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

■ さろん｜Mail News 2017/9/1｜#98 ■【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。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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◇――――――――◆――――――――◇――――――――◆――――――――◇ 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

>>          【 さろん ７th Anniversary 】    2017.9                    << 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 

おかげさまをもちまして「さろん」は今月で７周年を迎えることができました。 

ここから始まる８年目、そしてその先へと、また一歩一歩進んでいきます。 

 

これから、ますます応援いただければ幸いです。 

どうぞよろしくお願いします♪ 

 

◇――――――――◆――――――――◇――――――――◆――――――――◇ 

      代表からのごあいさつ 

◇――――――――◆――――――――◇――――――――◆――――――――◇ 

 

７周年を迎えて～2020年の１０周年を見据える 

 

弊会は、皆様から興味・関心を持続的にお寄せ頂けたお陰を持ちまして、９月に７周年を迎えるこ

http://salon-public.com/
https://twitter.com/salontetsugaku
https://www.facebook.com/salontetsugaku/


とができました。一年の活動を振り返りますと、「さろん哲学」は、新規の方々を含めて１５名前後

の参加者を定常的にお迎えし、対話の中身も設定したテーマについてゆっくり丁寧に話し合い、考

えることができたと考えています。また、「朝さろん」は、しっかりと固定的な参加者をお迎えし、

課題本に関して互いの解釈や想いを語り合うことで読解を深め、週末の一日のはじまりを変えるこ

とができたと考えています。 

 

新しい活動に注目しますと、自由に多様な学びを考えるワークショップ「あるぱか学校」と、哲学

書等テキストから参加者がその場で問いを設定する哲学対話「さろん序」の２つの集いを開始でき

ました。どちらも参加者から概ね好評を頂き、安堵しています。これらは、運営体制強化のために

昨年実施したスタッフ２名増員の効果に加えて、新しい活動を何か作り出せないかと検討を続けて

きた成果です。既存の集いに加え、弊会の活動を今後長く続けていく足掛りにできればと考えてい

ます。 

 

７周年に際して、スタッフ一同は心から嬉しい気持ちでいっぱいです。改めて、これまでの皆様の

ご参加、ご発言や問いのご提起、継続的なメールニュースの閲覧等に対して、心から御礼を申し上

げます。弊会では「考える」、または「感じる」と「対話する」を一貫して大事にしてきました。こ

の想いは７周年を迎える現在でも一切変わりません。今後も活動に対して維持・深化を続け、でき

る限り長く、当面は１０周年を一里塚として、皆様にお付き合い頂ける「さろん」でありたいと願

っています。いつでも皆様のご都合が合うときに、各種の集いにご参加を頂く等、弊会とお付き合

い頂ければ幸甚です。 

 

 

さろん代表  堀越 睦 

 

◇――――――――◆――――――――◇――――――――◆――――――――◇ 

  さろんスタッフからのメッセージ （到着分） 

◇――――――――◆――――――――◇――――――――◆――――――――◇ 

 

お陰様でさろん哲学も七周年を迎えることが出来ました。この間、約 40 回程度司会を務めさせて

いただきました。これもひとえに皆様に参加して頂いたおかげです。参加された皆様には心より感

謝しております。 

また、継続的に参加して頂いた方の中には自ら哲学カフェを始められた方もいらっしゃいます。哲

学カフェの活動がどんどん広がっていくことは喜ばしいことです。さて、次の一年もさろん哲学の

司会を務める予定ですので、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

野田 

 

◇――――――――◆――――――――◇――――――――◆――――――――◇ 

 

さろんは９月で７周年を迎えるそうです。 

スタッフとして参画して１年とちょっと。わたしの知るさろんはたったそれだけ分です。 

だから、何が”さろん”なのだか、正直わかりません。 



そんなスタッフもいるさろんを、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

たなか 

 

◇――――――――◆――――――――◇――――――――◆――――――――◇ 

 

７周年を迎えられたこと大変うれしくおもっています。日頃ご参加＆ご覧くださるみなさんのおか

げです。ほんとうにありがとうございます。 

スタッフが一丸となって「同じことをやり続ける」のは年々むずかしくなります。 

環境、状況、マインドはうつり変わるものですから、当然のことですよね。 

やり続けるなかで変化したところと、変わらず大事にしている部分と、その両方があってさろんが

成立しているとおもいます。 

それを見守り、見届け、関心をよせてくださるみなさんがいるおかげで、活動ができています。 

８年目のさろんをよろしくおねがいします。 

 

セリ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

 

┏━━INDEX━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃【1】予約受付中：9/16   さろん“実験”哲学 第85回 テーマ：「友達とは自分とどういう関係

にある他者か？」 

┃【2】予約受付中：9/10  朝さろん〈72〉「三月の5日間」/〈生きよ。堕ちよ。〉 

┃【3】準 備 中：－   さろん工房 

┃【4】開催の報告：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：8/19   さろん哲学 第84回 テーマ：「努力」 

┃【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 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

┏━━━━━━┓ 

┃CONTENTS ──────────────────────────────────── 

┗━━━━━━┛ 

 

━━【１】さろん“実験”哲学━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

      第85回 テーマ：「友達とは自分とどういう関係にある他者か？」 

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



さろん哲学の７周年を記念して、第85回さろん“実験”哲学を下記テーマで開催します。 

また、その後に親睦会も開催します。ご都合が付く方はぜひご参加頂ければ幸いです。 

 

＜さろん“実験”哲学＞ 

 

日 時：2017年9月16日（土）14:00-18:00 

テーマ：「友達とは自分とどういう関係にある他者か？」 

進 行：堀越 

会 場：カフェ・ミヤマ 渋谷公園通り店 1号室 

参加費：1,300円/人程度（ワンドリンク付） 

定 員：16名 

 

▽司会から： 

身の周りには多様な関係性の他者がいるが、友達とは自分とどういう関係性にある他者なのか。

自分と友達とはどのような相互作用がある関係性を指すのかについて考えてみたい。今回実験

的に、発言された意見の度にその意見に対して必ず２～３つの質問を行うことを徹底的に拘り、

ゆっくりじっくりと対話を進めて思考を深めたい。 

 

 

＜７周年記念親睦会＞ 

 

日 時：2017年9月16日（土）18:20-20:20予定 

参加費：3,500円 （6品＋2.5時間飲み放題） 

会 場：ヤネウラ バイ ティアード （YANEURA by Tiered） (渋谷) 

    https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13178390/ 

 

 

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 〈72〉「三月の5日間」/〈生きよ。堕ちよ。〉 

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

先月朝さろん『今夜、すべてのバーで』には新規参加者を含む９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】 

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13178390/
http://salon-public.com/tetsugaku/
https://twitter.com/salontetsugaku
http://salon-public.com/archives/category/033


◆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。』 

 

◆朝さろん 73rd morning 

『リヴァイアサン』 ポール・オースター／〈”自由”はいつも、僕が考えているよりも複雑だ〉 

日 時：2017年10月8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 ：『リヴァイアサン』 ポール・オースター(新潮文庫) 

定 員：8名程度（要予約） 

バリスタ（進行）：芹沢 

内 容： 

＊新シーズン１回目です。今シーズンは海外の作品を読みながら考えてみます。 

＊あらすじ 『一人の男が道端で爆死した。製作中の爆弾が暴発し、死体は15mの範囲に散らばっ

ていた。男が、米各地の自由の女神像を狙い続けた自由の怪人（ファントム・オブ・

リバティ）であることに、私は気付いた。ＦＢＩより先だった。実は彼とは随分以前

にある朗読会で知り合い、一時はとても親密だった。彼はいったい何に絶望し、なぜ

テロリストになったのか。彼が追い続けた怪物リヴァイアサンとは。謎が少しずつ明

かされる。』 

 

◆朝さろん 74th morning 

『服従』 ミシェル・ウェルベック／〈”自由”はいつも、私が考えているよりも複雑だ〉 

日 時：2017年11月12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 ：『服従』 ミシェル・ウェルベック(河出文庫) 

定 員：8名程度（要予約） 

バリスタ（進行）：芹沢 

内 容： 



＊新シーズン２回目です。今シーズンは海外の作品を読みながら考えてみます。 

＊あらすじ 『2022年仏大統領選。極右・国民戦線マリーヌ・ル・ペンと、穏健イスラーム政党党

首が決選に挑む。しかし各地の投票所でテロが発生。国全体に報道管制が敷かれ、パ

リ第三大学教員のぼくは、若く美しい恋人と別れてパリを後にする。テロと移民にあ

えぐ国家を舞台に個人と自由の果てを描き、世界の激動を予言する傑作長篇。』 

 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

    今後のプログラム 

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

あるぱか学校からのおしらせです。 

 

1時限目:【アートに接近？アートーク！（ArTalk）】、8/5（土）にぶじ開催終了しました。 

参加者８名。 

http://salon-public.com/archives/category/033
http://salon-public.com/archives/category/034
http://salon-public.com/koubou/
https://twitter.com/salontetsugaku


ご参加ありがとうございました♪ 

https://vclab10th.wixsite.com/10plus 

 

9月開催予定とお知らせした下記プログラムは諸般の事情で開催を10月以降に延期します。 

正式な開催日が決まり次第ご案内を再開します。 

▼【脳内地びき網 ～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～】 

 

その他、10月以降に開催を予定しているプログラム。（一部） 

▼11月頃 【アートーク！（ArTalk）】 第2弾 

▼11月か 12月 【あるアーティストの人生をとおしてまなべること、について考える  ～鑑賞と

対話の交差点～】 

 

どうぞおたのしみに♪ 

 

お申込み・お問合せ→  alpaca.gakkou@gmail.com 

開催記録など→ http://alpacagakkou.blog.fc2.com/ 

 

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

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

 

      第84回 テーマ：「努力」 

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

第84回さろん哲学を下記テーマで開催しました。 

 

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一号店 

参加者：１４名 

 

▽司会から： 

努力とは何か、何故努力が求められるのかについて対話した。 

 

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♪ 

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

https://vclab10th.wixsite.com/10plus
mailto:alpaca.gakkou@gmail.com
http://alpacagakkou.blog.fc2.com/
http://salon-public.com/archives/category/023


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：新宿のカフェ 

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 

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


※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 

 

哲学カフェAnte-tableは、都合によりしばらくお休みします。再開の際は本HPおよびFacebook

にてご案内いたします。どうぞよろしくお願いします。 

 

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１４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。 

http://sanpo-tetsugaku.jimdo.com/
https://twitter.com/sanpo_tetsugaku/
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


 日時：平成２９年１０月１日（日） 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：「アーダコーダってナーンダ？」 

 ゲスト：小川泰治（アーダコーダ事務局） 

 事前予約： メールで本間まで mgasami.honma@gmail.com 

   定員：１５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 

 

▽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 

 

▽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 

 

 

http://consu.shinjuku-center.jp/Access
https://mgasamihonma.wixsite.com/tokyometa
https://www.facebook.com/tokyometa/
http://www.miraikan.jst.go.jp/exhibition/future/lab/medialabo.html
http://science-he.blogspot.jp/p/she_20.html
http://cafephilopawl.blogspot.jp/p/6-pawl.html
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/ 

 

▽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/ 

http://www.cafephilo.jp/
http://philosophicalpractice.jp/
http://tetsugaku.masa-mune.jp/
http://sinemasamune.blog.fc2.com/
http://ardacoda.com/
http://tokyojinseigakuin.cocolog-nifty.com/blog/
http://msentalife.wixsite.com/entalife
http://msentalife.wixsite.com/entalife/blank-12
https://www.facebook.com/chikurinsawakai/
http://www.coretalkcafe.jp/index.html
https://www.facebook.com/hanakophilosophycafe/
http://kosaten.org/taiwa/
https://taiwa-cafe.jimdo.com/
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/ 

http://1love.link/pg47.html
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▽『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/ 

 

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

┏┯━━━━━━━━━┓ 

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

┗┷━━━━━━━━━┛ 

メールニュース第98号をお届けします。 

 

こんにちはフクロウです。ホゥ。 

おかでさまで今月７歳になりました。これからもレッドブル飲みながら飛び続けたいとおもうので

応援よろしくおねがいしますね。 

 

先月30日、りりぽんがNMB48を卒業しましたね。ホゥ。 

突然の結婚宣言はニュースになりましたし、メールニュースでも関連コラムがありましたが、卒業

の際にはそのあたりの詳細にはふれられませんでした（ちな卒業後は芸能活動を続けながら哲学者

を目指すそう）。 

哲学女子（哲学本も出してる）という属性と、現役アイドルによる結婚宣言という奇妙なハイブリ

ッドが生んだ”りりぽんショック（あるいはエンターテイメント）”に結論が出るには、まだ時間が

かかりそうです。 

 

今日9月1日が始業式にあたる学校は多く、夏休み最終日の昨日「ムリに登校しないでいいんだよ」

というニュースや特集が盛んに報じられていました。 

草の根からメッセージが沸き起こり、それがこだまのように重なっていく。 

https://www.amazon.co.jp/dp/4778315359/
https://www.amazon.co.jp/dp/4309247814/
http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=87748
http://web.kawade.co.jp/bungei/1262/
http://web.kawade.co.jp/bungei/1325/
http://www.honnobasyo.com/


でもこのメッセージ、生徒だけに向けられてるものとは限らないですよね。 

オトナであっても、悩んだり弱ったりしてるひとは大勢います。自身の心身のケアのたいせつさに

ついてあらためて考えさせられました。同時に、そのためにフクロウなりにどんなことができるの

か、ということも。 

 

さて。 

さろんの７年がいったいどんなものだったのか。これもすぐには総括できないくらいむずかしいも

のです。ホゥ。 

ここからまた先へ進むなかで、これまでの総括をしながら、つぎの里程標となるかもしれない１０

周年をみんなでさぐっていければとおもいます。今月 16 日の記念例会と記念懇親会で、みなさん

にお会いできるのを楽しみにしています。 

 

ところでぜんっぜん関係ないんですけど「牛乳は噛んで飲むといい」っていうアレ、ほんとなんで

しょうか。きょう聞いてから妙に気になっているのでした。 

そういえばむかしうちの爺ちゃんもやってたっけなぁー。 

 

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 2017/9/1 
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  編集・発行：さろん 

  salontetsugaku@gmail.com 

  http://salon-public.com/ 

  https://twitter.com/salontetsugaku/ 

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

http://salon-public.com/
https://twitter.com/salontetsugaku/
https://www.facebook.com/salontetsugaku/
https://twitter.com/salontetsugaku
https://www.facebook.com/salontetsugaku/
http://salon-public.com/
http://salon-public.com/tetsugaku/
http://salon-public.com/asa/
http://salon-public.com/koubou/
http://alpacagakkou.blog.fc2.com/


  "copyright (c) 2011−2017 さろん. All rights reserved." 

──────────────────────────────────────────── 


