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「さろん」や哲学カフェ界隈の情報をご案内いたします。 

みなさんの興味・関心の一助としていただくとともに、今後とも弊会を応援いただければ幸いです。 

なお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あり、 

会や専門領域における統一見解とは異なる場合がありますのでご了承ください。 
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       ＜予告＞ さろんクリスマスパーティー2016（12/3） 
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 ☆★ さろんクリスマスパーティー2016 ★☆彡 
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https://www.facebook.com/salontetsugaku/


「ねぇねぇ、今年はいつやるのかなぁ。知ってる～？」「クリパでしょ！例年楽しいよね～」 

「そうそう、まだ告知がメールニュースに出てないんだよね～。早く開催日が知りたいよ～」 

 

そんな貴方のために…今年もやります、さろんのクリパ。今からご予定を空けてお楽しみに！ 

 

日時：12/03(土) 13:00頃から17:00頃まで 

場所：都内のレンタルスペース（お申し込み頂いた方にご連絡） 

 

会費：1,500円/人程度（料理２～３名分持ち寄り方式） 

実行委員長：堀越 

 

--------------------------------------------------------------- 
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  〇● さろん：序 （11/12or11/13）●〇 

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

新しい試みとして「さろん：序」を始めます。 哲学書や古典等のテキストの中から、当日の 

参加者の合議によって問いを厳選し、哲学対話をします。 

 

日 時：2016年11月12日(土)夕方 or 11月13日(日)午後 *) 

テーマ：エーリヒ：フロム著「愛するということ」（第２章と第４章を中心に） 

担 当：堀越 

場 所：都内のカフェ（お申込み頂いた方にご連絡します） 

参加費：1,000円/人程度 

参加者：５名 

 

*) 開催日時は、決定次第告知します。 

 

注 意： 参加希望者が一定数に満たないときは止むを得ず中止する場合がありますので、 

      予めご承知おき願います。 

 

--------------------------------------------------------------- 
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  ◇◆ 『ゆるトークカフェ』/ テーマ「よく〈聴く〉って？」（10/28）◇◆ 

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

10月28日（金）19:00‐21:30開催『ゆるっとトークカフェ』 

テーマ：「よく〈聴く〉って？」 

 

少人数でこじんまりと集まって、ゆったり考えたり、語ったり、聞いたりしてみます。 

ゆるっと奏でる月イチのセッションの時間です。 

 

定員5名まで 

10月28日（金）19:00より 



渋谷エリア（申込者にご案内） 

参加費100円（別途、注文した飲食費実費をお支払いください） 

 

お申込み：salontetsugaku@gmail.com 

（幹事：せりざわ） 

 

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

━━【２】コラム／エッセイ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    ▽【謝ることについて】             一生 

    ▽【安全に踏み間違うことができる場所】   セリンジャー 

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

  

▽【謝ることについて】   一生 

 

 米大統領選の次期共和党候補であるトランプ氏は先月 16 日に首都ワシントンで短い声明を読み

上げた*1。同氏は５年前からオバマ氏の米国籍を疑問視する発言を繰り返していたが、人種差別的

との批判を受けて、渋々と米国籍を認めた格好だ。トランプ氏は前回大統領選の時に、オバマ氏は

ケニア生まれで、大統領の法的資格となる米国生まれではないのではないかなどと主張する「バー

サー運動」を展開。保守層の一部から人気を獲得した経緯がある。この日は事前に「出生問題」に

ついて触れることがメディアに通知されていたが、トランプ氏は会見後半に紙を読み上げただけで

謝罪も無し。さらに「バーサ―運動を始めたのは 2008 年のクリントン陣営だ」などとクリントン

氏に毒づいて会見を終えた。 

 

 国際政治学者の酒井啓子氏は次のように述べる*2。「中東メディアは、オバマ大統領の広島訪問を

どう報じたのか。歴史的な訪問だ、とは誰もがいう。だが、手放しの絶賛でもない。結局は謝罪し

ていないじゃないかと、アメリカを非難するメディアもある。ＵＡＥ（アラブ首長国連邦）の衛星

放送のアルアラビーヤのサイトに掲載された論説は、オバマを『弁解屋』と呼んで、ベトナム、広

島歴訪を皮肉る。『１０年、２０年経って、オバマはシリアの民を見捨てたことを詫びるだろうか？』。

別の日のデイリースター紙は、人権団体『ヒューマン・ライツ・ウォッチ』創設者の寄稿を掲載し、

『アメリカは、間違いを犯しても謝罪せずにすますことをアメリカの特権だと思っている』と書く。

ここでの『間違い』は、ベトナム戦争やイラク戦争のことだ」。 

 

 「誰でもときに過ちを犯す」と頭の中では分かっていても、自分の過ちを認め、他者の前で謝罪

することを多くの人はときに尻込みする。なぜか。過ち（事実）とそれを犯した人（人格）とを同

一線上で見つめる他者の視線を感じて羞恥心と共に罪悪感を抱くため、無意識の裡に自己防衛をし

てしまうのかもしれない。加えて、国の威信や自身の地位等が大きく関われば猶更であろう。省み

て日本はどうか。素直にすぐ謝ってしまうことができたら、その方がもっと気楽で、もっと気持ち

良いであろうに…と同情してしまう。さて。哲学対話においても、自分の以前の発言が誤りと気付

き修正したいと思うことがあろう。哲学対話では、参加者が誰でも平等に扱われ、それが醍醐味の

一つであることから、そういうときこそ、すぐに誤りを認め、潔く意見が変わったと発言できたら

と想う。 

 



*1) 朝日新聞2016年9月17日夕刊版： 

   2016米大統領選 トランプ氏渋々「オバマ氏は米生まれ」 

*2) 朝日新聞2016年6月08日夕刊版： 

   思考のプリズム 被爆国と中東 痛みに違いはあるのか 

 

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

 

▽【安全に踏み間違うことができる場所】   セリンジャー 

 

       ――他者との対話の条件となるのは、なによりまず自己との対話である。（ロムバッハ） 

 

先月の６周年記念例会のテーマは「愛」についてでしたが、恋愛ほど自身の体験や感情が、考え方

に大きく影響してくるものはありません。「古代ギリシアでは愛を性質ごとにカテゴライズしてい

て、現代的な恋愛観というのはつまるところ“エロス”と“アガペー”の関係性をめぐるポジショ

ントークに過ぎないのです」というような、哲学史を考察の足掛かりにするのが習いになっている

ひとを除けば、おそらく「恋愛とは？」と問われたときには自身の人生経験によって養われた知見

が声となって発せられるでしょう。恋愛についての語りはこの点で、まさしくじぶん自身について

の語りにほかならないのです。恋愛に関する誰かの考察（それは誰かにとってのじぶん語りだった

り、自己表現だったりします）に耳を澄ますとき、かなり直接的に、そして比較検討するように自

身の経験や人生を振り返っていることがあります。このとき、「ある問いをじぶんのものにしている

状態」だということができます。優れた探求はすべてここを起点に始められるものだ、と偉いセン

セイも言っていました。 

 

ところで、世の中の男性には二種類が存在します。パートナーから「わたしのどこが好き？」と尋

ねられたとき、一生懸命それについて考えてじぶんなりの回答を誠実に差し出すタイプと、たぶん

こう答えたら悪い気はしないだろうという点をスマートに答えるタイプです。しかし、どちらにも

共通するものとして「そもそも相手の好きなところがどこなのかを正確に把握したり適切に言葉に

して伝えるなんて、簡単にはできないよ」という、不可能に立ち向かうような戸惑いがあるのでは

ないでしょうか。相手に対する愛が深ければ深いほど、部分や要素に還元できない全体が、一個の

人間としてありのままが好きになるものだとも思われます。だからといって「馬鹿正直に、ぜんぶ

好きだよ、と答えてもまったく意味を成さない局面というものが人生にはしばしばあるのだ」と生

涯を恋愛に費やしたある大文豪も記しています。「ぜんぶ好きだよ」がいけないのは、それがパート

ナーからまことの愛を得た男の魂の告白であるのと同時に、週末の盛り場に出入りするナンパ師で

もそれくらいは平然と言ってのけるからです。この場合の肝心な点は、パートナー関係であること

の喜びを相手がちゃんと再確認できるように、じぶんの内側にあるパートナーへの想いを言葉に乗

せて伝える「態度」であり、「行動」であり、なによりそのときに実際に口の端にのぼった「言葉た

ち」に他なりません。相手の美質について想いの丈を述べつつ、しかし同時に、相手への想いを告

白するじぶん語りでもあるのです。「わたしのどこが好き？」という問いを補完するためには、ここ

でも「じぶんの内面について語る」こと、その前提として「ある問いをじぶんのものにしている」

という状態が避けられません。回答に困るこのような質問が生まれてきてしまうのは端的に内面が

見えないものだという点に起因します。そして見えない内面に、ひとはもの凄くこだわるのです。

歌人の穂村弘はこういう人間の性格について、〈「人間は内面か外見か」という永遠のテーマがある。



だが、内面が純粋に内面であり続ける限り、それは他者からは知覚できないことになるのではな 

いか。つまり、内面と云いつつも、実際にはひとりの人間の表情や口調や行動パターンから推測さ

れる「内面のイメージ」に過ぎないわけだ。〉*1 と述べていますが、これも非常に興味深い点です

ね。 

 

さて。実際に「わたしのどこが好き？」と訊かれた場面ならともかく、哲学対話の中では、パート

ナー相手には口に出すのが憚られるような「それ答えなきゃダメ？」とか「なんでそんなこと聞く

のさ？」という疑問を率直に口に出してもなんの問題もありません。「恋愛感情を証明することなど

そもそも不可能なのではないか？」という批判的な意見を申し立てることは、歓迎されこそすれ非

難されることはありません。ですから自由にじぶん語りをしながら「ある問いをじぶんのものにし

ている状態」へと近づけていき、対話を積み重ねる時間の中でじぶんの考えを多様な意見という世

間の風に当てながら再検討してみることが存分にできるのです。かといって――ここはぜひ注意し

ておいていただきたいのですが――哲学対話での自己検証を経た（おそらくより普遍的な愛に近づ

いた）じぶん語りが、お相手のお気に召す保証はどこにもないのですが。 

 

話はまったく変わりますが、第二東京弁護士会主催で行われた公開セミナー「自動運転車の現状と

未来図、そして法的・倫理的問題」*2の記事を読んでいて非常に興味深い思いをしました。このセ

ミナーの中で平野晋教授から出された考察点として、〈直進して 5 人を殺すか曲がって 1 人を殺す

か、人間のドライバーは正常な判断が恐らく出来ないので免責されそう。が、AIなら事前にプログ

ラミングできる。だから、選ばないとならない。では「運転者と他人」なら？〉*3というものがあ

ったと福井健策弁護士が紹介していました。さろん哲学でも以前に「トロッコ問題」を取り上げた

ことはありましたが、AIの普及に伴って出来してきた倫理的な問題というのは、この「トロッコ問

題」においてもさらに踏み込んだ考察を要求するものです。そして哲学カフェでのテーマとして扱

う限り、「ある問いをじぶんのものにしている状態」で対話を積み重ねる中ではどんな踏み間違いを

起こそうとも「安全である」ということができます。倫理的なテーマや、あるいは恋愛のような卑

近にして深遠なテーマについても安全に問いを探求することができるので、こういう場でこそ積極

的に自身の思考を鍛えてみるのも面白いかもしれませんね。 

 

 

*1）：「外見の謎」穂村弘（『異性』穂村弘・角田光代、河出書房新社・2012） 

*2）：公開セミナー「自動運転車の現状と未来図、そして法的・倫理的問題」 

    http://niben.jp/news/ippan/2016/160819142555.html 

*3）：https://twitter.com/fukuikensaku/status/778166819135815680 

 

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

━━【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♪ 

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

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。 

http://niben.jp/news/ippan/2016/160819142555.html
https://twitter.com/fukuikensaku/status/778166819135815680


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） 

 

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

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

     コトバをハ―バリウムする 

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

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

 本のコトバから ♯12 

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

だれかに聴いてもらおうとひとが重い口を開くのは、 

何を言っても受け容れてもらえる、 

留保をつけずに、反論もせずに、とにかく言葉を受けとってくれる、 

自分がそのままで受け容れてもらえる、そういう感触を確認できたときである。 

 

このとき、相手に見守られている、 

自分が相手の関心の宛て先になっているということが大きな力になる。 

関心をもつひと、じっと待ってくれるひとの前ではじめて、 

ひとは口を開くのである。 

 

 ――鷲田清一『わかりやすいはわかりにくい？』 

 

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

 歌のコトバから ♯12 

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

愛と名がついたものを見せてよ 

どんな色をしているの？ 

どんなにおい？ 

手触りも教えて 

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


いったい 誰が隠し持っているの？ 

 

 ――Seika Iwashita『Flow』(作詞:岩里祐穂) 

 

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

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

     さろんアーカイブの遊歩道 #06 

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

カテゴリ：【朝さろんの本棚】No.29 

本：   夏目漱石 「夢十夜」 

開催日：  2013年11月14日 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/12/hondana_29.pdf 

 

 

月と、赤い日と、暁の星。 

真珠貝と、土と、苔と、星の破片(かけ)の墓標(はかじるし)。 

女と自分。やがて、真白な百合。 

 

女は自らが死にゆくことを知っている。自分は女が死ぬとは思えないでいる。 

女の真黒な眸(ひとみ)のなかの、自分の姿が、水に動いて流れ出す。 

百年という、ときのあいだ。勘定しつくせない程の赤い日。 

のそりと上り、黙って沈む。また上り、また沈む。また上り、また沈む。 

 

現実がそぎ落とされた夢の世界。時間と空間の観念が揺らいでいく。 

想像する。 

そこはどこなのか。ふたりの間柄。なぜ待つのか。なぜ待たせるのか。 

愛について。死と再生について。永遠について。官能について。幸福について。 

 

「百年待っていて下さい」 

 

1916年12月9日、夏目漱石、没。 

もうすぐ、百年。（た） 

 

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

━━【特別企画のご案内】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

      秋のキャンパス対話イベント＠立正大学 ／ テーマ：「哲学カフェ」で我ら思うこと 

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

＊さろんスタッフの芹沢が下記イベントに参加します 

 

【秋のキャンパス対話イベント＠立正大学】 

テーマ：「哲学カフェ」で我ら思うこと 

日 時：10月22日(土)13時～16時  ＊12：30受付開始 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/12/hondana_29.pdf


場 所：立正大学 品川キャンパスRiLLPort 

（JR大崎駅より５分、6号館1階ドトール奥のスペース） 

定 員：20名 

参加費：無料 

 

▼第一部：クロストークセッション 

「哲学と対話の関係/哲学的な営みにおける対話の存在」 

・木村史人（立正大学文学部哲学科専任講師） 

・齊藤充（ねりまの哲学対話“ねりテツ”主宰） 

・芹沢幸雄（さろん） 

 

▼第二部：グループ対話セッション 

3つのサブテーマうちから関心のあるものをえらんで頂いて、 

小グループに分かれてじっくりと対話セッションをします 

 

お申込＆詳細； 

http://www.ris.ac.jp/library/osaki/about/year_2016/20160920.html 

http://msentalife.wixsite.com/entalife/blank-10 

https://www.facebook.com/events/329091194091590/ 

 

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

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

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

▽【ゆるトークカフェ】 テーマ「よく〈聴く〉って？」 

  10/28(金）19:00-21:30＠渋谷エリア 

 

▽【さろん：序】文献講読＋哲学対話 #1 

  11/12(土）夕刻 or 11/13（日）午後 

 

▽【夜さろん】鑑賞会 #20 

  11/13(日）9:00‐12:00＠渋谷／「詩歌を鑑賞～秋の夕べの読書会～」 

 

▽【さろん哲学】哲学カフェ #75 

  11/19(土）15:00‐17:00＠渋谷／ テーマ「（未定）」 

 

▽【さろん哲学】哲学カフェ #76 

  12/17(土）15:00‐17:00＠未定／ テーマ「（未定）」 

 

▽【夜さろん】スナック #21 

  12/18(土）or 12/23(祝・金）＠用賀（仮）／「忘年会だよ！スナック夜さろん」 

http://www.ris.ac.jp/library/osaki/about/year_2016/20160920.html
http://msentalife.wixsite.com/entalife/blank-10
https://www.facebook.com/events/329091194091590/
http://salon-public.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏┯━━━━━━━━━┓ 

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

┗┷━━━━━━━━━┛ 

メールニュース第77号をお届けします。 

きょうはとても気持ちのいいお天気でしたね。まさに行楽日和り。 

秋を迎えて夜には気温も下がりました。みなさま体調にはお気をつけください。 

 

今号の「さろんアーカイヴス」のコーナーでも漱石が取り上げられてますが、 

最近はこちらの土曜ドラマも話題を呼んでいるようです。 

 ◎夏目漱石の妻 | NHK 土曜ドラマ 

  http://www.nhk.or.jp/dodra/souseki/ 

漱石ではなく妻・境子（悪妻と思われていますが）の視点から語られているのが新鮮です。 

漱石役には『シン・ゴジラ』で話題を集めた長谷川博己です。ぜひご覧ください。 

 

大学でまなぶ「哲学」とは違うアプローチで親しむ「哲学」として、 

哲学カフェや哲学対話がさいきんはたくさん開催されていますが、こんなものもあるようです。 

多彩なアプローチがあるのはすばらしいことですね。 

アプローチによって「哲学」のまなび方や探求度にどんな違いがあるのか、特に興味が尽きません。 

 ◎この哲学がスゴい！～ケンカしない哲学交流ラウンジ～  

  https://lounge.dmm.com/detail/242/ 

 

さて。恒例のクリパ情報が解禁になりました！ ことしは新会場で行います。 

毎年大好評をいただくゲームはもちろん、ほかにも趣向を凝らしてお待ちしています♪ 

それ以外にも「さろん：序」「ゆるトークカフェ」など、新しい試みをご用意しましたので、ぜひ秋

の行楽気分であそびにいらしてくださいね！ お待ちしています。 

 

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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