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ここ2、３年、戦争ができる国にするのかどうかのせめぎあ

平 和」と 言 わ れ

いが続いています。残念ながら、昨年末には、南スーダンの

れば聞こえがい

PKO派遣自衛隊に武力行使の権限が付与されました。

い。「武 器 輸 出」

その際政府は、「南スーダンには反政府軍の勢力は存在し

という代わりに

ない、首都周辺は安定している」から、問題ないと説明した。

「防衛装備移転」

だが、事実は明らかに異なっていた。それを裏付ける「報告

のほうがやわら

書」の公開を求めたら、真っ黒に塗りつぶされた「ノリ弁当」

か い。「戦 争 法

で、しかもその後この報告書を処分してしまった。歴史の事

案」と い う よ り、

実を闇に葬ってしまったのです。

「安 全 保 障 関 連

こうしたことは一度ではない。福島第一原発事故処理に

法 案」の ほ う が

ついて、「アンダーコントロール」と言ってオリンピック開催を

危 険 で は な い、

かすめとった、あの嘘の発言。「わが党はこれまで一度も強

な ど。中 味 の 検

行採決を考えたことはありません???」など、あげたら切り

討をしなかった

がない。

ら、すべてOKと受け入れてしまうだろう。

こうしたことから、「ファクトチェック(事実検討)」が必要

政治の世界で駆け引きは当然あるし、人を引きつける

だ、という声が大きくなったのは当然です。そして、トランプ

ためにはいろいろな工夫や努力は必要だろう。だが、事

氏の「突飛な」「とんでもない」「大げさな」発言が大衆に受

実・真実はどうでもよいということになれば、戦前の「大

け入れられるに至って、「POST-TRUTH(ポスト真実)」が問題

本営発表」報道時代に戻り、お先真っ暗になってしまう

にされています。これは、客観的な事実や真実が重視され

でしょう。私たちは、それは事実か、真実かという問いを

ず、嘘でも人々を扇動してしまう政治風潮のことです。

つねに抱き、嘘を見抜く力を培っていく必要があるよう

なぜ、こうした風潮がアメリカでも、日本でも大きく広がっ
てきたのでしょうか。いうまでもなく、事実・真実はことがら
の善し悪しを考え、決める出発点のはずである。事実・真実
はどうでもよいとする態度は、ことがらの善し悪しは、その
時々の気分・感情にもとづく「心地よいかどうか」で決めてし
まうことになる。
言葉の言い換えもこの種の効果をもつ。例えば、「積極的

に思われます。
この哲学カフェというささやかな場で、その力を少し
でもつけていければ幸いです。
今年も、「わいわいガヤガヤみんなでテツガク」しま
しょう。
( 主宰 吉田千秋 )
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この日は、あの大惨事を生んだ太平洋戦争開始の日
でした。安倍首相が戦後はじめての首相として、月末に
真珠湾を訪れるようだ・・と最初に報道されたのも嘘で、
4人目でした。そして、奇襲攻撃・侵略戦争の「謝罪ではな
く、慰霊に行く」と、わざわざことわっている。なぜなら、
オバマ大統領は、ヒロシマで謝罪しなかったかららしい。
どっちもどっちだ。この日は「日米(軍事)同盟強化」確認
の日ではなく、二度と戦争をしない「不戦の誓い」の日に
しなければなりません。
というような日に、望年会を兼ねて1年をふり返る例
会でした。
最初に、ボクのほうから上記のようなことを少し述べ、
個人的には何とか元気でやってこれたし、孫が生まれて
よかったと報告しました。
その後20名余りの参加者すべてに語っていただきま
した。皆さんが持ち寄ってくれたものがすばらしいもの
で、鍋物、特製スープ、お寿司、ケーキなどなど。これらを
前にしてはさすがにヤボなこと(政治的なこと)を語る
人は少なく、個人的・身辺的な思いを話された。その感想
を参加者の一人が次のように記されている。
「２０名あまりのかたがたそれぞれの1年を語られる。あ
の場に来ていた若い人たちの労働は、体力の限界と人
間性の破壊に近い状態まで働かされていた。そこでいっ

たん仕事をやめ、休息をとる人、親しい友人や我が子
を見送った人、高齢の親を見守る人と・・・それぞれの人
が、病気・死・失業という苦をかかえながらも、集い、前
をむいて連帯しようとしている人々だった。そこがすが
すがしく、人間のすばらしさを感じさせる会だった。から
だを大事にしながら、新しい年をつくっていこうと思っ
た。」
望年会ということでもあり、記録は取らなかったの
で、参加如何に関わらず、「今年をふり返って」の文章
を呼びかけたところ、多くの人が応えていただいた。
しかも長文も多く、短縮してもらったりもしたが、二人の
かたは来月回しにせざるを得なかった。申し訳ありませ
ん。以下、順不同で掲載します。

創っていく。トランプという人がアメリカ大統領となって
も、私やここに集う人たちは、よりよい未来を創ってい
く一人ひとりだ。その思いを強くした1年だった。ありが
とう。
(佐藤尚子)

*「現代は時代の転換期」という言葉は、いつごろから言
われだしたのだろうか。やっと、そのことを身近に思うよ
うになった。転換期といえども、「その転換には 100年
200年とかかるかもしれない」といわれる。それもそうだ
ろうと。私たちの選択したことひとつひとつが、未来を

* この一年は本当に早く感じました。哲学カフェは欠
かさず出席することが出来ました。多様なテーマで常
に皆さんから学ぶ、そんな姿勢で望みました。
８周年記念シンポでのパネリストの言葉の中で残って
いることですが、愛敬さんからは「大きく負けないよう
にすること」、西郷さんからは「チラシ配りは笑顔で」で
す。この笑顔は自然と出るものなのか、まだ私には無理
ですが。
この１年、安倍狂奔政治は凄まじい勢いでした。まさに
独裁政治が強権的に矢継ぎ早に現われました。そうし
た権力者に対向かうために、一人ひとりがどう対応し

わいわい、がやがや、みんなで哲学
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ていくかが問われる重大な時期です。その意味で「知
力」を高めること、騙されないようにするために学び続
けることは不可欠だと思いました。
今後、さらに厳しい事態も想定されると思います。し
かし、平和をいかす活動は「個人として尊厳される」が
土台にあり、生きるためのものです。そして、力のない
私たちは「つながっていく」ことしかありません。私の一
年は「岐阜・九条の会」を中心に、まわりの皆さんに支え
られながら楽しく活動をしてきました。＜ぎふ平和のつ
どい＞では実行委員として映像担当として自分なりに
努力をしました。＜つどい＞は、素晴らしいものでした。
今もその感動が残っています。
(吉田 隆)
*今の日本社会は私たちのものなのかを問うと、「いい
え」と答えたくなる。
もっと国民一人ひとりの考えや希望を吸い上げて政
策を決めてほしいと思うが、現実は全くそういう気がし
ない。逆に一部のお金持ちと政治家の為に国を動かし、
一般国民の意向とは反対の方に向かっているように思
える。
何とかしなければ、という気持ちがあるが「ではどう
すればよいのか」と思う1年であった。
（M.O）
*

人生には、三つの「さか」がある。
「上り坂」・「下り坂」・・・もうひとつは、「まさか」。
この「まさか」が、この一年の象徴でした。
嬉しく誇らしいことも、悔しく悲しいことも。
なにはともあれ 生かされている。 合掌
（ドクター ZEN）

*2016年もあとわずかであるが、「哲学カフェ」では多く
のことを学ぶことができたと思っている。「今年を振り

返って」見ると、公私にわたり、あまりにも多くのことが
あり、まとめられそうにもないが、2、3書き留めておきた
いことはある。
まず、これまで48年間、国立と私立大学で教育・研究
に携わってきた者として、一番嬉しかったことは、今年
も、日本の科学者にノーベル賞が授与されたことであ
る。大隅良典博士が、「オートファジー」に関する研究で、
「ノーベル医学・生理学賞」を受賞されたことは、大学人
ばかりでなく一般国民にとっても快挙である。大隅博士
は、「長期的展望に立った基礎研究の重要性」を力説し
ておられたが、全く同感である。しかしながら、現在の大
学の現状を鑑みると、政府は、目先の「役に立つ研究」
を奨励するばかりでなく、「軍事研究」をも推進しようと
している。とんでもないことである。こうなると、大学の
教育・研究環境は、基礎と応用研究の是非どころか、全
く次元の違うところに押しやられてしまう危険がある。
一方、スポーツ・芸術など国際的な文化活動において日
本人の素晴らしい成果が、毎年のように報道されている
ことも嬉しいことである。これも、戦後70年の平和国家
というより平和を享受してきた「国民の成果」と考える。
それに引き換え、最近の政権側の組織・勢力がやってい
る数々の暴挙には、「もう黙っとれん！」どころか「もう
我慢ならない！」と、腹の立つことばかりである。
思うに、国民が政権側の勢力に騙されているのでしょ
うが、1党独裁を許せば、我々国民は益々このような理
不尽で悲惨な状況に追い込まれていくのではなかろう
か。
（島田幹夫）
*高２の修学旅行。「出てこいよ。」窓の下の男子の声に、
女子も宿をそっと抜け出した。凄まじいまでの流星群に
歓喜し、夜が白むまでフォークダンスを踊った安芸の宮
島。列車の座席を立ててみんなで踊り、他学級の子が何
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事かと覗き見に。休日は級友の家や金華山に。
退職してその仲間とまた集うようになり、５年。今年も花
見、仲間のパッチワーク展と美術展、仲間の家の鮎料理と
柿狩り、忘年会と、6回の温かい優しい時間を共に過ごし
た。
明るい日本を取り戻し、こんな青春、老後を今の若者に
も。
（竹市久子）
*このところベッド上の生活を余儀なくされている。圧迫
骨折。年末だというのに、寝ている。それにも慣れたとい
うか、覚悟したというか。掃除はしない、年賀状は出さな
い、食事は作らない。なんか久しぶりにゆったりとした気
分になって、身の回りの整理、分別に励んでいる。この２０
年間というもの、やりっぱなし仕舞いっぱなしという状態
であった。講演会などでもらった資料も、たまりにたまって
いる。それというのも、この２０年間、親の介護に携わり、と
いうにはおこがましいが、一昨年父が１００歳で身まかり、
今度は自分の番である。悔いなき人生を生きるために、
いったい私はどうすればいいのか。組織はまっぴらゴメン
だ。７０年間自分が培ってきたことを総動員させて、どう生
きる。私！
正岡子規いわく、「禅宗の『悟り』を誤解していた。悟りと
いうのはいかなる時にも平気で死ぬることかと思ってい
たのは、間違いで、いかなる場合にも平気で生きていくこ
と」と・・「病床六尺」より。
（ひらつか）
*私としては、2016年の最大のトピックスは、フィリピンにお
けるドュテルテ大統領の誕生で、画期的な新しい歴史の１
ページを開いたことです。が、伝わってくるのは、麻薬撲
滅で5000人もの「超法規的殺人」という話ばかりで、貧し
い子ども達に食事を提供・来年から公立大学の授業料を
無料化・年金に予算大幅増額などはカット？これらはどこ
かでも切望されていることですが、比政府が先駆けて？
やろうとしてことを伝えるは恥ずかしいから？でしょう

か。やはり海外の事も自分で当たってみるのが大切だと
実感。
また今年は安保法成立後の日本の行く末も心配で、
色々調べました。が、これが昨今の米でのトランプ現象な
ど、中間層の没落とともに始まった国際的な保守化や異
民族排外的ヒステリーの広がりとどう連動していくか、そ
れを考えるとかなり怖くなりました。メディアが多様性を
失うとともに、好悪などの感情で「軽く」動かされやすい
大衆が急増し、粘り強く理性的に判断しようとする「イン
テリ」が胡散臭く思われる風潮に、どうしたら歯止めはか
けられるのでしょうか？
いよいよ歴史の大きな分岐点が近くなってきたような
気がします。
(フィリピン・ウオッチャー)
*私的には別れが多くありました。 義父、実父、愛犬、愛
車、積年の書類、書籍などです。
しかし、どんなものも記憶と記録をどうするかというこ
とかな、と思っています。と同時に新しい出会いがいくつ
かあって人生を楽しめることがあります。
人との出会いや事態、書籍などです。
でも、一番のよかったことは、自分で作ったコメを自分
のものにできたことです。
今までは地域の農家がＪＡにまとめて納めて、その中か
ら収穫量に合わせて、数回に分けて届けてくれました。だ
から自分のコメとは限りませんでした。それをできる人を
見つけてやることができました。農家冥利かな、です。
（野口英男）
*今年はどんな年であったかと言えば、やはりトランプが
出てきた年であったであろう。それはパックスアメリカー
ナの終焉の始まりだからである。自国第1主義を標榜し、メ
キシコとの国境に巨大な塀をつくり、イスラム教徒に不寛
容をしめして、喝采を受ける状況のなかに、私はもはやア
メリカ国民は世界帝国市民では無くなったと思わざるを
ない。
グローバリズムの中での格差の拡大、それに伴う世界
的なナショナリズム、ポピュリズムの進展の一環ではあろ
うが、トランプの言説におぞましさを覚えざるを得ない。
これから先、世界・日本はどうなるのであろうか。今の体
制をみるかぎり、明るい展望は見えてこないだろう。
経済成長、自国の安全保障を優先するメンタリティに未
来はないであろう。価値観の転換が求められのではと思
う。そこに長年私も検討してきたブッディズムが寄与でき
るものがあるだろうか。
（ひらみつたかゆき）
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*哲学カフェで
紹介した「憲法
と君たち（佐藤
功 著）」を 広 め
る活動を展開
中 で す が、先
日、長良西小学
校の校長にこ
の本を1冊寄贈
し、先生方に読
んで戴くように
お願いできまし
た。できれば、6
年生の社会科の時間にでもその一部を引用していただ
けたらと思っています。校長が「先生方と読んでみま
す」と受け取られたのは今年最高の嬉しい事件でした。
（実は先日も、長良小学校の先生に、或る方からお渡し
できましたので今後も進めて行きます。）
例えば次の部分を引用して呉れることになればと期
待しています。
「こういう風に考えれば、今の日本の憲法を、どんな
ふうに変えてもいいということにはならないというこ
とが、君たちもわかるだろう。民主主義と、基本的人権
と、そうして平和、この三つはどうしても変えてはなら
ないことだということが、君たちにもわかるだろう。も
しも、それを変えるということになったとしたならば、そ
れは今までの人間の何千年の努力とそしてこの間の戦
争で受けた、あの私たち日本人の大きな犠牲がなんの
意味もないということになるのだよ」と。
またいつの日か、校長先生に「先生方のご感想は、生
徒たちの反応は、」と伺いたいものです。
（井口）
*今年も速かった・・「齢を重ねると時間の経つのは速
い」と言われているけれど、それは本当だと思う。
父と義父が逝ってから7年、母と義母の顔を見に出か
ける生活は変わりなく過ごした1年ではありました。毎日
が同じようでありながら、同じでない日々でした。物事
に対する自分の考え方や、感情は毎日違っていて、自分
の中で自己矛盾もしばしば。ゆるぎないものを自分の
中に持ちたいと思いつつ、かたくなになる怖さも感じた
一年でした。
また、世の中の表面に出てくる言葉や、風潮の裏に
いったい何があるのか、疑った一年でもありました。こ
れは単に齢をとって疑り深くなったのか、あまのじゃく

になったのかどちらなのだろうか。

（北川はるか）

*ここ1、2年、年末になると、自分にとって極度に孤立感
を覚え、落胆する情勢に見舞われる。今年では北方領土
問題を巡るものに加え、プーチン来日への批判内容であ
る。
何でヒラリーオバマを神輿に担ぐウォール街ネオコン
軍産「1％」の応援宣伝団に便乗してアレッポ包囲を非難
できるのか。ていうかイラク・リビア侵略、ウクライナ混乱
で懲りただろうに、いつまで騙され続ける気だって言い
たい。露の戦争が正義の戦争だとは全然思わないにし
ても、西側が喧伝する「反政府軍」とは、欧米軍事顧問指
揮下でのオイルダラースポンサーつきの傭兵、即ちアル
カイダを筆頭とした単なる対シリア侵略軍でしかない。
これらが卑劣にもシリア市民を盾にして巻き添わせてい
るだけでなく、外勢による同様の支援が軍事力の源泉に
なっているISも連動して側面支援しているのである。だ
から、リベラルが真っ先に批判すべきはプーチンではな
く、中東に混乱をもたらし続けることで莫大な軍事費の
蜜吸いにたかるネオコン連中であるべきだ。北方領土に
しても、島数に関わらず右も左も返還要求を当然視して
いるのが皆目理解できない。
アベの暴走が果てしなく進むことで、従来なら右側カ
テゴリのテーマだった内容が「国民的論議」の俎上に載
るにつれ、左陣営内で論議されてきた事柄もまるで無
かった事のように押しやられている。昨年の安保法制論
議に於ける九条二項に基く自衛隊違憲論然り、生前退位
問題に於ける天皇制廃止論然り(特に後者は改憲論にも
越境する問題だけに提起しづらい事情も相俟って)…。
正直言って、象徴天皇を頑なに守る姿勢の今上天皇へ
の批判は自分でもやりずれえなーと尻込みしてしまう
し、「それ以前的な問題」＝アベの暴政の壁が厚過ぎて
議論のテーマにすらなり得てないが、論議の順番はさて
おき、進んで閉口してしまっても悔しい限りだ。

哲学カフェ de ぎふ
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せんしゅう

千 秋まちかど文庫 通信

言いっ放しで全体としての結論なしでも、諸方向からの
問題提起自体が大事な事になってきている現情勢だから
こそのサロンでもあり、その意義は益々重要性を帯びてく
るのだろう。
(成瀬浩司)
*今年、１２月に私は、”めでたく”「後期高齢者」になりまし
た。孫に「これからもず～っと長生きしてね」なんて言われ
ちゃって・・・。
７５年前、無謀にも真珠湾に奇襲をかけた年に私は生ま
れたのでした。父や伯父は軍隊にとられ、東京にいた私は
母とともに祖父母の家に疎開し、そこでも空襲にあい、防

空壕に隠れたり、遠くの街が燃えているのを見た
り・・・、そんな記憶がかすかにあります。
でも、１９４５年、終戦になって、父も伯父も生きて
帰ってくることができ、私は新しい憲法の下で小
学校にあがることができました。そして、戦後の、
平和と、民主主義と、豊かな文化の中で育ち、家
族、恩師、友人たちに囲まれて、幸せに暮らしてこ
れました。
この幸せを、是非孫たちにも手渡してやりたい
と改めて強く思った１年でした。
（あ子）

岩井克人著 『会社はこれからどうなるのか』 （平凡社ライブラリー）

１９８０年代の「ジャパン・アズ・ナンバー・ワン」、バブル崩壊と
それに続く「失われた１０年」。２００３年に日本経済がようやく
「失われた１０年」を抜け出した。２００１年にはアメリカのエネル

ざっとみて、会社の仕組
みはこんな感じに解説さ
れている。これだけの箇所

ギー商社エンロンの倒産。
産業資本主義からポスト産業資本主義への構造変化を日本
もなさねばならないということであるらしい。リストラが行わ
れたことの社会構造的要因として、三つ挙げられるという。グ

からでも、会社が面白い仕
組みであると感じられた。
この本の経済論の特徴
と して、日 本式 の 会 社と、

ローバル化、IT革命、金融革命である。
近代の市民社会における一番基本的な関係は、ヒトとモノ
の関係である。ヒトはモノを所有し、モノはヒトに所有される。
共同企業と言うものは、幾人かのオーナーがいて、オーナー
が資産を「所有する」、という関係にある。例えば、組合が一

アメリカ、イギリスの会社に
違いがあり、日本では終身
雇用、年功賃金制などを約
束して、会社への帰属意識
を高めているという こと

つの例である。ここで、「法人」と言うものを考えてみる。法人
と言うものはモノなのだが、法律上はヒトであるのだ。ヒトで
あるから、ほかの個人やほかの会社と契約を結ぶことができ
る。株式とは、株主が会社にたいしてもつ法律上の地位であ

を説明してあった。
商業は、安く仕入れて遠くに出かけ、高く売る。産業は、
安い労働力で、工場などの高い生産性を動かし、売って儲
ける。経済の基本は、差異性にある、ということである。ポス

るという。株主は、会社の所有資産を、共同で、権利を持ち分
け合って所有しているものなのである。複雑な構造である
が、株主は会社を所有し、会社は会社資産を保有する。
オーナーの共同企業より、株式会社は利点を持つ、それは、
会社という一つのヒトが、サプライヤー、従業員、顧客、債権

ト産業資本主義では、情報という差異性（特許、ノウハウな
ど）を使って儲ける。差別化が成功のポイントである。
これからは、各個人がチャンスをものにするために、ボス
になる気持ちで、勤めてしばらくしたら会社を興す、という
ようなことで、儲ける気概を持ってほしいという風に書い

者、その他のものなどと、契約関係を結ぶので、契約が変わっ
た時に、全てのオーナが契約を結びなおすことになるとき、
一つのヒトとの関係を変えればいいだけだから、契約書を書
きなおす手間が省けるのである。

てあった。また、NPOが成功して大きくなるということも起
こってくるそうだ。
この本を読めば、経済の仕組みがあらかたわかると思
う。平易な叙述で、論点も明確であり、大変に読みやすい。

さらに株式会社の利点として、株主が負うのは有限責任で
あるというふうに決まっている。つまり、会社が倒産したとき、
会社資産の差し押さえ以上の責任を負わなくていいのだ。有
限責任なのだ。

とっつきやすい。工夫してしっかりと書いてある。というこ
とで、僕も、会社なんてよくわからなくて怖い、なんてこと
が、なくなったようである。
（杉原詠二）

わいわい、がやがや、みんなで哲学

世の中を根っこからとらえる 知的協同の場
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アミルホセイン・アスガリ監督

『ボーダレス〈ぼくの船の国境線〉』(イラン映画)

自転車に乗った少年が畑に向かって道を走っていく。畑の中に
自転車を隠すと、川を潜り渡って、河岸にある廃船に入り込む。
持って来た袋からTシャツやたべものを取り出し、ランプを灯し、
机を出し、道具を出し、そこで多分昨日も作っていた貝の土産物
を作り出す。
その土産物は、また、自分の国に戻って、売って小遣いを稼ぐ。
少年が秘密の生活の場をどこか楽しげに過ごすようすが淡々と
流し出される。
ある日、その廃船に、同じ年くらいの男の子が突然銃を構え
て、侵入してきた。勝手にヒモをはって、ここから入るなと命令す
る。
「ここはぼくの船だ！」初めて少年の声を聞く。侵入者の少年
も言い返すが言葉は通じない。その後、その少年が少女であるこ
とがわかり、さらに赤ん坊まで連れてくる事になる。少年は、赤ん
坊の可愛さに次第に心を和ませ、少女を保護してやろうと思うよ
うになる。言葉は通じなくても２人の間には国境線が無くなって
いく。
そこにさらなる侵入者がくる、米兵だ！ 少女に乱暴をしよう
として少年に監禁されるが、その米兵も、故郷の家族を思い、さ
めざめと泣く「人間」なのだと言うことが少年にわかってきた。
家族を米軍に殺された少女は、そんな少年を、はじめは激しく非
難するが、だんだん米兵の人間の情に心を許すようになる。
国も言葉もちがう３人が、表情やさりげない気遣いでつうじあ
う、そんな時間が流れる。
安心して自分の国に１人帰った少年だったが、廃船に帰ってきた
時、米兵も、少女も赤ん坊もいなくなり、踏み荒らされた跡だけ
が残っていた。
この映画の中では、人物の名も国の名も一切出てこない。しか
し、少年の国がイランであり、国境を越えただけで一変する戦禍
の国がイラクであることがよくわかる。アメリカによって荒廃した
イラクと、豊かさのあるイラン〈少年が自転車をもっていること
も〉とは、全然違う。
血は一切出てこないが、米兵達が踏みこんで、少女や赤ん坊
をどうしたのか、あの米兵が果たして助けてくれたのか、想像す
るのも恐ろしい。
ただ、少年がもうこの廃船にはこなくなったと思われる場面
が象徴的だった。少年の目を通して、大国の戦争に翻弄される国
と国の現実を静かに訴えてきた。＜今年のアジア映画祭参加作
品＞
（林磨利子〉

〒502-0812
岐阜市八代３丁目27-8「ふれあいスペース」
吉田千秋

０９０-７９１７-９６０２ （主宰）
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哲学カフェ、第18期の予定

第103回例会
1月12日（木）

「トランプ大統領で世界・日本はどうなるのか？」
＊従来の国際関係をことごとくひっくり返す発言をしているトランプ次期大統領。
＊「信頼できる人物」といち早く言明した安倍首相。さてさて今後どうなるのか。

第104回例会
2月9日（木）

「あらためて日本の死刑制度を問う・・是か非か？」

第105回例会
3月9日（木）

「原発再稼働、核燃料サイクルになぜこだわるのか？」

第106回例会
4月13日（木）

「子どものいじめ、自殺はなぜなくならないのか？」

第107回例会
5月11日（木)

「歴史を学ぶことはどのような益があるのか？」

第108回例会
6月8日（木)

「若者、女性が活躍できる社会にするには何が必要か？」

第109回例会
7月9日or10日

創立９周年記念行事

＊昨年秋、日弁連が死刑廃止をめざす宣言を、反対者もいたが賛成多数で採択した。
＊世界の趨勢は死刑廃止。だが日本では8割以上が賛成。どう考えたらよいのか。

＊原発なしでも電力は足りているのに、老朽原発も再稼働させてやめようとしない。
＊「もんじゅ」は廃炉決定。だが、核燃料サイクル事業は継続。どうしてなのか。
＊青森県で女子中学生がいじめを苦にして自殺。いまだに続く子どもたちの自殺。
＊原発事故で避難してきた小学生がいじめを受けていた。どうしたらなくなるのか。

＊フランスの大学入学資格試験(バカロレア)の哲学問題（2016年経済社会系）から。
＊時事問題からちょっと離れて、考えてみるのもよし・・歴史の転換点にある今年に。

＊安倍内閣の「一億総活躍社会」政策は、希望の持てる内容になっているのか。
＊若者・女性に焦点をあて、奨学金制度、保育所問題など、具体的に検討してみよう。
＊昨年は、８月に、「さて、これからどうするこの日本？」でシンポ開催。126名参加。
＊今年はどうするか？ シンポの形式にとらわれず、自由に意見を寄せて下さい。

哲学カフェの運営資金の協力 も、よろしくお願いします。
「哲学カフェ de ぎふ」ホームページ

口座記号・口座番号 00810 1 142912
加入者名 哲学カフェ de ぎふ、千秋まちかど文庫

毎回更新中!!

http://tetsugakucafegifu.jimdo.com/ または「哲学カフェ岐阜」で検索
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★

２０１７年。また新しい年を迎えました。今年、世界はどう動いていくでしょう？

私たちはどう生きていったら

いいでしょうか？
★

昨年は、ほんとうにいろんなことのあった年でした。世界でいえば、ＥＵ離脱、トランプ氏当選、多くの国での
右派・保守派台頭、シリアその他での内戦多発、あちこちでのテロ・・などなど。

★

日本では、何度も何度も地震があり、台風が東北・北海道で猛威をふるい、多くの人々の生活が破壊されま
した。人の心が壊れてしまっているのではないかと思うような痛ましい事件も、多く耳にしました。

★

そして、夏の参院選。その後の”多数の横暴”そのままの政治のありよう。南スーダンへは既に銃を持った自
衛隊が派遣されましたし、沖縄の人たちの意志は辺野古でも、オスプレイでも、無視され続けています。日本財
団が「１００の暖かい居場所を子どもたちに」とのコマーシャルを始めました。生活の格差が、益々大きくなって
いるのを感じます。

★

歴史の「分かれ道」・「正念場」で大事なことのひとつは、とにかく、地道なつながりを広げ、だれもが”普通
の生活”ができるよう支えあっていくことではないかと思っている私です。

★ 今年も「哲学カフェ」、よろしくお願いします。
（阿部隆子）

