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

■ さろん｜Mail News 2016/12/1｜#80 ■【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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        さろんクリスマスパーティー2016（12/3） 

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

毎年12月に開催してきた年忘れクリスマスパーティ＆ 忘年会企画、いよいよ今週土曜日！ 

ことしさろんにはじめてご参加いただいた方も、常連さんも、一年の感謝をこめてみんなでほっこ

り歓談のお時間です♪ 恒例のゲームで考え、各自持ち寄りの食べ物でほっこりながら、 みんなで

笑いませんか？ さろんのクリパ。予約がまだの方は今すぐに！ 

 

日 時：12月3日(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） 

定 員：15名程度 

内 容：持ち寄りの食べ物を食べながら、考えるゲームで楽しむ 

実行委員長：堀越 

 

お申込み・ご質問はこちらまで→ salontetsugaku@gmail.com 

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

http://salon-public.com/
https://twitter.com/salontetsugaku
https://www.facebook.com/salontetsugaku/
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┃【1】予約受付中：12/17  さろん哲学 第76回 テーマ：「頼る」 

┃【2】予約受付中：12/18  夜さろん 第21夜「忘年会だよ！スナック夜さろん」 

┃     予約受付中：1/15   朝さろん〈64〉『雪国』/〈名作から／について、考える〉 
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┗━━━━━━┛ 

━━【１】さろん哲学━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

      第76回 テーマ：「頼る」 

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

第76回さろん哲学を下記のテーマで開催します。 

 

日 時：2016年12月17日（土）15:00-17:00 

テーマ：「頼る」 

進 行：野田 

場 所：アンダーザマット中目黒 

    http://www.underthemat.jp/ 

費   用：1,300円/人 （含：ワンドリンク＋会場利用費＋運営費300円） 

定   員：16名 

 

▽司会から： 

 我々は、多かれ少なかれ、普段誰かに頼っています。頼ることについて考えてみます。参加者各

位はドリンクなどのワンオーダをお願いいたします。誠に申し訳ありませんが、参加費として、お

一人様につき300円を徴収いたします。さろんの運営費として活用させていただきます。 

 

●会場は前回と異なりますので、ご注意下さい。 

●お返事のメールが受信できるよう、迷惑メール設定などは適切にご変更願います。 

 

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/ 

https://twitter.com/salontetsugaku 

さろん哲学は【原則、毎月第3土曜】開催です 

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

http://www.underthemat.jp/
http://salon-public.com/tetsugaku/
https://twitter.com/salontetsugaku


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

      夜さろん 第21夜「忘年会だよ！スナック夜さろん」 

   朝さろん 〈64〉『雪国』/〈名作から／について、考える〉 

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

【夜さろん】 

◆第21夜 「忘年会だよ！スナック夜さろん」 

日 時：2016年12月18日（日）14:00～19:00頃 

場 所：都内某所（お申込み頂いた方にご案内します） 

定 員：10名程度まで 

マ マ：せりざわ 

参加費：3000円～3500円程度（飲食費込み） 

内 容：年の瀬です。あの伝説のスナック夜さろんが帰ってくる！？ 

     http://salon-public.com/wp-content/uploads/2015/10/yoru_hondana_16.pdf 

    さろんのこと、読書会のこと、哲カフェのこと、気になるイベント、上司やご近所さんへ 

のグチ、飼い猫のこと、SMAP解散…なんでもござれ。ママのスナックで垢を落としてっ

てください。無礼講の忘年会です。ひっそりしっぽりいたしましょう。 

 

【朝さろん】 

◆朝さろん 64th morning 

日 時：2017年1月15（日）am9:05-12:00 

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（ご予約時にご案内いたします） 

 本 ：『雪国』 川端康成（新潮文庫）  

バリスタ（進行）：芹沢 

内 容： 

 “名作”と呼ばれる作品たちを、既成の評価をいったん脇において、ゆっくりと堪能してみまし

ょう。「（哲学的な）対話」と「（詩的想像力による）読み」と「（文学的な）レクチャー」を一

体的にたのしむ読書会です。一冊の作品だけで「ここまで考えられるんだ！？」という清新な

沃野へ、いっしょにピクニックに出かけましょう。 

 

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》第2週の日曜AMに開催（場合によって第3週に変更の可能性あり） 

 《夜さろん》不定期開催 

 

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

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2015/10/yoru_hondana_16.pdf
http://salon-public.com/archives/category/033
http://salon-public.com/archives/category/034


━━【３】さろん：序━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

      第2回 テーマ：未定 

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

新しい試みとして「さろん：序」が始まりました。 

哲学書や古典等のテキストの中から、参加者の合議によって問いを厳選し哲学対話をします。 

 

次回開催の内容は決まり次第メールニュースおよびHPでご案内します。 

どうぞお楽しみに。 

 

日 時：2017年予定 

テーマ：未定 

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：飲食費実費＋100円/人 

参加者：５～６名 

 

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が、 

     予めご承知おき願います。 

 

ご予約を受付中です。 

salontetsugaku@gmail.com（担当：堀越） 

 

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

━━【４】さろん工房━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    次回イベントを準備中です 

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

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 

 

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

━━【５】さろん哲学━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

      第75回 テーマ：「孤独とは何か？」 

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

第75回さろん哲学を下記テーマで開催しました。 

 

日 時：2016年11月19日（土）15:00～17:00 

テーマ：「孤独とは何か？」 

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


進 行：堀越 

場 所：カフェミヤマ渋谷公園通り店1号室 

参加者：11名 

 

▽司会から： 

 主に、どんなときに孤独を感じるか、孤独を主観的に感じる際の条件や構造とは 

 どういうものか、という２つについて考え、対話を深めました。 

 

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。 

 

「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） 

 

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

━━【６】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 

http://salon-public.com/archives/category/023
https://twitter.com/salontetsugaku
http://sanpo-tetsugaku.jimdo.com/
http://ante-table.wix.com/ante-table


〔あたまの中を散歩するてつがくカフェ〕第２５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12月3日（土）10:00〜12:00 

テーマ：「本音ばかり言っていられないから嘘をつく」と「嘘ばかり言っていたら信頼されない」の

間について考える 

    〜ロボットに嘘はつけるか〜 

運営・進行：くらち 

会場：新宿周辺のカフェ 

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/ 

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６回 

 

テーマ：『聖』とは、どのようなことか 

  

日時： 2016年12月10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  

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 

http://sanpo-tetsugaku.jimdo.com/
https://twitter.com/sanpo_tetsugaku/
http://www.satsu.jp/?page_id=9


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 

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

 

▽カフェフィロ 

 http://www.cafephilo.jp/ 

 

▽哲学プラクティス連絡会 

 http://philosophicalpractice.jp/ 

 

▽テツドク！／ニーチェ『喜ばしき知恵』 

 日 時： 12月17日（土）16：00-18：00 

 場 所： アーキシップライブラリー&カフェ （JR関内駅 徒歩） 

      https://libraryandcafe.wordpress.com/about/ 

 題 材： ニーチェ『喜ばしき知恵』 

 紹介者：梅田孝太さん （上智大学） 

 参加費：2,500円（資料、ドリンク付き、カフェフィロ会員の方は2,000円） 

 定 員： 15名程度（要事前予約） 

 参考図書：村井則夫訳 『喜ばしき知恵』 河出文庫 

 主 催： カフェフィロ 

 申込み：hiroizum@cafephilo.jp （廣井） 

 http://cafephilo.jp/events/event/cafephilo-280/ 

 

▽12/8(木)19時半＠東京 

 『CFC夜活！』熊本支援特別版～日本の「子どもの貧困」と教育バウチャーによる支援～ 

http://ante-table.wix.com/ante-table
http://tokyotetsugakumatome.g.hatena.ne.jp/
http://matome.naver.jp/odai/2136167936080093501
http://matome.naver.jp/odai/2138543414370880601
http://www.135.jp/lite/
http://matome.naver.jp/odai/2135489489421994201
http://www.cafephilo.jp/
http://philosophicalpractice.jp/
https://libraryandcafe.wordpress.com/about/
http://cafephilo.jp/events/event/cafephilo-280/


 http://ptix.co/2fjaRE1 

 

▽12/7「読んで楽しむ舞台の古典」岡田利規、いとうせいこう、三浦しをん、いしいしんじ、松井

今朝子、池澤夏樹 

 http://www.kawade.co.jp/news/2016/10/127-1.html 

 

▽12/18 蝶  々『オンナの自由』 出版記念トーク＆サイン本お渡し会 

 http://eventregist.com/e/1218 

 

▽12/21「今の言葉で古典！ 枕草子から平家物語まで」池澤夏樹、酒井順子、高橋源一郎、内田樹、

古川日出男 

 http://www.kawade.co.jp/news/2016/10/1221.html 

 

▽12/11 現役教師による【大人の哲学講座】 

 https://www.facebook.com/events/317176972000580/ 

 

▽パンピーJDがゆく。先生、「哲学対話」って何ですか？  

 http://trapro.jp/articles/759 

 

▽第15 回ストーリーの内容と、発話する理由とは、べつの層にある。｜人生につける薬 

 http://www.webchikuma.jp/articles/-/374 

 

▽大塚英志「ネットのわかりやすさは共感できない現実を排除していく」 | 『感情化する社会』の

不愉快な現実  

 https://cakes.mu/posts/14592 

 

▽国立大学の現状についての基本的な4つの誤解について（西田亮介） 

 http://bylines.news.yahoo.co.jp/ryosukenishida/20161127-00064861/ 

 

▽紅白、のど自慢...NHK娯楽番組の基礎を創った「大奇人」 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/11/nhk-1.php 

 

▽ハードSF読書会 選択肢リレー小説 「吾輩はネコであった。」 

 http://togetter.com/li/1042483 

 

▽人生カフェ 

 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”  

 http://msentalife.wixsite.com/entalife 
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▽NPO法人こども哲学おとな哲学アーダコーダ 

 http://ardacoda.com/ 

 

▽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/ 

 

▽「人間らしさ」すら変わるかも。未来を示唆する芸術×科学最前線 

 http://www.cinra.net/interview/201609-kenpokuart 

 

▽てつがくカフェ＠せんだい 

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

 

▽『狂うひと』梯久美子（新潮社） 

 島尾敏雄『死の棘』の謎を解く衝撃大作。未発表原稿や日記等の新資料によって 

 不朽の名作の隠された事実を掘り起こし、妻・ミホの切実で痛みに満ちた生涯を辿る、渾身の決

定版評伝。 

 https://www.amazon.co.jp/dp/4104774022/ 

 *(参考)http://salon-public.com/wp-content/uploads/2016/09/hondana_63.pdf 

 

▽死者の土地における文学 : 大城貞俊と沖縄の記憶 

 めるくまーる 鈴木智之(著) 価格：￥1,944 

 http://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784839701697 

 

▽『「シン・ゴジラ」をどう見るか』河出書房新社編集部編 ●1600円 

 http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309277738/ 

 

▽どうぶつのことば : 根源的暴力をこえて 

 羽鳥書店 鴻池朋子 価格：￥3,672 

 http://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784904702635 

 

▽双子のライオン堂 

 12/22（木）19：30～本（忘）年会～居本屋！ 

 http://ptix.co/2euS0qd 

 

▽毎日新聞・校閲グループに「正しい言葉づかい」について聞いた！ 

 http://hrnabi.com/2016/09/14/12033/ 

 

▽原稿の推敲・校正・リライトを支援する3つの文章チェックツールを作りました！ 

 http://tokimaki.hatenablog.com/entry/2016/10/23/160512 
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▽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/ 

 

▽おへそ保育園「こども哲学」レポートブログ 

 https://kodomotetugakuacademy.amebaownd.com/ 
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┏┯━━━━━━━━━┓ 

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

┗┷━━━━━━━━━┛ 

メールニュース第80号をお届けします。 

 

2016年はどんな年だったでしょうか。 

漠然と一年を振り返るのはかえってむずかしいものです。なのでちょっと縛りをいれてみましょう。

題して、「ことし食べて”最高においしい”と感じたもの」。 

ファーマーズマーケットで食べたマルゲリータピザ。スーパーの特価黒毛和牛で食べたひとりすき

焼き。土鍋で炊いた新タケノコご飯。きりたんぽ鍋。沖縄料理屋のゴーヤチャンプル、原宿餃子、

…などなど。 

来年食べたいものは……と想像がいく前に、「それ、今年のうちに食べればいいじゃん」と思ったり

します。自然とお腹も空いてきませんか。 

 

欲張るひつようはなにも無いですが、残りの12月を（も）滋味深く、じぶんの気持ちに丁寧により

沿って、考えの根っこを深めていければいいなと思います。そうして 2017 年に気持ちよくバトン
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タッチできれば最高ですね。 

 

来年用の新計画も先の総会で決まりました。発表をお楽しみに。というわけで、まずは今週末のク

リパに照準をあわせます。ほぅ。（まだ募集中です！お気軽にどうぞ！！） 

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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