまったく完全に完膚なきまでに

無視されるだけである。 

 

故に、この国を楽しもうと思うのなら、明確な自分の意志が必要であり、私という主語で生きるこ

とができなければ居場所を失う、特にパリにおいては。私というのは、別に自己主張の強い私であ

る必要はない。弱い私、みじめな私、かわいそうな私を含め、きちんと「私」を表現すればよい。

自由の国であり、自分に素直に生きられる素晴らしい国でもある。ただし、あくまでも自由は１/3

に過ぎない。自由がなければ存在しえない、しかし自由だけでは存在に値しない。パリジャンの山

の如き忍耐強さ、電光石火のウイットをじっくり観察していると、他人の自由を最大限尊重しつつ、

自由と平等を愛する人間に対し、最高のパスを出しているのがわかる。ただ、そのパスをもらうに

は、自分がその価値観を共有している人間なのだということを知らせる必要がある。 

 

フランス語を話す意思があると示すのは、もっとも手っ取り早い手段である。意志はあるのだが、

フランス語はてんでダメな英語が少しだけ話せる日本人でも構わない、問題はあくまで価値観を共

有しているということをお知らせすることなのだから。それゆえ店員であれ、守衛であれ、他人を

尊重するのは、もっとも重要なこととなる。他人を尊重し、そのうえで、自分も同じ人間であると

いうことを理解してもらう必要がある。信頼を失えば、この国では、何もできない、たとえ直属の



部下であれ、なにもしてくれない、無である、表面上聞いているふりをされるだけである。 

 

この自由の王国、ガリア人の末裔、アステリックスランドの住民は、この国が自由で満ちているが、

それゆえに、この国ではなんでも起こりえることを知っている。だから、烈火のごとく生じる他人

の暴力的自由をやり過ごすコツを知っている。存在しない、見えない、聞こえない。余力があると

きは、ウイットで返してくれるが、基本、日本人以上にニュートラルな状態、禅の心を知る人間な

のである。難しいのは、相手がニュートラルな状態でいるときに、どうスイッチを入れるかである。

まず、この状態は、拒絶の状態ではないことを心に叩き込まなければいけない。そうでなければ、

スイッチを入れに行く前に心が折れてしまう。 

 

相手がニュートラルな待機状態であるとわかれば、相当気分的には余裕ができる。待機なのだから、

こちらも待機してもいいし、なにか仕掛けたかったら仕掛けてもいい。ただ決して忘れていけない

のは、そこに平等と博愛のかけらを盛り込むことだ。パリジャンは自分が楽しく思っていることを

実に楽しそうに話す。それ以外のときは、何とかだけど何とかでもあるよねとか、いった表現を好

む。とんでもない価値観や機能をとりあえず平気で同列に挙げてくる。勿論、却下することも可能

であるのだが、対等のものを探してみたというステップを楽しむ必要がある。そうでなければ、物

事は前に進んでくれない。効率は悪いが、効率は、自由でも平等でも博愛でも、ましてや連帯でも

ない。どこにもそんなものはない、あくまで結果として生じるだけのものである（まあ、フランス

の価値観の外にあるものについては対象外なので、めちゃくちゃにけなすが）。翼をもったイマジネ

ーションとそれをぶち込むお茶目な愛らしさが、この国ではかかせない。ただ、翼をもつことがで

きたとき、この国は、楽園になるだろう。 

 

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

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

     コトバをハ―バリウムする 

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

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

 本のコトバから ♯11 

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

『波がやんだせいでしょうかしら。何か音がしていますわ。』 

『どんな音。』 

『そら、夢の水車の軋りのような音。』 

『ああそうだ。あの音だ。ピタゴラス派の天球運行の諧音です。』 

 

 ――宮沢賢治『シグナルとシグナレス』 

 

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

 歌のコトバから ♯11 

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

Her green plastic watering can 

For her fake Chinese rubber plant 

In the fake plastic earth 



 

工場生産の ニセモノの土に植えられている 

中国製のゴムでできた 息をしていない植物 

みどり色したプラスティックのじょうろで 彼女は水を撒く 

 

 ――Radiohead 『Fake Plastic Trees』 

 

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

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

     さろんアーカイブの遊歩道 #05 

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

 

カテゴリ：【さろん哲学 議事録】 第9回 

テーマ:  「恋心とは何か?」 

開催日：  2011年5月21日 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/01/salon_giji_09.pdf 

 

 

巷で話題の『君の名は。』を観てきた。美しい物語であった。恋は喜びだけでなく時に耐え難い痛み

をも伴うものだが、それでも人は古来より恋に喜び、恋に泣き、恋に恋してきた。幸福の源にもな

れば破滅の源にもなる心的麻薬、それが恋ではないだろうか。 

 

この例会では成就する前の恋心を①恋愛対象の選択②恋に落ちる瞬間の心の動き③恋の意味の3つ

の側面から議論している。②について、モノを選択する行為との比較は興味深い。しかし「同じな

のか、違うとすればどう違うか」について大きく踏み込み切れないのが、恋を分析する難しさを表

している。 

 

恋はその渦中に於いて理性を拒否する。想い人の欠点は容易に長所へと転化する。或いは欠点を他

の長所で補ってしまう、そういう風に私達の心を操る。芥川龍之介は『侏儒の言葉』に於いてこう

述べる。「恋人と云うものは滅多に実相を見るものではない。いや、我々の自己欺瞞は一たび恋愛に

陥ったが最後、最も完全に行われるのである。」今月17日の例会のテーマは「愛」であるが、恋愛

がどのように議論されるか耳を傾けつつ、腰を据えて考えてみたいと思う。 

(楠) 

 

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

━━【報告＆発表資料紹介】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   哲学プラクティス連絡会 第２回大会 

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

先日行われた哲学プラクティス連絡会にさろんが参加し、 

（A）「ブース展示」と（B）「ワークッショップ」の２つのプログラムで発表を行いました。 

ご覧いただけなかった方々へ向けて、今回の発表資料を以てご紹介に代えさせて頂きます。 

 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/01/salon_giji_09.pdf


期間限定で発表資料をHPトップの最下段に掲載しました。 

ご自由にDLできますので、この機会にぜひご覧ください。 

リンク先は下記の（A)、（B）に記載のとおりです。 

またフェイスブックのリンクでは当日の模様（写真など）がご覧いただけます。 

 

◇哲学プラクティス連絡会 第２回大会◇ 

1) 日時： 2016年8月27日（土）-28日（日）10：00～18：00 

2) 会場： 立教大学池袋キャンパス 

3) 定員： 150名程度 

4) 対象： 当該分野に関心のある教職員・研究者、学生、一般 

5) 詳細： https://www.facebook.com/philosophical.practice.japan/ 

      https://www.facebook.com/salontetsugaku/ 

 

◆発表資料◆  

A).ブース発表「さろん～哲学対話と関連活動報告～」 

 http://salon-public.com/wp-content/uploads/2016/09/about_salon_20160828.pdf 

B).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/2016/09/salon_symposium_20160828.pdf 

 

※（表示に時間がかかる場合があります） 

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

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

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

 

▽【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】良書推薦合戦 #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）」 

 

▽【さろん哲学】哲学カフェ #74 

  10/15(土）15:00‐17:00＠（未定） ／ テーマ「（未定）」 

 

▽【夜さろん】鑑賞会 #20 

  11月開催予定19:15‐22:00＠渋谷／「詩歌を鑑賞～秋の夕べの読書会～」 

 

https://www.facebook.com/philosophical.practice.japan/
https://www.facebook.com/salontetsugaku/
http://salon-public.com/wp-content/uploads/2016/09/about_salon_20160828.pdf
http://salon-public.com/wp-content/uploads/2016/09/salon_symposium_20160828.pdf
http://salon-public.com/


▽【夜さろん】スナック #21 

  12月開催予定＠用賀（仮）／「忘年会だよ！スナック夜さろん」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏┯━━━━━━━━━┓ 

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

┗┷━━━━━━━━━┛ 

メールニュース第75号をお届けします。 

 

2010年9月11日、半年間の準備期間を経て第1回の「さろん哲学」を開催しました。 

あれから丸6年、いよいよ今週末が記念例会です。 

毎年9月にはアニバーサリーを祝う一環で特別な回を行っているのですが、 

今年は「さろん”実験”哲学」です。 

 

いつも以上に大勢の皆さんと、他では味わえない形式で、実験的な哲学対話を楽しみます。 

まだ間に合いますので、参加をご検討中の方がいらっしゃいましたらぜひお申込ください！ 

会の終了後には懇親会も設けていますので、よろしければこちらにもどうぞ♪ 

また翌日には朝さろん『死の棘』（島尾敏雄）も開催です。 

 

さろんの活動も7年目に入りました。 

メールニュース前号に掲載した代表あいさつにもありましたように、 

緩やかにでも確実に変化していくであろうこの「さろん」を、 

これまで同様みなさまの手で育ててもらえれば幸いです。 

今後ともどうぞご愛顧ください。 

 

さて。今号にはパリからのお便りも掲載しています。 

テロや移民問題などでなにかと揺れるフランスですが、そうしたお国柄の一端も垣間見えるような

レポートにもなっています。ぜひご一読ください。 

 

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） 
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