話したい、聞きたい、つながりたい。あなたと

三人委員会哲学塾in南砺

2019年5月25日（土）〜26日（日）
（24日前夜祭）
桜ヶ池クアガーデン・自遊の森

「ローカル文化とグローバルな世界」

テーマ

〈ローカル文化こそがグローバルな価値を持つという視点から、
これからの社会のあり方を問う〉

三人委員会からのメッセージ

内山

節

大熊

今日の私たちは、すべての価値が貨幣価値に

孝

齋藤惇夫著「河童のユウタの冒険」（福音館

鬼頭 秀一
災害が多発する本格的な時代に入り一般的

置き換えられていく時代にうんざりしている。

書店）が2017年4月に出版された。新潟の福島

には根本的に自然とのかかわりを見直さざる

されているといってもよい。貨幣というローカ

境の中で、信濃川・千曲川をさかのぼり、甲武

において、就中、日本の「中央」の政治や経

この動きには自然と人間に対する冒涜が映し出
ルな特質をもたないものは、本当の意味でのグ
ローバルな価値も持ってはいないのである。そ
うではなく、ローカルな文化こそが世界の人々
にとっても価値になる。そういうことを議論す
る場としては、南砺ほどふさわしい場所はない
と私は思っています。

潟に棲む河童のユウタが、現代の自然・社会環
信岳の源流まで冒険し、非業の死を遂げた世界
中の生き物たちの魂の救済を果たすという物語
である。河童はもともと自然と人間を結ぶ中間
的存在であったが、ユウタはそれを深化、発展
させ、自然の生態系を護る新たな河童像として
描かれている。内山によれば、高度経済成長と
ともに日本人は狐に騙されなくなった。これと
同じように河童の存在も我々は忘れ去ろうとし
ていたが、ここに河童が生き返ってきた。

今まで日本には、水辺と親しむ国民的な児童

文学というものはなかった。この本が広く読ま
れることで、河童を通して水辺の大切さ、さら
には人が生きたことの納得は自然との関係性の

を得ない状況に直面している。しかし、世界
済は「砂上の楼閣」をますます積み重ねよう
としている。そのような中でこそ、ローカル
な現場からしっかり思想的な土台を作り上げ
ていくことが求められている。南砺の地は、
「土徳」という言葉に象徴されるような思想
的、宗教的風土が息づいているようにも見え
るが、それを現代の状況の中で、ローカルだ
からこそ普遍的な価値として捉え直していく
ことは深い意味を持っているのではないだろ

うか。三人委員会哲学塾も20年もの間培って
きたことを、この南砺の地で形にして行きた
いものだと思っている。

中にあることをもう一度共通認識として獲得し
たいものである。
うちやま たかし
1950年東京都世田谷区生まれ
哲学者
前立教大学大学院教授
NPO法人「森づくりフォーラム」代表理事
1970年頃から、東京と群馬県の山村、
上野村との二重生活をしている

『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』
（講談社現代新書
『文明の災禍』
（新潮新書 2011）
『内山 節のローカリズム原論』
（農文協 2012）
『新・幸福論』
（新潮社 2013）
『半市場経済』
（編著書、角川新書 2015）
『いのちの場所』
（岩波書店 2015）

おおくま たかし
1942年台北生まれ、千葉育ち、新潟市在住
新潟市潟環境研究所所長
水の駅ビュー福島潟名誉館長
NPO法人新潟水辺の会顧問
新潟大学名誉教授
東京大学工学部土木工学科卒、工学博士、
専門は河川工学・土木史
自然と人の関係、川と人の関係を地域住民の
立場を尊重しながら研究している。

2007） 『利根川治水の変遷と水害』（東大出版会、1981）
『洪水と治水の河川史』（平凡社、1988、文庫本化2007）
『川がつくった川・人がつくった川』（ポプラ社、1995）
『技術にも自治がある−治水技術の伝統と近代−』（農文協、2004）
『社会的共通資本としての川』（東大出版会、2010、編著）など

きとう しゅういち
1951年名古屋生まれ。
星槎大学 副学長、東京大学名誉教授。
専門は、環境倫理学、環境哲学、
科学技術社会論。
現場でのフィールドワークを踏まえた
環境にかかわる理念に関する研究、近年
は、福島原発事故被災地における科学的
知識や専門家の役割について関する研究
等々。
『自然保護を問いなおす―環境倫理とネットワーク』 (ちくま新書)
『環境の豊かさをもとめて』（共編著、昭和堂）
『環境倫理学』（共編著、東京大学出版会）
『自然再生のための生物多様性モニタリング』（共編著、東京大学出版会）
『科学・技術と社会倫理: その統合的思考を探る』（共著、東京大学出版会）
など。

三人委員会哲学塾とは・・・
三人委員会哲学塾は「そもそも思想はローカルである。」を原点に、三人委員会が中心となり、静岡県掛川市で1997年に開催以来、
長野県飯山市、群馬県片品村とバトンを繋ぎ、2013年からは山梨県北杜市清里で開催、今年で20回目になります。
この間、私たちを取り巻く状況は大きく変化しており、哲学塾においても毎年、様々なテーマで議論を重ねてきました。哲学塾での
議論の目的は、ローカルな場を原点に「結論を出すことではなく、議論を深め理解し合うこと」です。
主催：三人委員会、南砺実行委員会

協賛：星槎グループ（学校法人国際学園）

プログラム
５月２４日（金）前夜塾

５月２５日（土）哲学塾
会場：自遊の森

会場：桜ヶ池クアガーデン

①受付

18:30〜

②挨拶

19:00

ロビーにて

③開会
④交流会

①受付
②問題提起

10:00〜
10:30

③討論
④昼食
⑤討論

12:30
13:30~17:30

５月２６日（日）哲学塾
会場：自遊の森
①受付

9:00〜

②討論

9:30〜

③まとめ

⑥夕食・交流会 19:00

参加費用
討論

朝食

宿泊

交流会

討論

昼食

討論

④ 基本宿泊＋前夜塾

朝食

③ 基本日帰り＋前夜塾

宿泊

② 基本宿泊

交流会

① 基本日帰り

宿

前夜塾

コースタイプ

参加申込み
参加費
（円）

お申込み・お問合せは
「自遊の森」
山崎まで

10,500 〒939-1835
21,500 富山県南砺市立野原東 1767
自遊の森 山崎正治宛
16,500

ー
ア クアガーデン
イ 自遊の森

16,500 TEL (0763)62-3360
FAX (0763)77-4001
38,500
E-mail
28,000 s-yamazaki@s-jiu.com

ー
ア クアガーデン
イ 自遊の森

＊クアガーデンは、１室２名利用が基本で、事務局が部屋割りをします。シングルユースは、
＋6,000円
（１泊）です。

会場案内・アクセス
＊自動車 東海北陸自動車道 福光 IC より直進５分ほど
＊鉄 道 JR 城端駅より市営バス、タクシーで 10 分ほど
例：北陸新幹線 「かがやき」東京発 6:16 富山着 8:26
「つるぎ」富山発 8:32 新高岡着 8:40
城端線 新高岡発 9:05 城端着 9:53
なんバス城端西回り線 城端駅前発 10:00 クアガーデン着 10:25
＊バ ス 高速バスの城端 SA で降車 徒歩５分ほど
例：きときとライナー 名古屋駅前発 7:30 城端 SA 着 10:15

参加申込書
お名前

男

女

ご住所

電話番号（携帯）
①基本日帰り
②基本宿泊
参加コース
③前夜塾日帰り ④前夜塾宿泊
参加費

（参加費用の欄で積算してください。）

E-mail
宿

ア
アS
イ

クアガーデンツイン
クアガーデンシングル
自遊の森
円

・JR 利用送迎希望 有・無
交通手段 ・自動車
・その他（
）

特記事項

＊基本宿泊の、クアガーデンはホテルツインルーム、自遊の森はコテージ（二段ベッド４人）です。
＊学生の方は、学生割引がございますので、事務局（自遊の森、山崎）までお問い合わせください。
＊参加申し込み後、事前に下記口座に参加費をお振込ください。
みずほ銀行 本郷支店（０７５）口座番号２０４２１３７
三人委員会 代表 内山 節（サンニンイインカイ ダイヒョウ ウチヤマタカシ）

