-------------------------------------------------------------------------------------------------■ さろん｜Mail News 2017/8/1｜#96 ■【イベント号】
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等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。
-------------------------------------------------------------------------------------------------━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Vol.96 2017 年 8 月 1 日（火）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
さ┃ろ┃ん┃
━┛━┛━┛
M┃ a┃ i┃ l┃ N┃ｅ┃ w┃ s┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
http://salon-public.com/
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┃ 9 月 16 日(土)開催 ★☆さろん７周年記念例会／さろん哲学 第 85 回★☆彡
┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃毎年 9 月はさろんのアニバーサリーイベントとなります。
┃通常例会とは異なる、この日限りの特別な趣向と、時間枠を拡大しての開催となります。
┃開催日はいつも通りの”第３土曜”
、みなさまぜひお出かけくださいませ♪
┃
┃▼【さろん７周年記念例会／さろん哲学 第 85 回】
┃日 時：2017 年 9 月 16 日（土）14:00-18:00 頃（予）
┃テーマ：
「
（検討中）
」
┃進 行：堀越
┃会 場：都内某所（選定中）
┃参加費：1,500 円/人程度（ドリンク付）
（予）
┃定 員：20 名程度
┃
┃ご予約・ご質問を受付中です。お申込みはこちら⇒ salontetsugaku@gmail.com
┃
┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ さろん スタッフ一同 より
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┃【1】予約受付中：8/19 さろん哲学 第 84 回 テーマ：
「努力」
┃【2】予約受付中：8/6
朝さろん〈71〉
『今夜、すべてのバーで』/〈生きよ。堕ちよ。
〉
┃【3】準 備 中：－
さろん工房
┃【4】予約受付中：8/5
あるぱか学校 1 時限目：
「アートに接近？アートーク！（ArTalk）
」
┃【5】開催の報告：7/15 さろん哲学 第 83 回 テーマ：
「コミュニケーション能力」
┃【おしらせ】さろんラボ 企画を募集中です♪
┃【6】関連イベント情報
┃ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┃CONTENTS ────────────────────────────────────
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━━【１】さろん哲学━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第 84 回 テーマ：
「努力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第 84 回さろん哲学を下記のテーマで開催します。
日 時：2017 年 8 月 19 日（土）15:00-17:00
テーマ：
「努力」
進 行：野田
会 場：カフェ・ミヤマ渋谷公園通り店１号室
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13094576/
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：努力はなんのためにするのか、そもそも努力とは何か、など、努力にまつわる疑問に
ついて考えてみましょう。
ご予約を受付中です。お申込みはこちら⇒ salontetsugaku@gmail.com
●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。
●さろんのイベントに参加申し込みをされた方には、
もれなく毎月メールニュースが配信されます。
不要の方はさろんの HP（http://salon-public.com/）末尾のフォームに、その旨ご記入願います
詳細はこちらをご覧ください。
http://salon-public.com/tetsugaku/
https://twitter.com/salontetsugaku
---------------------------------------------------------------

━━【２】朝さろん／夜さろん━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
朝さろん 〈71〉
『今夜、すべてのバーで』/〈生きよ。堕ちよ。
〉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先月朝さろん『白痴』には新規参加者を含む１０名の方にご参加いただきました。
これまでの開催内容は HP「朝さろんの本棚」から閲覧できます。
http://salon-public.com/archives/category/033

【朝さろん】
◆朝さろん 71st morning
『今夜、すベてのバーで』 中島らも／〈生きよ。堕ちよ。
〉
日 時：2017 年 8 月 6 日(日)9:05-12:00 ※お盆休み時期と重なるため開催週を変更しています※
参加費：1500 円程度（ワンドリンク、室料、運営費、資料代込み）
場 所：渋谷周辺の会議室利用予定（ご予約時にご案内いたします）
本 ：
『今夜、すベてのバーで』中島らも(講談社文庫)
定 員：8 名程度（要予約）
バリスタ（進行）
：芹沢
内 容：
＊人間の生の根源、生きる力を見つめるシーズン、第 2 回です。
＊あらすじ 『薄紫の香腺液の結晶を、澄んだ水に落とす。甘酸っぱく、すがすがしい香りがひろが
り、それを一口ふくむと、口の中で冷たい玉がはじけるような……。アルコールにと
りつかれた男・小島容（いるる）が往き来する、幻覚の世界と妙に覚めた日常そして
周囲の個性的な人々を描いた傑作長篇小説。吉川英治文学新人賞受賞作。
』
◆朝さろん 72nd morning
「三月の 5 日間」(『わたしたちに許された特別な時間の終わり』所収)岡田利規／〈生きよ。堕ち
よ。
〉
日 時：2017 年 9 月 10 日(日)9:05-12:00
参加費：1500 円程度（ワンドリンク、室料、運営費、資料代込み）
場 所：渋谷周辺の会議室利用予定（ご予約時にご案内いたします）
本 ：
「三月の 5 日間」(『わたしたちに許された特別な時間の終わり』所収)岡田利規(新潮文庫)
定 員：8 名程度（要予約）
バリスタ（進行）
：芹沢
内 容：
＊人間の生の根源、生きる力を見つめるシーズン、完結編です。
＊あらすじ 『あ始まったんだねやっぱり戦争。イラク空爆開始、渋谷のラブホで 4 泊 5 日。ブッ
シュがイラクに宣告した「タイムアウト」が迫る頃、偶然知り合った男女が、渋谷の
ラブホテルであてどない時を過ごす「三月の 5 日間」
。演劇界期待（チェルフィッチュ
主宰）の新鋭、小説デビュー作。
』
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（場合によって開催週変更の場合あり）
《夜さろん》不定期開催
--------------------------------------------------------------━━【３】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
--------------------------------------------------------------━━【４】あるぱか学校━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 時限目:「アートに接近？アートーク！（ArTalk）
」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 時限目:【アートに接近？アートーク！（ArTalk）
】
(1)授業案内；
「美学校ビジュアル・コミュニケーション・ラボ」の講座開設 10 周年を記念したＯＢ展に出かけ
ませんか？
合計 18 名によるさまざまな現代アートに触れ、
「これ、なに？？？」と驚いたり、
「わたしにとって
現代アートってどういう意味があるんだろう？」
「どの作品がいちばんビジュアル・コミュニケ―テ
ィブだと言えるかな？」など、多彩な視点と自由な発想で、アートを見たり話したりする時間をた
のしみましょう。
「美学校 ビジュアル・コミュニケーション・ラボＯＢ展 １０+（ten plus）
」
https://vclab10th.wixsite.com/10plus
(2)期待される効用；
・じぶんの興味が広がる、かもしれません。

・芸術とはなにか、ではなく、芸術性ってなんだろう、という視点が深まるかもしれません。
・作品にぐぐっと近寄って鑑賞し、オープニングパーティーで作家本人とおはなしたら、現代ア
ートがすこし身近に感じられるかもしれません。
(3)詳細；
日時：2017 年 8 月 5 日(土) 14:00～18:00 頃
会場：HIGURE 17-15 cas （ヒグレ 17-15 キャス）
住所：東京都荒川区西日暮里 3-17-15
http://www.tokyoartbeat.com/venue/D9D61952
交通：日暮里駅・北改札西口から徒歩６分、西日暮里駅・西口から徒歩８分
参加費：１００円（学校費）＋飲食代実費（１ドリンクか１フードのオーダーをお願いします）
お申込み・お問合せ→

alpaca.gakkou@gmail.com

http://alpacagakkou.blog.fc2.com/
（鑑賞～対話の後、17：00 からオープニングパーティーに参加を予定。詳細はお申込みの方にお知
らせ致します。)
--------------------------------------------------------------2 時限目:【あなたの興味、わたしの関心 ～いろんな違いと出会ってみよう～】
(1)授業案内;
「最近、気になったことは何ですか？何に興味を覚えましたか？
小さなコトから大きなコトまで、あなたの興味関心あるコトを紹介したり、ほかのヒトたちの興味
関心に触れたりしてみませんか。
興味関心がなかったコト、気付かなかったコトなどなど、いろんな違いに出会ったら、新しい自分
の感性に出会えるかも知れません。
」
当日、
「いま関心があること」
をひとつ頭のなかに浮かべてきてください。
関心ごとを上手に聴いて、
丁寧につないでいきたいとおもいます。
(2)期待される効用;
・じぶんの興味が広がる、かもしれません
・じぶんの関心ごとが他人にとってはどの程度のものなのか、ギャップが感じられるかもしれま
せん。
・感心ごとを通じて、他者理解とはなにか、また自己理解とはなにかについて考えられるかもし
れません。
(3)詳細；
日時：2017 年 9 月 16 日（土）AM or 9 月 15 日（金）19 時 or 17 日（日）PM （予定）
会場：都内某所（申込時にご連絡します）
参加費：１００円（学校費）＋飲食代実費

お申込み・お問合せ→

alpaca.gakkou@gmail.com
http://alpacagakkou.blog.fc2.com/

--------------------------------------------------------------━━【５】さろん哲学━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第 83 回 テーマ：
「コミュニケーション能力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第 83 回さろん哲学を下記テーマで開催しました。
日 時：2017 年 7 月 15 日（土）15:00-17:00
テーマ：
「コミュニケーション能力」
進 行：野田
会 場：アンダーザマット（中目黒）
参加者：17 名
▽司会から：
職場などでの目的があるコミュニケーションと、身近な人とかわす何気ない会話について対話し
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
-----------------------------------------------------------━━【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
〔あたまの中を散歩するてつがくカフェ〕第２９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。
東京と愛知の両方で開催していますので、参加を検討いただく際にはどちらでの開催か、会場のご
確認をお願いいたします。
みなさんのご参加をお待ちしています。
日 時：2017 年 9 月 3 日（日）10:00〜12:00
テーマ：
「２次元と３次元のあいだについて考える」
運営・進行：くらち
会 場：東京都内のカフェ（新宿での開催予定です）
定 員：6 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
※当日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１４回
テーマ：主観的な『時間』の価値とは何か？

日時： 2017 年 8 月 12 日（土）14:00～16:00
費用： 1000 円程度（ワンオーダ制）
人数： ６名程度を予定
会場：
『ギャラリー册(サツ)』併設カフェ
（九段下駅２番出口より徒歩 10 分。詳細は下記 URL）
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
-------------------------------------------------▽第１２回東京メタ哲学カフェ
東京メタ哲学カフェは、哲学カフェ・哲学対話の運営に関心がある人たちが集まって、情報交換
や対話をしています。
日時：平成２９年８月６日（土） １３時３０分～１７時
場所：新宿消費生活センター分館 会議室
（高田馬場駅戸山口から徒歩２分、山手線、西武新宿線、東西線）
http://consu.shinjuku-center.jp/Access
参加費用： ５００円
テーマ：
「哲学カフェにおける『いいテーマ』とは何だろう？」
キックオフトーカー：本間正己（人生カフェ）
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「東京メタ哲学カフェ」で検索を。
https://mgasamihonma.wixsite.com/tokyometa
https://www.facebook.com/tokyometa/
＊東京メタ哲学カフェは原則として毎月第一日曜日の午後に開催しています。
▽日本科学未来館 メディアラボ
第 18 期展示「アクティブでいこう！ ものぐさ→アスリート化計画」
日 時： 2017 年 6 月 22 日（木）～2017 年 11 月 22 日（水） 10:00～17:00
場 所：東京都江東区青海 2-3-6 日本科学未来館
入館料：大人/620 円 18 歳以下/210 円
http://www.miraikan.jst.go.jp/exhibition/future/lab/medialabo.html
▽すみだ錦糸町河内音頭大盆踊り
日 時：2017 年 8 月 30 日(水)、8 月 31 日(木)
場 所：墨田区江東橋竪川親水公園特設会場
申込み：不要

17:30～21:30

http://www.enjoytokyo.jp/amuse/event/356129/
▽美学校 ビジュアル・コミュニケーション・ラボＯＢ展「１０+（ten plus）
」
8 月 3 日(木)～8 月 9 日(水)の 11:00～19:00
会場：HIGURE 17-15 cas （ヒグレ 17-15 キャス）
住所：東京都荒川区西日暮里 3-17-15
http://www.tokyoartbeat.com/venue/D9D61952
交通：日暮里駅・北改札西口から徒歩６分、西日暮里駅・西口から徒歩８分
https://vclab10th.wixsite.com/10plus
▽NHK・E テレ「Q～こどものための哲学（Philosophy for Children）
」
8 月 14 日（月）～18 日（金）各日 9:00～9:15
子どもの哲学をテーマにした小学生向けの哲学番組
http://www.nhk.or.jp/sougou/q/
▽第 3 回哲学カフェ・レーベン
開催日：2017 年 8 月 20 日（日）15:00-17:30
場所：まなび創生ラボ（東銀座セミナールーム）
http://mana-labo.com/
テクスト：ショーペンハウアー「我々の真実の本質は死によって破壊せられえないものであると
いう教説について」の「８．余興としての小対話編」
（岩波文庫『自殺について』所収、当日配布、
事前準備不要）
参加費：学生無料、一般 500 円（飲料代）
世話人：伊藤貴雄（日本ショーペンハウアー協会理事）／梅田孝太（同協会幹事）
cafe.schopenhauer＠gmail.com

https://www.facebook.com/cafe.schopenhauer/
▽ヨコハマタイワ
日時：２０１７年（平成２９年）８月２７日（日）１３：３０－１６：００
場所：横浜市開港記念会館 ８号室（２階の左奥です。
）横浜の三塔のうち、ジャックの塔と呼ば
れている建物です。
アクセス：みなとみらい線日本大通り駅から徒歩１分、根岸線（京浜東北線）関内駅から徒歩１
０分
（日本大通り駅からだと、１番出口を出て、交差点の反対側となります。
）
参加費：会場料として１００円をお願いします。
定員：３名～１０名
話すテーマは、当日、皆さんと決めます。
https://www.135.jp/yokohamataiwa/
▽第 12 回サイファイ・カフェ SHE
科学を哲学と歴史から振り返る集い
日時：2017 年 10 月 27 日（金）18h30－20h30、
場所：ルノアール・飯田橋西口店２号室、
テーマ：ミニマル・コグニションを考える
http://science-he.blogspot.jp/p/she_20.html
▽第 6 回カフェフィロ PAWL
生き方としての哲学を振り返る集い
日時：2017 年 10 月 20 日（金）18h30－20h30、
場所：ルノアール・飯田橋西口店 ２号室、
テーマ：プラトンの『パイドン』を読む
http://cafephilopawl.blogspot.jp/p/6-pawl.html
▽『
「なんか気になる」を探る～心と体をひらくワークショップ～』
日本演劇教育連盟創立 80 周年記念
第 66 回全国演劇教育研究集会 in 東京
日時 2017 年８月８日（火）～９日（水）
場所 東京家政大学板橋キャンパス
https://m.facebook.com/enkyoren/posts/630448133810758
▽The end of company ジエン社 実験公演
『いつか私たちきっとそこきっとそこで、そこに』
日時 2017 年８月 29 日(火)～９月３日(日)
場所 アーツ千代田 3331 B104
http://elegirl.net/jiensha/itsukawa2
▽カフェフィロ

http://www.cafephilo.jp/
▽哲学プラクティス連絡会
2017.10.21(土)-22(日)＠立教大学
http://philosophicalpractice.jp/
▽てつがくカフェ＠せんだい
http://tetsugaku.masa-mune.jp/
＊8/6「考えるテーブル てつがくカフェ」テーマ「放射能と暮らし」@smt
＊〈3.11 以降〉読書会
▽てつがくカフェ「医療とケアを問い直す」
http://sinemasamune.blog.fc2.com/
▽NPO 法人こども哲学おとな哲学アーダコーダ
http://ardacoda.com/
▽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
＊『わ わ わ の話』＊
http://msentalife.wixsite.com/entalife/blank-12
▽竹林茶話会 哲学 Cafe＠柏
https://www.facebook.com/chikurinsawakai/
▽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/
▽対話の実験室@公-差-転
http://kosaten.org/taiwa/
▽対話カフェ Tokyo～Yokohama
https://taiwa-cafe.jimdo.com/
▽デモクラシーCafe@東村山

http://blog.livedoor.jp/pieru80-democracafe_higashimurayama/
▽読書と対話の会
http://1love.link/pg47.html
▽クルミドの朝モヤ
http://ameblo.jp/kurumed/
▽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/
▽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
▽リフレクション・ポータル
http://reflectionportal.com/
▽『作家、学者、哲学者は世界を旅する』ミシェル・セール
https://www.amazon.co.jp/dp/480100198X/
▽『いま世界の哲学者が考えていること』岡本裕一朗
https://www.amazon.co.jp/dp/4478067023/
▽『あなたの知らない脳──意識は傍観者である』デイヴィッド・イーグルマン

https://www.amazon.co.jp/dp/415050475X/
▽『幸福はなぜ哲学の問題になるのか』青山拓央
https://www.amazon.co.jp/dp/4778315359/
▽『哲学する子どもたち: バカロレアの国フランスの教育事情』中島さおり
https://www.amazon.co.jp/dp/4309247814/
▽『中動態の世界 意志と責任の考古学』國分功一郎
http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=87748
▽『社会にとって趣味とは何か』北田暁大・解体研［編著］
http://web.kawade.co.jp/bungei/1262/
▽マインドフルネス瞑想
ティク・ナット・ハン『愛する』
http://web.kawade.co.jp/bungei/1325/
▽本の場所（表参道）
著者自身による小説の朗読会／参加料金１０００円
http://www.honnobasyo.com/
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メールニュース第 96 号をお届けします。
こんにちはフクロウです。ホゥ。
本格的に夏休みシーズンに入りましたが、この夏をいかがお過ごしでしょうか。
フジロックで雨の Cocco とコーネリアスとオザケンに感涙してあの頃にタイムスリップしたり、コ
ーラ片手に冷房の効いた部屋で読書したり、ハワイのカイルアのビーチサイドでリリコィ・パンケ
ーキを頬張ったり、仲間でわいわい夜通し TRPG 三昧してワインが何本も空いたり、ドクメンタ１
４とヴェネチア・ビエンナーレとミュンスター彫刻プロジェクトを巡る欧州ツアーを組んで意気
揚々と出掛けたり、病気療養中の親の面倒を見にひさしぶりに長期の里帰りをしたり、夜に帰宅し
て TV でやってる「サマーウォーズ」とか「ジュラシックワールド」とかを途中から見るともなく
ぼーっとみてしまったり、あるいはいつもとほとんど変わらない生活が、服は薄着に、汗は多めに
なって続くだけだったり――。
夏だからなにか変わったことをしなきゃいけないわけじゃないけど、
「夏に差が付く！」
「夏に遊ん
で後で後悔するのは自分だぞ！」
みたいな掛け声が耳に痛かった時分もとうに過ぎてしまったので、

「なにもかも夏の陽射しのせいだった！」みたいな不条理感にもかこつけて、やっぱりちょっとく
らい浮かれてみたいようなムズムズする感じがフクロウにもあります。
そんなとき、オトナは黙ってビールを飲むのかもしれません（春樹風）
。
コチンコチンに冷えたルービーが最高に美味い季節ですからね（なぎら風）
。
でも飲み過ぎにはご注意を！（
「今夜、すべてのバーで」ご参照）
さろんのイベントやメールニュースがあなたの夏に一陣のブリーズをお届けできればさいわいです。
それではまた次号でお会いしましょう。ホゥ。
編集:（フクロウ）
さろん｜Mail News 2017/8/1
⇒次号（8 月 15 日発行予定）
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