第６回 年次大会のご案内
西田哲学会会員各位
拝啓
初夏の候 会員の皆さまにおかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、第６回年次大会を下記の要領で開催いたします。万障お繰り合わせの上、ふるってご参加下さい
ますよう、お願い申し上げます。
なお恐れ入りますが、同封の葉書にて出欠その他に関する事柄を明記の上、７月３日（木）までに、事務
局宛てにお送り下さい。
敬具
記
日時

平成 20 年 7 月 26 日(土)、27 日(日)

会場

石川県西田幾多郎記念哲学館

※詳細は別紙プログラムをご参照ください

（〒929-1126 石川県かほく市内日角井１番地）

交通手段
会場となる西田哲学館は、金沢より２０km 北の「かほく市」にあります。その位置および交通手段は、開催
地である「かほく市」および「石川県西田幾多郎記念哲学館」のパンフレットをご参照ください。
なお、宇野気駅から西田哲学館への交通手段は、徒歩（２０分）かタクシー（５分）となります。学会開催の
二日間は、以下のとおりの時間にて大型バス（無料）を用意いたします。時間が合いましたら、ご利用くださ
い（バス発着所は宇野気駅・正面東口となります。席に限りがありますので、満席の際はご容赦ください）。
自家用車でご来館の方は、西田哲学館には駐車場がありますので、ご利用いただけます。
〔行き〕

〔帰り〕

２６日

宇野気駅発

⇒ 哲学館着

（土）

09:20
10:15
11:40
13:00
宇野気駅発

09:30
10:25
11:50
13:10
⇒ 哲学館着

09:20
09:40

09:30
09:50

２７日
（日）

哲学館発 ⇒ 宇野気駅着
17:10
17:30

17:20
17:40

哲学館発 ⇒ 宇野気駅着
17:20
17:45

発着時刻は、事情により変更することがあります。
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17:30
17:55

宿泊
宿泊先は、会員の皆様ご自身で手配をお願いいたします。参考までに、金沢駅周辺および宇野気駅
前のホテルを別紙に記載しましたので、よろしければご利用ください。
昼食
西田哲学館の近辺にはあまり飲食店がないので、ご要望の方には昼食弁当（千円）を用意させていただ
きます。同封の葉書に要・不要をご記入ください（代金は当日支払）。
懇親会
懇親会は、２６日（土）１７：４５から「さか井や」旅館（宇野気駅正面東口徒歩１分）の大広間にて予定して
おります。同封の葉書に参加・不参加をご記入ください（参加費５千円、当日支払）。
非会員の大会参加・入会
今回の年次大会より、非会員も参加費５００円にて年次大会に参加することができます。会員の
皆さまのお知り合いで興味のある方がいらっしゃいましたら、お誘いあわせのうえぜひおこしくだ
さい。また、その際には下記事務局まで事前にお申し込みをお願いいたします（参加費は当日支払）。
なお、入会をご希望の方は、当日会場にて手続きをすることができます。
理事会
理事各位におかれましては、初日２６日（土）の１２時４５分より理事会を開きますので、ご出席のほどよろ
しくお願い申し上げます。
シンポジウム要旨
2 日目シンポジウム「哲学と芸術」の要旨を、西田哲学会 HP（www.nishida-philosophy.org）に、７月１０日ま
でに掲載しますので、ご覧下さい。

平成２０年６月１２日 西田哲学会
西田哲学会事務局
（石川県西田幾多郎記念哲学館内）
〒929-1126 石川県かほく市内日角井１
TEL:076(283)6600, FAX:076(283)6320
E-mail: info@nishida-philosophy.org
URL: www.nishida-philosophy.org
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西田哲学会 第６回年次大会 プログラム
会場：石川県西田幾多郎記念哲学館 〒929-1126 石川県かほく市内日角井 1

第１日（７月２６日（土））
午前の部

プレカンファレンス＊：１０時４０分～１２時３０分
１）外国語セッション
発表

「西田哲学と新儒教」
張政遠（香港中文大学哲学部）
黄文宏（台湾国立清華大学哲学研究所）
林永強（香港教育学院宗教教育及びスピリチュアルティ教育センター）

司会

Robert J. J. Wargo （元明星大学教授）

２）講読部門

『善の研究』勉強会

担当者：浅見洋、水野友晴

３）自由茶話会部門

「哲学サロン」

担当者：秋富克哉、大熊玄

＊「プレカンファレンス」は三会場で同時に行われます。今回初の試み「外国語セッション」は、英語での発表とな
りますが、日本語通訳があり、資料も準備されています。また、「講読」と「自由茶話会」は、一般向けの内容に
なっています。「講読」にご参加の場合は、『善の研究』のテクストは各自お持ちください。
午後の部

理事会（理事のみ）：１２時４５分～
講演会：１４時００分～１７時００分
１）井上克人（関西大学教授）

「時と鏡 ― 西田哲学に於ける実在の論理」

２）野家啓一（東北大学教授）

「科学哲学者としての西田幾多郎」

司会：氣多雅子（京都大学）
懇親会：１７時４５分～１９時３０分

場所「さか井や旅館」

第２日（７月２７日（日））
午前の部

研究発表：１０時００分～１２時２５分
１）城阪真治（京都大学）
「場所の論理と基体概念」
司会: 美濃部仁（明治大学）
２）浅倉祐一朗 (三鷹市美術ギャラリー)「西田哲学における芸術 ― K.フィードラーを中心に ―」
司会: 藤田正勝（京都大学）
３）ミシェル・ダリシエ（大阪大学）「西田哲学についての論述の試み」
司会: 森哲郎（京都産業大学）
午後の部

総会：１３時３０分～
シンポジウム「哲学と芸術」：１４時００分～１７時００分
提題

香西克彦（財団法人啓明社）
米山 優（名古屋大学）
大熊治生（千葉科学大学）

司会

小林信之（早稲田大学）

※シンポジウムの各提題及び要旨は、７月１０日までに西田哲学会ＨＰに掲載されます。

宿泊施設（金沢駅周辺）のご案内
金沢市昭和町 16-3

金沢全日空ホテル

Ｔｅｌ：076-224-6111 ＪＲ金沢駅東口徒歩 1 分
シングル 8,700 円～ セミダブル（2 名）13,000 円～ ダブル 13,000 円～
金沢市本町 2-15-1

ホテル日航金沢

Ｔｅｌ：076-234-1111 ＪＲ金沢駅東口徒歩 3 分（地下道直結）
シングル 16,747 円～ ツイン 31,185 円～ ダブル 28,875 円～ 朝食 1,386 円～
金沢都ホテル

金沢市此花町 6-10

Ｔｅｌ：076-261-2111 JR 金沢駅東広場徒歩 2 分
1 泊室料 5,775 円～

1 泊朝食 6,300 円～

金沢マンテンホテル

金沢市北安江 1-6-1

Ｔｅｌ：076-265-0100 JR 金沢駅西口徒歩 3 分
シングル 5,300 円～ ツイン 9,200 円～ セミダブル（2 名）6,800 円
Ｒ＆Ｂホテル金沢駅西口

金沢市広岡 1-3-31

Ｔｅｌ：076-224-8080 JR 金沢駅西口徒歩 3 分
シングル 5,250 円 朝食（焼きたてパン、コーヒー、オレンジジュース）無料。
アパホテル金沢駅前

金沢市広岡 1-9-28

Ｔｅｌ：076-231-8111 JR 金沢駅西口徒歩 1 分
シングル 4,800 円～ （朝食付き）5,500 円～ ツイン 10,000 円 （朝食付き）12,400 円
金沢セントラルホテル

金沢市堀川町 4-4

Ｔｅｌ：076-263-5311 ＪＲ金沢駅東口徒歩 3 分
素泊り本館 4,200 円 東館 5,775 円 朝食 1,050 円
ホテルエコノ金沢駅前

金沢市此花町 8-8

Ｔｅｌ：076-223-2600 ＪＲ金沢駅東口徒歩 3 分
シングル 4,987 円～ ツイン 8,976 円

ファミリールーム（4 名）15,960 円

朝食無料

かほく市内の「さか井や旅館」（懇親会会場；ＪＲ宇野気駅徒歩１分）も宿泊施設ですが、6/5
現在で既に満室となっておりましたので、今回の宿泊案内からはずしてあります。また、かほく
市内には「魚料理・民宿やまじゅう」（Tel.076-283-3455；宇野気駅徒歩２５分）もあります。
なお、上記宿泊施設のサービス・金額は、インターネットにて調べたものです(6/1 現在)。実
際にお泊りの際は、直接ホテルにお問合せの上ご確認ください。

西田哲学会 第６回年次大会 参加予定表
項目別に○で囲み、必要事項をご記入ください。
１日目：7/26（土）

参加

不参加

２日目：7/27（日）

参加

不参加

昼食弁当（7/26 分；千円）

要

不要

昼食弁当（7/27 分；千円）

要

不要

懇親会（7/26 夜；五千円）

参加

不参加

理事会（役員の方のみ）

参加

不参加

ご連絡事項

ご氏名・ご住所 （変更：

有

・

無

〒
TEL

）

〒929-1126
石川県かほく市 内日角井１番地
石川県西田幾多郎記念哲学館内

西田哲学会事務局

行

平成 20 年 6 月 12 日

大会当日の配布資料について

西田哲学会 第６回年次大会
担当者・発表者・報告者・提題者 各位
拝啓
若鮎おどる季節、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配
を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、皆さまにおかれましては、この度の西田哲学会第６回年次大会（7/26,27）にて、ご
発表されることと存じます。そのときの配布資料について、７月２３日（水）までに事務局に資
料原本を送付していただければ、事務局にて資料を印刷させていただきます。
また、印刷は、環境に配慮して基本的に両面印刷となりますが、もし印刷方法や綴じ方に
ご指定がありましたら、指示を同封ください。また、E-mail をご使用の方は、データのまま下
記のアドレスにお送りいただいてもけっこうです。
事務局による資料印刷がご不要の場合につきましても、ご一報いただければ幸いです。
ご自身で印刷される場合は、必要部数（年次大会参加予定者数＋α）を、７月中旬にお伝
えいたします。
なお、当日発表にあたり特に必要な機材（コンピューター・プロジェクター等）がございまし
たら、あらかじめお伝えくだされば幸甚です。
以上、よろしくお願い申し上げます。
敬具
西田哲学会事務局
西田哲学会事務局
（石川県西田幾多郎記念哲学館内）
担当：大熊玄
〒929-1126 石川県かほく市内日角井１
TEL:076(283)6600, FAX:076(283)6320
E-mail: info@nishida-philosophy.org

