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私達の考えでは、現在社会だけではなく昔からの世界社会問題は２つある。ひ
とつはコミュニケーションがたりない事と、もうひとつは絶対的な考えだ。言
いたい事が伝えられない。考えている事、感じている事を相手が当惑しないよ
うに伝えられたら、なんていいんだろう。疑うことを許される。時々、話し/
書き言葉や身体言語ではたりない。時々、記号、判断、意図がだめになる。
私達にとって他人に感じている事を伝えらるのはとても難しい。それで、これ
を訓練するためのアイデアが浮かんだ。たいていコミュニケーションをとる時
は身近な人々からはじめるので、この体験も友人や家族と一緒にした方が良い
と思う（都合の良い適切な人数で）。みんながこのコミュニケーションの訓練
ができるために、まだ知られていない結果を見れるために。
知識講習会で目を開けよう
「知らない、わからない」と言わない人を疑う。
少し確信がない事はコミュニケーションを保障すると私達は確実にそう思う。
白と黒は戦争を引き起こす。灰色は平和。
アイデアを伝えるためには、とても飾られて、長い短文より単純で自然な短文
を１０文使った方が良いと思う。
最初
この手紙を手に持っている事は、このプロジェクトに参加した、参加している
か、知っている人に渡されたか、送ってもらったからだと思う。もし、送って
もらったか渡されただったら、多分その人は、あなたかこのプロジェクトに興
味を持ち、自分で判断し、参加するだろうと思ったのでしょう。おそらく、そ
の人がしたように。
この手紙の受取人は、この講習会を知らない人か知っている人（参加している
人、参加した人）宛てなのは、この書類でアイデアが伝わっていくからだ。
このプロジェクトは、人間環境でするためで、けして統計研究、社会研究、企
業に使う目的で作られているわけではない。経済のためでも、データーべース
を集める（メール列のように）ためでもない。政党の集まりでもない。新しい
宗教、セクト等にも程遠い。これは、動き始めるだけである。人と人のコミュ
ニケーションを再び活発にするためだけである。会話を取り戻すために。頭の
ドレーニングのために。このプロジェクトは隠すためにあるのではなく、その
反対で広まらなければならない。読み続けたら。細かい点がわかるだろう。こ
れは、自治プロジェクトだ。これは、参加したい人は、誰の許可もいらないし、
参加したくなくなったらやめても良い（常に起きないといけない事だ）という
意味だ、友人や家族等の周囲で。ここには、簡単なアドバイスを提案し、色々
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なメールアドレスを紹介する。色々なグループや地方の人々がいつか知り合え
るきっかけになるために。
このプロジェクトはずっと前に始まり、今では知っている限り、ヨーロッパや
南米の方に回っている。この手紙は、日付もないのに（版だけで）どういうふ
うにずっと前がいつなのだかわかるだろうか。このプロジェクトを読み続けた
ら、これはあまり大事なデーターではない事に気づくだろう。大事なのは、現
在の事だ。
このアイデアは知り合いとインフォメーションの交流について考え、生まれた
アイデアだ。このプロジェクトの中では誰も負けない（最悪の場合）。最高の
場合では、色々なテーマを教える人と習う人との人の網が作られる。小さいグ
ループの口論（「根」、いつかそう呼ばれ始めたように）、全部のケースが。

非営利団体として。
人と人のコミュニケーションを再び共用する（「旅行者から旅行者」へ）。時
がたつのがはやすぎ、気にもとめなくなった活動だ。色々な情報に包まれ、こ
の活動をみくびってもいる。コミュニケーションは、色々なインターネットの
情報でカバーされていたり、色々な種類の新聞紙の意見、雑誌、ラジオやテレ
ビ等も存在している。みくびられているのか、自分達をみくびっているのか。
人と人とのコミュニケーションが必要とされていないみたいだ。
多くの人々は、必要でもあるし必要だと知っている。他の人々も少しずつそれ
を感じ始めているけれども、まだ言葉にする事ができていない。再び集まって、
話し合う時がきた。再び口論し、再び考える。
これは、全員の人間に向けられ、どんな年の人にも向けられている。
各グループは自分の必要に合ったこの本文の使い方をするだろう1。

1

この手紙の書き方を見ると、ある人々をこのプレジェクトからはずしている事はわかってい
る。この手紙を受け取る事が不可能な人やこのプロジェクトを実行できない人々。今のところ、
この問題をどう解決できたらいいのかが見つからず、この欠点を受け入れる事にする。けれど
も、これを自覚し、これをどう解決するかを日に日に考え続けよう。
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プロジェクト
目的
快適な環境、偏見なしの環境では、共用するインフォメーションは、日常生活
の中では適用する事が必要ではない。いつも知りたがっている特定のテーマの
事やアクセスできないインフォメーションを届けるために。考えた事もないテ
ーマや興味を持っていた事を知らなかったテーマを届けるために。他人の知識
の中をトリップする。他人が私達の知識の中をトリップするために。
身近な人達の知らなかった面を知る空間を作るために。友人や身内の出会いを
転地するために。私達が慣生でしているもう駄目になっている活動、疲れ果て
た活動、おそらく退屈になった活動、そして、変化のない活動を変えるために。
知る。聞く。話す。教える。習う。動く。立ち向かう（自分を）。つなぐ。変
える。ほどく。しかめる。口論する。討論する。笑う。再び作成する。結論す
る。楽しむ。成長する。休む。
この手紙には色々な助言の要約が見つかるはずだ。これを実現する手助けにな
ればいいと思っている（もし、これを好んでくれたら）。前からこのアイデア
を持っていた人は多い、新しい物ではないけれども、これを実現できる押しが
必要だった。この助言は講習会を見学し、有益な考えでうまくいいって現れた
物だ。各グループは必要な物を持っていて、この手紙はたんなる基準となると
思う。このプロジェクトが柔軟に生まれるように。おそらくこの手紙を読めば
ある助言に強調している事がわかるだろう。「この手紙はたんに助言を伝える
だけで、規則ではない」という事が繰り返されて書かれている。力説する：
「規則ではない。」
大事な事、必要な事を伝えられる事を希望する。これがこのプロジェクトのは
じめだと考えている。
知識講習会の説明
この手紙を受け取ったという事は、この手紙を渡した人はあなたが新しい社交
生活にあけっぴろげな人だと思ったからだ。自分が良く知っているテーマを他
の人に伝え、おそらく新しい「根のクラブ」を作れると思ったからだ。この列
の基準はこの手紙を送られる主要な「菊」だ。けれども、このプロジェクトが
作用するためには全員同じく重要な働きを持っている。今から、このプロジェ
クトの参加者を「旅行者」と名のる。
あなたはこの手紙を受け取ったからといって特別な人ではない。みんなができ
るだけの事をこの知識講習会に補給するからだ。
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このプロジェクトに参加している色々な「根」の様式や習慣が要約し、平均さ
れている（世界中の色々な地方の）。このように、まとめ役の人をあまり疑問
が残らないように2指導しようと試みている。けれども、遠慮なく自由に動ける
ようにとも考えている。
多くのグループ（もしくは「根」）の集会は土曜日か日曜日の午後に行われて
いる事を知っている（週の中で一番のんびりできる時だからだ）。たいていは
２、３週間の間に一回行われている。たいていはそうであるが、平日の日、日
が暮れる時に短時間で集まるグループもいて、良い結果も出たそうだ（ある場
合は、集会を何回も行うケースもよくある）。
「根」は１５人から２０人で構造されている事が多い（人数が多いと参加者の
興味とは反対に気が散り始める事が見られた）。最小限人数はない。ある
「根」は４人の「旅行者」で構造されていて、良い結果が出たという事が知ら
れている。
各知識講習会（今からこの集会をこう名のろう）はたいてい１、２、３回の授
業で構造されている。各授業は違う「旅行者」が授業をしている。普通、各
「根」のグループは知り合いの人々で構造されている（おそらく友人、身内、
仕事の同僚等）。もしくは、知り合いの知り合い等。ある意味ではそれをしよ
うとしている：親しい、快適で、リラックスした、敬意な環境でいられるよう
に。
参加しないでこの手紙を受け取ったら：
普通、受取人の「旅行者」が計画表を作り、各「旅行者」の授業の日付けを計
画する。できるかぎり、各会議に２つか３つ違うテーマの授業にするようにす
る（後述参照をすると、ある「根」がした授業の例が書かれている。それから、
他の「根」を招待するメールの例も書かれている）。講習会が終わるまでの授
業のテーマを計画するのはあまり大事ではない（講習会の終わりが実在するか
はわからないけれども）。けれども、大事なのは各１つか２つの次の会議のテ
ーマを計画する事だ。各会議は色々な興味深いテーマで構造されていないとい
けない。授業をする「旅行者」は教師としての経験がなくても良い。それはあ
まり大事ではない。いつも初めての経験がある。さらに、「旅行者」は教師と
してのイメージを持つのは必要ではない、むしろ「旅行者」として他の「旅行
者」に自分の経験を話すことだ。講習会が続いている間、全員が仲間になるの
だから。各授業は多くて１時間半の期間がふさわしいと思う（その期間を超え
てしまったら、聞き手の気が散り始める事が見られた）。それから、各日の集
会、会議（各会議には、１、２，３回の授業がある）は長引かないように、５
時間を越えないようにしないといけない。講習会はどんなタイプの「旅行者」
かによる：ある「根」は集中講義にし、他の「根」は授業をもっと短く、一般

2

はじめの準備と活動を容易にはじめられるように、あまり疑問が残らないようにと試みてい
る。はっきりしよう：私達は疑問を持つ事は有益な事だと思っている。
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的にする事に決めている。初めの集会が行われていくうちに、これは正規して
いく。
第１篇
以前の「根」の経験から、計画する「旅行者」のための推薦：
１．
この手紙を受け取った人は、新しい「根」のはじめから全部の情
報を中央に集める。
２．
もしこの手紙と一致した場合、この手紙のはじめにあった両方の
メールアドレス3に次の個人情報を送る：





ニックネーム
国
都市
年齢

見てのとおり、個人情報はあまり必要ではない。メールアドレスは、こ
の先国内や国外の他の「根」の出会いのためである。もし個人情報を送
りたくなければ、送らなくても良い。もし情報を持っていても誰もの利
益にならない、ただあなたやあなたのグループがこの先他のグループと
の絆を設立する事が可能になる。
３．
計画する「旅行者」は情報を共用できる「旅行者」を召集し、楽
しい時を過ごす。これは良い友人達の集まりだけではなく、これはこれ
からもずっと続きがないといけないので個人の意見を召集し、こういう
活動を楽しめそうな人に知らせる。計画者は何回もこういう質問を聞く
事がある：「日曜日に授業？何のためになるの？」各計画する「旅行
者」は自分が住んでいる環境に応じて、手紙を書くだろう（この手紙は
招待状として送ってはいけない。どうしてかというと、ここにはあなた
が住んでいる環境にふさわしいアイデアではないからかもしれないから
だ）。
４．
全員の「旅行者」は述べるテーマを各自持っていて、この講習会
には自分の知識を共用する人々だけしか入れない。講習会が公正である
ためには、これは守れていないといけない。これはこのプロジェクトの
少ない１つの支えである。非常に小さい事やあまり興味深くない事に見
えても、誰にでも何か教える事を持っている。たくさんの人々がこの授
業を聞きたいと引きよらせられると思うけれども、これだけでは交流に
ならない。ここには教師として雇われる人はいない。この活動での先生
は私達全員だ。生徒も私達だ。私達がこれをしているからといって、誰
も払ってはくれない。この活動では情報と自分達の経験を交流する事だ
3

いつか公式のホームページが作り終わられるでしょう：www.theknowledgejourney.com。もし
両方のメールアドレスにメールを送ったなら、このホームページや他のテーマについて知らせ
よう。
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と覚えていてほしい。召集された人は、はじめからどのテーマを共用す
るかはわからなくてもよいが、いつかは共用する事を取り決めなくては
いけない。自分にとって非常に小さい事でも誰もが何かを教える事を持
っている。または、共用する物を持っている。自分から見ると自分が知
っている物はあまり複雑な物だと思っていなくても、そのテーマに詳し
くない人にとってはそうではないかもしれない。自分の意見と自分の教
育の見方と結論を含めて、自分が知っている物は色々な出来事や経験が
必要だった。ある国で、健康体系の公共企業体で働いていた一人の女の
人、「旅行者」、が知られている。本当をいうと、その女の人は誰より
もその体系の作動を知っていた。その人は、講習会で共用するテーマを
持っていないと思っていたが、素晴らしい授業をし、聞き手全員が興味
を見せた。
５．
退屈しない講演をするという事は、けして大学教育のような２０
０人のための一流な授業をする事ではない。たんに、友達の中での雑談
だ。ある人にとっては、他の人より授業をするのは難しい（経験がない
か、わりと複雑なテーマを伝えないといけないから）のは本当だ。けれ
ども、楽しそうに授業をしている人は、また聞き手になる事に慣れない
といけない。この活動は思っているよりも難しい。
聞き手と同様説明者も訓練するように求める：
聞き手から：









人生では何んでも知ってはいない事を忘れないようにする。
すべては非生産的な目的はない。
質問をするには適した時と方法がある。
愚かな質問はひとつもない。
いつも色々な情報を伝えてくれる人がいる。それは、自分が無知な
人だという訳ではない。
誰もが何でも知って生まれてくるわけではない。
誰もが色々な情報や自分の知識を伝えられる能力を持って生まれて
くるわけではない。
新しいテーマや初めて出会う人に驚かせてもらう。

説明者から：








人生では何んでも知ってはいない事を忘れないようにする。
すべては非生産的な目的はない。
質問に答えるには適した時と方法がある。
愚かな質問はひとつもない。
いつも誰かに色々な情報を伝える事ができる。それは、自分が物知
りな人だという訳ではない。
誰もが何でも知って生まれてくるわけではない。
誰もが懐疑を持っている事を受け入れて生まれてくるわけではない。
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表明されるテーマは関係なく興味と参加をあおる事を覚える（色々
な教育機関の教師や教授が訓練しなければならない能力だ）。
聞き手（か各聞き手）が必要な説明がわかるように気にとめて、ア
イデアを伝える方法を自覚させる。

６．
召集する人の人数はこの手紙を受け取った人が意識する。例えば、
どんな場所にいるかによる。
７．
こ の手 紙 を 受け 取 った人 が 召集 し た「 旅行 者」 の グル ー プを
「根」と名のろう。
８．
特定のテーマを共用するからではなく、何かをその人と共用でき
る事を考え、その人を召集する。「何かを知ってるから召集するのでは
なく、新しい経 験に好意があって、あけっぴ ろげな人だから召集す
る。」
９．
講習会開始の責任を取る為に、計画する人ははじめの会議のはじ
めの授業をする。はじめの一歩をする。一番難しいのを。知識講習会の
開講をする。もしその日に他の授業があるとすれば、次の「旅行者達」
の授業はまったく違う授業の方が良い。最初の講習会はみんなにとって
重要である。誰もが完璧にこの集会の目的がわかっていない事を忘れて
はいけない。年月がたち、いまだにも目的を「簡単な、自然な１０個の
短文」に要約する事ができないでいる。確かなのは、快適にし続けてい
る事だ。そして、前との違いは今は知らなかった人々と出会い、前から
知っていた人をもっと知り、色々なテーマをもっと知る事だ。
１０．
できる限り、黒板、コンピューター、スライド映写機（借り物
等）があった方が良い。例えば、パワーポイントの発表やビデオや撮影
が見れるために。それから、色々なアイデアや交流がスムーズにいく為
に必要な事等を書ける為に。それに、家庭にあるシステムコンポ（撮影
や音楽等の為に）もあった方が良い。もしできなければ、ある授業はプ
リント（コピー）や借りた視聴覚機を使って解決する。
１１．
会議の間とその前はできるだけ麻薬やアルコール飲料の使用は避
けないといけない。これの使用は「旅行者」の気がはやくちってしまう。
特にこれは、授業を共用している「旅行者」にたいして消極的な態度だ。
どうしてかというと何人かの聞き手の集中力をなくしてしまうからだ。
これは実践で見られた。
１２．
一人の「旅行者」はひとつの「根」にしかいられない（どうして
かというとその人の「根」は、他の知らない「根」と集まり、プロジェ
クトの２段階を続けるからである）。
１３．
各授業は最大限１時間半だ（各講習会がせいぜい４，５時間まで
になるために）。
１４．
講習会の中で、一人の「旅行者」は一つの授業しかできない（一
日の中で、２人か３人違う人がテーマを共用できるように）。もし、一
人の「旅行者」が一つ以上共用するテーマがあれば（おそらくこういう
ケースがあるだろう）、一回目の講習会が終わった後、違う日に授業を
計画する（全員の「旅行者」が自分の授業を終えた後に）。
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１５．
授業は意表をつく授業だ。各講習会のテーマは計画者と授業
をする「旅行者」だけが知らない（同じ日に授業をする「旅行者」達の
中でも共用するテーマを知られてはいけない）授業のテーマを公表され
ない事は、この手紙を受け取った人（計画者）の責任だ。これは講習会
のもう一つの「柱」だ。意表をつく要因だ。おそらく、これは、はじめ
の方では問題であるだろう。そして、計画者はさけられなく、望ましく
ない主役になるであろう。けれども、講習会が始まればこの意表をつく
要因は、議論の余地もない本質になるであろう。これは、 全員の「旅

行者」がどんなテーマがあるかで参加をしなく、多様性のテ
ーマがある事で参加する事 を求めいる。 偏見を持たないで参加
するように。強調する：はじめは抵抗があるかもしれないが、これは
講習会の作動のために基本な事である。このアイデアは興味があって、
役立つか、役立たないテーマを選んで参加する養成教育機関になる事で
はない（何回かどんなテーマかどんな人か知らなく、テーマや人を偏見
する事が多い）。聞く人が得するのだけではなく、授業をする人も聞か
れることを覚える（多くの人が自分のテーマに興味を持っているか持っ
ていないかに構わなく）。覚えておこう：聞き手は私達だ！授業をする
のも私達だ！それから、あまり経験のない説明者ができるだけ興味のあ
る授業ができるために、導いたり、手伝ったりするのは、この手紙を受
け取った人の責任だ（計画者もあまり経験がなくてもだ）。けれども、
提案された授業を検閲する事はできない。これは計画の重大な過ちであ
ろう。これは自由でなくてはならない。
１６．
「旅行者」が集まれる場所を見つける。できるだけ、快適で、知
っている場所を選ぶ。例えば：一人の「旅行者」の家の部分（パティオ、
庭、屋上等）。できなければ、どこかの小さな会場を借りる。費用の事
はこの手紙の後述参照にもっとはっきりと書かれている。場所は講習会
ごとに変えていける（けれども、実践では、一つの場所を決めていれば、
はじめの講習会が終わっていくうちに色々な事をもっと計画しやすくで
きるし、その場所を快適で、知っている場所に変えられる）。
１７．
いったん講習会のグループが決められたら、新しい人が入る事や
他のグループとメンバーをかえるのはプラスではない（集会に欠席者が
いても）。これは計画を混乱しやすいと実践で見られた（どうしてかと
いうと、新しい人が加わったら、２回目の講習会で２回目の授業をした
い人が授業をする事ができなくなるから）。それから、この新しい人は
もう決められているグループに入るのに努力をしないといけない：その
グループの規則を理解しないといけなく、非対称な状況になる。講習会
に加わりたい新しい人々は（最初のグループに加わっている人々）、そ
の人々で新しいグループを作り、後で私達のグループと相互に作用した
方がプラスになる。もうグループが決められ、はじめの集会が終わって
から、このプロジェクトの事を知り、加わりたいという人々が現れるケ
ースがある。加われなかった人々のコミュニケーションを容易にするの
が最善である。お互いに知り合いでなくても（おそらくこういうケース
があるだろう）新しいグループを作れるように。こうすると活動が次か
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ら次へと豊かになる。召集された人々はもちろん新しい人を召集できる。
基本の柱を伝え、計画に手に余えない人数にならないという条件で。
１８．
授業は理論だけではなく、できるだけ実践でもなくてはならない
（例えば、ヨガの授業、演劇、画法、マーシャルアーツ等）。この場合、
見つける場所はこの活動に一致した場所でなくてはならない。同じ日に
理論と実践を組み合わせた授業はもっと楽しめると実践で見られた。
１９．
召集された人々のメールアドレスを集める。各講習会の前日、何
か特別な物を持っていかないといけないかをメールで知らせる（ノート、
鉛筆、音楽、ゆったりした服、等）。
２０．
もし、全員の分の椅子がなければ：各人が床に座るために小さな
マット、枕かクッションを持っていっても良い。
２１．
講習会が行われる時間によって、色々な食べ物や飲み物を用意し
た方が良い。休み時間の間、授業で聞いた事を話したり、何も考えない
でリラックスするために。まさに、休みである。
２２．
費用は参加者全員で分ける。できるだけ、計算は講習会の前にし、
臨時出費があれば前もって知らせる。できるだけ、この活動が経済問題
にならないようにする。お金は当惑の原因になるかもしれないと知って
いる（毎日、私達の社会で見られているが、できるだけ、講習会では以
前の判断を抽象している。けれども、お金は困難の潜在源であり続ける
であろう）集会が終わってから、この問題を解決した方が良い。
２３．
各講習会が終わってから、「旅行者」全員は集会の場所のお片付
けと掃除の手伝いをする。
２４．
もしビデオカメラがあれば、集会を撮り、この先他のグループと
集会でお話しを共用できるであろう。
プロジェクトを推薦する
もし、プロジェクトはじめるとうならば、プロジェクトに賛成している事だ。
ということは、おそらく他の人にもこのプロジェクトを推薦したいであろう。
もし、プラスの結果があれば（あなたの「プラス」の理解力がどうであろう
と）。このためには、できるだけ次の助言を見習うのが大事である：
１．
私達の哲学では、この手紙はインターネットで流通しない事であ
る。せめて、このプロジェクトの第１段階では。アイデアは手から手へ
と渡すか郵便で送ることである。メール列は、大量で、願っている事と
反対の事がおきる：読む前に除去してしまう（中身を偏見して）。こう
いう事がおきないために、昔のシステムを使う：手紙。多くの人にとっ
て、多分、テクノロジーになれていて、手紙を送る（それか、人と会っ
て手紙を直接渡す事）のは面倒な事だと思っているだろう。けれども、
多くの人はこれで手紙を郵便で送る事を覚えるかもしれない。後で、こ
れはそんなに難しい事ではなかった事に気づくだろう。それでは：この
手紙を誰かに知らせたければ、コピーをとって渡す（自分のためにもコ
ピーを残す）。
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２．
コピーは２重表側にし、紙を少なめに使う。こうすると、近い未
来自然環境の手助けをしているだろう。
３．
手紙は必要だと思う数をコピーし、他の人に渡す。
４．
もし、この手紙を他の言語に訳する必要があれば、ここに書かれ
ているメールアドレスにメールを書き、知らせる。少しずつだけれども、
ここに書かれているアイデアを代えないように注意をし、この手紙は重
要な言語に訳し始めている。
５．
授業をした「旅行者」の写真を撮る。記録するために。
６．
この手紙を封筒に入れ、しめてから流通する。これには次の事を
含める：






送り主の名前と受取人の名前。
この手紙のコピー（あなたに届いたのは、あなたのために残して
おく）。
受取人に手書きの手紙を書き、自分もこのプロジェクトに参加し
ている/参加した事を話す（参加者としてでも、企画者として
も）。ここにはきちんと自分は企画者だったか、それとも招待さ
れたかを書く。
授業をした時の自分の写真を入れる（もしよければ、他の講習会
で撮った写真も）。これは、このプロジェクトが実際にできると
いう事を示す。信じるためには見る。色つき、最高の質の写真で
なくても良い。これが実際にできるという事が見られれば良い。
信頼度の関係ではない。自分を信じてくれるためには、友達はあ
なたの写真を見る必要はないけれども、写真を見て「旅行者」が
とても楽しそうに参加しているのを見て、プラスのコメントが届
いたからである。

７．
この「根」に加われなかった人々に（時間がなかったからか、場
所がなかったからか、他の町に住んでいるか、等）、できるだけ、はや
く子の手紙を流通する。いつも、あなたの写真を送る。だから、この手
紙は一回目の授業を終えてから送る事になる（もし、あなたが計画者な
らば、あなたがさいしょの授業をする）。
８．
もし、あなたが新しい「根」の企画者ならば：あなたのグループ
の各「旅行者」が授業をするにつれて、この手紙をその人の写真を一緒
に渡す。自分の「根」の「旅行者」には手書きの手紙を渡す必要はない。
各細部を知っているからだ。このように、もし、あなたのグループの
「旅行者」が有益な経験を持っていれば、親愛な他の人にこのプロジェ
クトを推薦できる。
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第２部
絆をつくりあげる
「根」と「根」
との相互作用は、「根」の全部のテーマが終わってからする（好きなだけの集
会の回数が終わってから）。 降雨集会の２段階に移るのは急がなくても

良い。１段階が終了した事を感じないといけない。そこで全員は、次
の段階へ移る準備ができる：他の「根」と交わって、新しいテーマを共用する
（「木」を作り）。この講習会の上級の段階に移るには、他の「根」とこの手
紙に書かれているメールアドレスで接触する（ホームページが作り終えたら、
これをする必要はなくなる。直接できる事になっているからである）。「根」
と「根」との集会はとても興味深いものだ。色々な違う分野の人々で合致され
ているからだ。けれども、重大な共通な特性も持っている。想像できる事より
も多く。もしかすると全部の「根」を結びつけ、私達はもっと大きな物を練ら
れる力を発揮できる？

自分のデータを送ったら何のためになる？
前に書かれたとおり、あなたのグループが富み、あなたがそう信じていればで
きる事だ。他の「根」と接触でき、メールで色々な疑問点も聞ける事ができる
（このプロジェクトを作った人々は全部の疑問点をあなたがすきなように答え
てくれるという事は限らない事を覚えておこう。この活動は「旅行者」の基準
次第だ）。けれども、強調する事は：もし、登録すれば、このプロジェクトの
色々なニュース、推薦やあなたのグループでできる新しい活動を受け取る事が
できる（いつもの授業の他に）。その上、「旅行者」は他の活動、見学した事
等の推薦をする事ができる。
一つの「根」の授業されたテーマ（実際の）の例
（パブロ、協力ありがとう）

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１

「旅行者」
パブロ１
ハビエル
ルイス
アリエル
ガブリエラ
フェデリコ
ダミアン
アレハンドロ
マリア
パブロ２
セバスティアン

テーマ
フランコ
健康体系組織
言語：日本語
短編映画の映写
毎日のための算数
「幸せな世界」、アルドス ウクスレイ
地球の温暖化、気候変動
シャーマニズム宗教
ピアノ、音楽の歴史、聴力の練習
心理学：フロイトの手短な導入
アフリカの困難
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１２
１３
１４

マガリ
アナ
マルティナ

現代舞踊（歴史/実践）
自然環境の応用科学技術（理論/小さな努力の極致）
文学：ヘルマン ヘッセ―

手紙を受け取った人の周囲の人への招待状：
（ダリオ、協力ありがとう）

友達（パブロ、「旅行」の人）が珍しいアイデアだけれどもとても楽しそうな
事をしている事を手紙に書き、家に送ってもらった（その人にも友達からこの
手紙を送ってもらったらしい）。俺は気に入ったので、君達にも提案する。こ
の企画に加わる事のできる友達を招待しないといけない。だから、君達に送る。
手伝ってくれればこの企画を実行しよう。このプロジェクトの名前は「知識講
習会」だ。
土曜日か日曜日に、俺の親の家のパティオで集まる事ができる。アイデアは全
員が何かの授業をする事だ。そして、俺達自身が生徒になる事だ。この手紙に
よれば、各集会では授業は１つから３つの授業をする事だ。集会が短くも長く
もならないように。はじめの方は、２つの授業をしてはどうかと考えている。
費用を分け、１回目の集会はアサド（アルゼンチンの焼肉、バーベキューと似
ている）をしてはどうかと考えている。それか、午後の方だったらマテ茶をの
みながらでも。珍しい事だとは分かっているけれども、けっこういいアイデア
だと思う。授業のテーマは何でもいい。目的は各人が自分の知識を他の人に共
用し、楽しい時間を過ごす事だ。計画しやすいように色々な助言もある。あま
り納得しない事もあるけれども、俺達の好みに合わせられる。ディエゴは自分
の黒板を持っていけるし、マリアナは映写機（もし、このアイデアに納得する
ならば・・・）。
この手紙は色々な国を回っているそうだ。そして、これに参加した人の網を作
っているらしい。例えば、スペインではある青年達は（パブロのグループ）は
「フランコ」の授業をしたそうだ。それから、日本語、音楽や色々な興味ある
テーマの授業もしたらしい。君達の事を考え、君達も全員色々と話す事がある
事に気づいた。もし何も浮かばなかったら、すぐに何か浮かぶだろう。
すごく楽しそうで、けっこういいアイデアだと思う。それに、最近はいつも同
じバルで会うし、いつも同じ事をしている。最近それはつまらなくなってきた
と思っていたところだ。一回みんなには言ったと思う。
この企画に納得する人が多いと思い、もう企画し始めた。テーマを色々と言っ
てくれ。授業の日まで、各人がする授業のテーマは内緒だ（この手紙が気に入
った一つの理由はソワソワする気持ちが高まるからだ）。さらに、アイデアは
誰もがどの授業に参加するか、しないかを選ばない事だ。もしかしたら、授業
をする人で生徒が全然いないケースもあり、気の毒だからだ（けれども、面白
い点もあるが）。それから、一番大事な事は、 この企画に加わればいつか

は誰もが授業をしないといけない事だ。そうしないと全員が聞き手にな
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り、授業をする人がいなくなるからだ。俺はみんながどんなテーマを共用でき
るかと想像し、リストを作った。アイデアを投げるために。後で、もっとアイ
デアをメールで送る。
選んだ道
前にも書かれた通り、このプロジェクトは非営利だ。これを商売にかえるのは
簡単だけれども、このプロジェクトの本質をダメにさせてしまう。このアイデ
アで誰もが金もうけに使わない事を願う（私達は講習会で金もうけをした事は
一度もない）。
他の見通しは企画の方だ：「根」がもう作られてから、どうしてもっと人が加
われなく、グループを拡大する事ができないか？説明は簡単だ：もっと年功と
経験のある会員（講習会に応用する）に中央軸を保ち、現代環境で自然に見ら
れるのは拡大だ（同心団体）。ある計画者や「根」の成功を明らかにするには、
グループを拡大するのに心を惑わされる（どんな経営者でもが自分の企業です
る事だ）。講習会は企業ではない。その反対だ。新しい会員が好意を持ってい
ても、もう作られている「根」の他の会員と同じレベルにいるには不可能な事
だ。
世の中は私達が好きなようには作用しない事は知っている。これは、この世の
中で一番自然な行動をどうとるかを考えさせられるけれども、私達はその反対
な事をしてしまう（反逆のためではなく、望のためである）。
講習会をこのように計画しないために、小さな自治「根」を結びつける網のト
ポロジーを提案した。マイクロ社会だ。ここでは各「根」の計画者はどんな主
役も集めなく（いつも新しい決断を相談し、２０人より多くない人数を編成す
るだけだ）、各新しい「根」は新しい生活の仕方だ。これは、後で色々な違う
可能な方向に交流をする事ができる。けれども、いつも同じレベルで。不均整
なしで。主役なしで。同心の場合、中央と一番新しい階層の間に、いつも不均
整な関係がある。
同心：

私達の現代の社会で、一番自然的に現れる組織だ。あんまりに多くの結果がで
ない事はみんなが知っている（中央と外側の階層との間に不均整の増大を引き
起こされる）。もう作られているグループのまわりに新しい会員が加わってい
く間、規則はいつも中心に集められる。これは、ある実践のある観察では反対
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だ：グループの関係が深まっていくうち、信頼度も高まり、新しい義務付けら
れた活動を探査する事ができる。もしグループがしょっちゅうかわっていった
らこれは不可能な事になる。「自分の深い恐怖や疑問を全然知らない人と討論
しようとする？」
網で

中心の主役（わずかな仕事を持っている各「根」の計画者だけ）が存在しない
講習会が推薦する網の組織だ。新しい会員は新しい「根」を合致し、他の
「根」と同じレベルで交流する。これは講習会の精神をしょっちゅう更新し、
新しい会員がもうはじまっているプロジェクトの本質をわかるように努力しな
くても良い事になる。新しいアイデアや経験と一緒にいつもゼロから始まる。
講習会のホームページが作用するまで、網は第１面のメールアドレスに受け取
ったインフォーメーションから作られる。その後からは、自津的に作用する。
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知識講習会
（旅行しよう）
これは想像しているよりも絡まり終わるだろう。

info@theknowledgejourney.com
www.theknowledgejourney.com

この資料は登録されている。悪意のある人々が変更する事をさけるためであっ
て、著作権を行使するためではない。
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