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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。
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┃【おしらせ】
（8/24）おしゃべり純喫茶ゆるーム「道草」
┃【1】コラム／エッセイ
┃
◇『天皇の退位に関する特例法成立を機に想う～断簡』
┃【ご案内】
「さろんラボ」企画を募集しています
┃【2】コトバをハ―バリウムする
┃【3】さろんアーカイブの遊歩道
┃ 編集後記
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（8/24） おしゃべり純喫茶ゆるーム
テーマ「道草」
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通称『ゆるカフェ』
。ゆるやかに営業中です。
今月のテーマは「道草」
。
脇にそれたり迂回したりぼーっとしたり。みんなで道草を食いましょう。
8 月 24 日（木）19:30-21:30 オープンです。
今月も例によって例のごとく少人数で集まって、ゆったり考えたり感じ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、お気軽にいらしてください。
定員 5 名まで ※最少挙行人数 3 名
8 月 24 日（木）19:30 より
渋谷駅 or 代々木駅（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）
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▽【天皇の退位に関する特例法成立を機に想う～断簡】
一生
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▽【天皇の退位に関する特例法成立を機に想う～断簡】

一生

６月９日に「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が参院本会議で可決し、成立した。やっとか
と思う一方、法案成立後であっても天皇は、日本国憲法により国民に保障されている多くの諸権利
が大幅に制限されているであろうと容易に推察できる。
ざっと挙げると、参政権（憲法 04 条：憲法の規定により国政に関する権能を有しない）
、居住移転
の自由（同 22 条：憲法に規定はないが実態的に皇居から転居は困難）等々。今回職業選択の自由の
一部（同 22 条：国事行事や公務からの条件付き解放）が保障される。
戦地を慰問し、大規模災害の度に被災者に寄り添う。その両陛下の姿は広く共感を生み、多くの国
民に支持されていると伝えられる。筆者には、まるで遠藤周作氏が想いを込めて描いたあの同伴者
の姿と重なって映る。一方、我々国民はどれだけ両陛下のことを思い、その人権に注意を向けてき
たか。我々は考え続ける必要があるように思う。
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「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。
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）
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コトバをハ―バリウムする ♯22 （た）
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--------------------------------------------------------------本のコトバから
--------------------------------------------------------------「山椒魚は悲しんだ。
」
――井伏鱒二『山椒魚』

--------------------------------------------------------------歌のコトバから
--------------------------------------------------------------夜は深い 夜は深い 落ちこむぞ 夜は深い
許し合う 罪もない君と僕
――井上陽水『君と僕のブルース』
（作詞：井上陽水）

---------------------------------------------------------------
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さろんアーカイブの遊歩道 #16 （た）
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カテゴリ：
【さろん哲学 議事録】 第６１回
テーマ:
「一緒に行動する」
開催日： 2015 年 9 月 12 日
http://salon-public.com/wp-content/uploads/2016/12/salon_giji_61.pdf

さろん哲学では、自分以外の参加者に対するケア的な思考を可能とする場作りを、対話を深める
条件の一つとして大切に心がけています。そのための実験として「一緒に行動する」というテーマ
を、
“参加者が一緒にカレーを作って食べる”という具体的な行為を起点にして言葉にする会を催し
ました。
他者と一緒に行動する過程で、自分のちょっとした習慣や好みに気づき、それらが他者にも当て
はまるかどうかを自問し、
無意識の価値観が揺さぶられる経験。
集団でいることで見えてくる基準、
基準に対する態度、相手との相互作用で出現する状況。そんな対話がいつもとは違ったスタイルの
中で交わされたのですが、対話を深めることができたかどうかは参加者の判断に委ねるとして、
「皆
で食べる方が楽しい」という参加者の意見に、スタッフの一人としてほっとしているところです。
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┃（ご案内） 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
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┃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 ※終了後懇親会あり（申込み制）
┃テーマ：
「
（検討中）
」
┃進 行：堀越
┃会 場：渋谷
┃参加費：1,500 円/人程度（ドリンク付）
（予）
┃定 員：１６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
┃
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┃ さろん スタッフ一同 より
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編 集 後 記 ┠──────────────────────────────┤
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メールニュース第 97 号をお届けします。
こんにちはフクロウです。ほぅ。
お盆休み中ということもあってこの時期の通勤電車はびっくりするくらいに空いていて、いかに大
勢の人が通勤＝いつものルーティンと違う行動をとっているのか体感できますね。
時期は前後しても、みなさん夏休みの休暇で、ふだんと違うことをされたり、出かけたりしますよ
ね。
フクロウは先日、知人宅にお泊りしてきました。それもその日の終電間際になっていきなり、です。
ひさしぶりにたくさんお酒を飲んでいて、ふだんはありつけないご馳走を食べていたのもあって、
なんだかすごく「夏休みっぽい」気分を都心の真ん中にいながらにして味わうことができたのでし
た。みなさんも心やすらぐサマータイムをエンジョイされますよう。
さて。わたくしフクロウの友人に、あるぱかというのがいるのですが。
そのあるぱかの企画が今月 5 日に開催されました。
あるぱか学校の一時限目「アートーク！」はすてきな時間となったようです。
ブログにその模様が綴られています。
http://alpacagakkou.blog.fc2.com/
次回企画は「脳内地びき網」とかいう名前になりそうとかで、こちらもどんなイベントになるか楽
しみですね。
フクロウの方では、今週土曜 19 日にさろん哲学をテーマ「努力」で開催します。まだ若干お席に余
裕もあるようなので、検討中の方はぜひお申込みくださいね。
そして来月はいよいよ、さろん７周年の記念例会です。
こちらもどうぞお楽しみに♪
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 2017/8/15
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──────────────────────────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さろん Mail News 第 97 号 ／ 2017 年 8 月 15 日発行【読み物号】
編集・発行：さろん
salontetsugaku@gmail.com
http://salon-public.com/
https://twitter.com/salontetsugaku/
https://www.facebook.com/salontetsugaku/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇「さろん」にお知らせいただいたお名前・メールアドレスなどの個人情報は、
当会からのご案内のためだけに使用いたします。
また、ご本人の同意なく第三者への提供はいたしません。
◇「Mail News」の無断転載はご遠慮ください。 転載ご希望の場合はご連絡願います。
バックナンバーは HP からご覧いただけます。
◇【Twitter】https://twitter.com/salontetsugaku
◇【Facebook】https://www.facebook.com/salontetsugaku/
◇【ホームページ】http://salon-public.com/
「さろん哲学」Web サイト http://salon-public.com/tetsugaku/
「朝さろん」 Web サイト http://salon-public.com/asa/
「さろん工房」Web サイト http://salon-public.com/koubou/
「あるぱか学校」blog
http://alpacagakkou.blog.fc2.com/
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