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＞＞おことわり＜＜ 
＊記事の文末、氏名の後の（ ）には、ファシリテーター取得年、主な活動地域、呼ばれたい名前を記載しています。 
 交流のきっかけになりますように☆ 
＊限られた紙面、ヴァーチューズ･プロジェクトVP、ファシリテーター FT、マスターファシリテーターMF、ワークショップWS、 
 ホームページHP、メールマガジンMM、トレーニングTRと略して表記し、改行を ▶ 記号で表す場合があります。 

1. コラム 理事長より 
2. 第２回TVPJスキルアップ＆メンタリング報告 ／ 参加者の声 
3. FT養成WS中止のお知らせ ／  オンラインリモートワーク開催について 
4. VP体験会報告  ／ 参加者の声 
5. 会員+αのひろば 「贈り物を胸に」／ 「自分のスピリットを信じて」 
6. 美徳のシェアリレー ／ 事務連絡 ／ R３年度総会の予定 

TVPJ 理事長 市川美紀子 
 

2021年を迎えました。 
いろいろなご事情を抱えて新年を迎えられた方
が大勢いらっしゃいます。 
『頑張りましたね！』『頑張っていますね！』
『ありがとうございます！』と、皆で声を届けま
しょう。 
『この世の中には、私たちがコントロールでき
ない事があるということを知っている人がいる』 
そういう人を賢者と言うのだそうです。高学歴
の人を指しているのではないのですね。この事は
鏡リュウジさん（占星術研究家・翻訳家）のお話
で聞いたのですが、ヴァ－チューズ・プロジェク
トの教材である『ヴァーチューズ内省カード』
（100 枚）の１枚『平静』のカード裏面にも書
かれています。ラインホルド・ニーバーの言葉で
す。 
『変えることができないことを受けいれる平静
な心を、変えることができることを変える勇気を
与えてください。さらに、これらを識別する叡智
を与えてください。』この言葉には、叡智をもっ
て自分に挑戦することの示唆があります。 

北海道の貧しい家に残る母から渡された風呂敷
包みを開けてみると、一番上に３枚の雑巾と正露
丸、そして、１通の手紙が入っていました。『体
には十分気をつけて。雑巾の１枚は職員室で使い
なさい。１枚は下宿の廊下を拭きなさい。もう１
枚は自分の部屋の掃除に使いなさい。』とありま
した。青年は零れ落ちる涙を止められなかったと
言います。 
この母と青年は、この世の中にコントロールで
きないことがあることを十分に理解しながらも、
チャンスを決して見過ごさなかった、と私は思い
ます。できることに最善を尽くす姿が想像できま
す。それが母が息子に持たせることができた『３
枚の雑巾と正露丸』であり、教育者として謙虚で
誠実に教育に尽くした青年の生き方でした。後
に、ある市の教育長となり、私は 15 年程前にそ
のことを知ることとなりました。 
  

The world is your Oyster.  
 

50年以上も前の事。 
一人の青年が夜汽車に揺られな
がら東京を目指します。 
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（表紙のつづき） 

右上につづく↗ 

 

（巻頭文 以上） 

 

声 

２０２０ TVPJ 

スキルアップ＆メンタリングより  今回参加したのは、ファシリテーターとして
学び続け、自分自身を停滞させたくないとい
うのが正直な気持ちでした。 
午前と午後にまたがるセッションは丁寧に気
づきを促すもので、参加して本当に良かっ
た！ 
日々の生活の中で、いろいろとあるわけです
が、つい、スルーしたりしてその結果、体調
に響いたりもする。テーマが『境界線』をベ
ースにしたもので、学びが日常と繋がった！
という感触がすごかったです。 
受講者同士の意見交換も良かったです。 

スキルアップ＆メンタリングより 
シェークスピアならではの表現ですね。 
私たちは意識の力、意志の力を知っています。
時に希望を失い、打ちひしがれることもあるけれ
ど、ピンチこそがチャンスかもしれない、進化と
成長の時ですね。 
どうぞ、お大事にお過ごしください。祈りと喜
びと感謝とともに・・・。 

松尾 末由美 （2015 神奈川 まゆみ） 

今年度から始まった『スキルアップ＆メンタリ
ング』が無事終了しました。 
スピリットに焦点を合わせることにより、『ファ
シリテーターとしての自分づくり』をその基礎と
なる『境界線』を中心に行いました。 
自分の内面と向き合い、気づきを勇気をもって
受け入れ、癒しと統合を経てより寛容で寛大な資
質を育むと同時に、自身をコントロールする力を
高めることに、参加されたファシリテーターのど
なたもがチャレンジしました。 
本質的なスキルアップを目指した結果かと思い
ます。 
ファシリテーターの重要な資質として、全体を
俯瞰する目を持ったなら、どういう言動が他者に
どう影響を与えうるのかを推測することができま
す。それは、愛に基づいてバランスのいい言葉を
選択するよう心掛けることがいかに大切かという
ことに繋がります。 
今回のトレーニングは、午前２時間、午後２時
間 30 分の日程で行いましたが、少人数での討議
は充実の時でした。ファシリテーターにとって自
己を開示することは必要不可欠です。トレーニン
グを重ねることにより、何のてらいもなく真実を
語ることができるようになります。他者が語る言
葉や内容に共感したり勇気をもらったり、その逆
もあったでしょう。もしかしたら、ちょっとした
葛藤を体験したかもしれません。そのどれもが、
『貴重な瞬間』であったと感じています。 
ＶＰファシリテーターとして、これからも共に
学び続けてまいりましょう。 

１０月参加者の声 

 

風瀬 由季 （2011 東京都 ゆきちゃん） 

私は、中立な立場で安全で円滑な場を作る”
ファシリテーター”に興味を持った 2011 年の
夏、V P と出合いました。 
メンタリングはマスターから大切なエッセン
スを直接受け取ることができ、各地の F T の
体験やシェアも伺える貴重な機会。2012 年御
殿場、2018 年下田に続き３度目ですが、リモ
ートかつ「スキルアップ＆メンタリング」と
しての開催は新鮮でした。 
宿題によって心が整理整頓でき、テーマの
「境界線」を今一度多角的に捉えることで、
愛と喜びを大切に「良質なものを届ける」意
図と意志を強化できたと感じています。 
９年前の初心を思い出しつつ理解を深めら
れ、自分を信頼して歩む勇気をいただきまし
た。ありがとうございました。 
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マスターファシリテーター 

タイトルの“The world is your Oyster.” は、英
語を母語としない私たちには奇妙に感じるかもし
れません。Oyster は真珠貝（Pearl Oyster）の
事のようです。『あなたの手の平にのっかってい
る真珠貝を開ければ、簡単に真珠を取り出すこと
ができますよ。』つまり、『あなたの可能性は無限
大』という励ましの意味を持つようです。 
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今までの当たり前がなくなり、人との距離や
制限が生じてしまった 2020 年でした。そんな
中でも気転と創造性を輝かせ、新しいワークや
集いを続けているファシリテーターも多いこと
でしょう。そんな工夫の一部を希望とともにご
紹介します。動き始めるヒントやきっかけにな
れば幸いです。 
＜自宅やサロン開催の場合＞  
・マスク着用・換気・距離を置いて座る 
・飲み物は各自持参で・少人数 など   
＜リモートで開催の例＞ 
＊初めてV P に触れる方もお気軽に♪ 
・ヴァーチューズ･プロジェクト体験会  
（TVPJ 主催で年３回実施） 

＊美徳の理解を深めたい方＊ 
・気づきとやすらぎ＋ファミリーヴァーチューズ 
・ヴァーチューズ･カードと仲良くなるWS   
＊内なる美徳を呼び起こすWS修了者向け＊ 
・美徳教育プログラム ベーシック全６回 
・第５戦略実践＆おさらいお茶会   
＊ファシリテーター仲間同士で＊ 
・定例勉強会  
・定例シェア会  

R２年度ファシリテーター養成 

ワークショップ中止のお知らせ 

前号で２月に延期をお知らせした本件です
が、新型コロナ収束の見通しが立っていない現
状を鑑み、今年度開催は中止いたします。ご参
加をご検討いただいていたみなさまにはご迷惑
をおかけすることとなりますが、何とぞご理解
のほどよろしくお願い申し上げます。 

ワーク開催について 

新しい生活様式での 

ミニ WS 開催方法など 
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すでに会員メルマガでお伝えしましたよう
に、TVPJ では標記につきまして以下のガイド
ラインを設けます。会員F Tのみなさま、次回
計画の前に今一度ご確認ください。 

＊ 目 的 ＊ 
通常、一堂に会しての参加型体験学習（Ｗ
Ｓ）を開催の形態としていますが、新型コロナ
の感染拡大による健康上の被害を避けるため
に、オンラインリモートで開催することを可能
とします。 

＜オンラインリモートで扱ってもよい内容＞ 
〇イントロダクション  〇第１戦略 
〇第２戦略  〇第３戦略  〇第４戦略 
＜オンラインリモートで扱わない内容＞ 

〇第５戦略  〇スキット 

会場の条件と時期、参加人数等を考慮したう
えで、通常のＷＳで行ってください。その際、
異なるオンラインリモートＷＳの参加者をまと
めて、開催することが可能です。 

＊ その他 ＊ 
『まとめと振り返り』は、内容的にオンライ
ンリモートでも扱えますが、ＷＳの流れでは最
後に行っていますので、第５戦略、スキットに
続けて行う形が自然かもしれません。 
時間等の都合で同日に組み入れることが難し
い場合には、改めてオンラインリモートで『ま
とめと振り返り』を行うことも可能です。 
（会員ファシリテーターによる）オンライン
リモート開催についてのご相談には、マスター
ファシリテーターが担当します。ＨＰからお申
し込みください。その後、ご要望に応じて電話
またはメールでの対応をさせていただきます。                          

以上 

オンラインリモートによる  

『内なる美徳を呼び起こすＷＳ』 

の開催について 

※掲載した内容は、TVPJ 所属ファシリテータ
ーの活動のごく一部です。 
リモートに馴染みが薄い方は、友人と複数で、
または、お近くのファシリテーターと一緒にご
参加いただける場合もあります。 
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＜参加したファシリテーターの声＞ 
・あっという間の 2 時間半。グループに分かれ
たり、また全体でみなさんとお顔を合わせた
りしながらお話しできて、みなさんとのつな
がりと同時に、テーマに対する真摯さ、そし
て、穏やかさも感じました。この安らぎを感
じる時間により、私も癒されました。 
・みなさんの、日々真摯に過ごされている様
子、また、今できることにフォーカスしなが
ら、自信をもって進まれている様子に元気を
いただきました。オンライン開催によって全
国から参加いただいた方々と、こういう心の
お話ができることをありがたく感じます。 
・自分一人で自分を見ていると、つい自分自身
をダメ出ししてしまうんですけれども、人と
こうして語ることにより、自分のすてきなと
ころを再発見して元気を取り戻す、そしてま
た元気になると人のことも気にかけて 
いけるっていうふうな、すてきな
連鎖を感じられました。みなさん
とのご縁が続いてくださることを
希望しています。 

TVPJ公式 

３つ折リーフレ

ット鋭意製作中

❣ 

お楽しみに♪ 

VP 体験会より 
VP 体験会「チャンスを見る、チャンスを生かす」 

 

 

TVPJ 理事会 

VP 体験会の第 2 回目、北は北海道、南は九州
から 11 人が参加して Zoom で行われました。
今回のテーマは「チャンスを見る、チャンスを生
かす」。 
体験会のスタイルも、VP や その 5 つの戦略に
ついての説明をする代わりに、新型コロナウイル
スの感染拡大に直面する自分の正直な気持ちを語
れるように、安心・安全な輪の中での対話の時間
を体験できる形に工夫しました。 
市川美紀子さんのお話をもとにみんなで過ごす 
2 時間 30 分は、あっという間。参加されたみな
さんのお声を紹介いたします。 
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＜参加されたみなさんのお声＞ 
・みなさんとお話ししたテーマは、決して明
るいテーマではないんですが、一緒にお話し 
し、シェアを聞く中で、私もとても明るい気
持ちになりました。よし、私もだいじょう 
ぶ！頑張ろう。この体験会に参加して本当に
よかったなと思っています。 
・グループでの時間で自分の話をしたら、承
認をしてもらい、そういう考え方ができるの 
だなとわかり、同時にすごくうれしい気持ち
になれました。より一層、言葉の意味だと 
か、そういうのを学んでいけるといいなと思
いました。 
・最初、緊張で、手に汗を握りながら、参加
していました。たくさん美徳を承認していた 
だいて、本当に元気が湧いてきて、勇気の美
徳を発揮して参加できてよかったです。 
・母の介護をしながらの参加は難しいかなと
思っていましたが、参加できてよかった。母 
も一緒に話を聞いていました。ありがとうご
ざいます。みなさんに感謝です。 
・これからのことを美徳に置き換えて考えて
みると、緊張ばかりの日々を過ごしていたの 
ですけれども、そうじゃなくて、もっと前向
きに考えていくことができました。 
・いろいろなお話が心に沁み、同時に私自身
も癒されました。これをきっかけに、周りが 
回復の方向に進めるよう、家族で努力と思い
やりをもって頑張っていきたいと思います。 
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ヴァーチューズ・カード 〜52 の美徳のエッセンス〜 （太陽出版） 

 

 

TVPJ公式 

３つ折リーフレ

ット鋭意製作中

❣ 

お楽しみに♪ 

当ページは、会員同士がつながり、協力や発信の手助けになることを目指し、豊かな活動の実践を中心にご紹介しています。

今回は、ファシリテーターと WS 参加者からのシェアをご紹介します♪ 素敵なご寄稿ありがとうございます❣ 

 

私はほんの数年前には、今の自分の姿を想像し
ていませんでした。 
今から３年前にTVPJ理事長の美紀子さんと出
会い、VP を知りました。そして子育ても一段
落してきた私は、これからは子育て支援に携わ
りたいと決意をし、子育てサロンのボランティ
アをしながら、50歳で臨床心理カウンセラーの
勉強を始め、資格を取りました。 
しかし、ボランティア団体の中で自分がやりた
いことができず、今後自分はどうしたいのか、
どうしたらいいのか自分らしさを模索していま
した。 
そんな中で発達障害についての講座を受けた時
に、自分の中の情熱が湧き出てくるのを感じま
した。子供達との関わり方が、子供の成長の上
でどれだけ重要かということを学び、すぐに市
役所に問い合わせ、現在私は、地元の小学校で
スクールサポートの仕事をしています。 
何も考えずに問い合わせをしたのですが、たま
たまコロナ禍で臨時募集をしたところだったと
のことで、まさに導かれたようでした。 
私が行っている小学校では、対応が難しい子も
います。子供達と関わる中で改めて VP の必要
性を痛感し、一から学びたいと思っています。 
VP に出合えた私にはきっと子供達に伝える事
が沢山ある。そして VP に出合ったのはこの為
だったんだと強く感じ、今後の子育て支援に繋
げていきたいと思っています。 

贈り物を胸に 
 

自分のスピリットを信じて 

和知こず江 （神奈川 こずえさん） 

会員+αのひろば 

      田中 幸子 （2009  福岡 さっちゃん） 

 

はじめまして、田中幸子と申します。今から 
10 年ほど前、健康に関することやカウンセリン
グを仕事としていた私は、言葉の大切さを強く
感じていました。人との関わりの中で使うよい
言葉のボキャブラリーを増やしたい。そんな
時、数あるワークショップの中で VP と出合
い、学ぶことを決めました。 
今回の寄稿にあたり、福岡での FT トレーニン
グで感動し大泣きしたことなどが、懐かしく思
い出されました。  
VP の学びと実践、それはささやかなものかも
しれませんが、おかげさまで、美徳の言葉は人
との関わり（行動）を明確にしてくれ、境界線
が自分も相手も大切にすることを体験できまし
た。その結果、人間関係が良くなったことも実
感しています。 
同時に、自分が発する言葉は、良くも悪くも自
分自身に一番影響を及ぼすのだということも。
言葉どおりのことがもたらされるのだと感じま
す。課題を抱えたときには、こうしていこう！
という解決能力も発揮できるようになりまし
た。  
現在、健康管理士の資格取得に向けて勉強中で
す。自分の名前が「幸子」ということもあり、
子どもの頃からずっと「人が幸せになるために
はどうしたらいいか」を考えて生きてきまし
た。言葉によって人生は変わるのだということ
を伝えたい。VPは、そんな私に、自分に起きる
ことはすべてギフトであると教えてくれます。  
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鍛治裕之 （2018 北海道 ムック）  

 

 

 

 

【TVPJ WebSite】the-virtues-project-japan.org /【代表 Mail】virtues.japan@gmail.com 

＊当紙はHPで一般公開し、会員には郵送と［会員
ページ］にバックナンバーも掲載しています。 
＊本NPOの活動にご賛同いただける方のご入会歓
迎です。HP表紙のボタンからご連絡ください。 
＊会員のみなさま、会費納入ありがとうございま
す。お振込み時には当年度会費納入（１年分）以
外は内容について事務局までお知らせください。 

＊*＊みずほ銀行 厚木支店＊*＊ 
普通預金  １６７２４８３ 

ﾄｸﾋ）ヴァーチューズ･プロジェクト･ジャパン 
 ※会費の領収については、ご自身の振込記録を
以って、それに代えさせていただきます。 

＊新年度会費のお知らせは、総会後に郵送します。 

＊当紙へのご連絡は、HP 問合せフォームまたは、
本ページ右下にある【連絡先 E-mail】宛、件名
に「美徳新聞」とご明記の上、送信ください。 

発行: 特定非営利活動法人 ヴァーチューズ･プロジェクト･ジャパン事務局 美徳新聞編集部 発行人: 市川美紀子  

会員専用メールマガジン 

  おかげさまで２年目に突入❣TVPJ 会員限定の情
報共有や連絡は、主に月初配信の会員専用メルマガ
（MM）でお知らせしています。アドレス変更等、
件名に「メルマガ担当」と明記の上、代表 E-mail
宛に随時ご一報ください。   （担当：田口） 
 

          

 

事 務 連 絡 
 

 私がピックした美徳は『責任』 
 私は小学校の教員です。教員の仕事には、子どもと関わる中で、話すこと、聞
くこと、導くことに「責任」が伴います。やると言ったことは確かにやり、そし
て最善を尽くさなければなりません。教師の姿は、子どもにとってとても大きな
影響力があると感じています。 
 最近の子どもを見ていると、「自分にはできない」「向いてない」と自分で自
分の限界を決めてしまうことが多いように感じます。指示を受けないと行動でき
なかったり、自分の感情をコントロールできなかったり。私は、そんな子どもの
もっている力を引き出したり、伸ばしたりしたいと思っています。そのため、毎
朝、子どもたちとカードピックを行い、美徳の言葉を紹介しています。一年間続
けていくと、子どもたちは美徳の言葉を考え、行動するようになっていきます。 
「責任」のカードから、私自身の役割に心の焦点を絞り、間違いを犯したら、そ
れを良い方向へと変えることに情熱を注ぎたいと思いました。 

    ＊寄稿募集＊ 
地域での美徳の実践、日常でみつけた素敵な 
出来事、美徳の仲間と作りたい企画などなど。 
[タイトル] [お名前] [内容 500字程度]を右の 
QRコードより受付フォーム（またはHPの 
会員ページ）からご寄稿お待ちしています♪ 

このコーナーは、日常で発見した美徳の気づきをリレー形式でシェアいただきます。 

今回は、北海道のムックによる児童の表情が思い浮かぶような教育現場での気づきです♪ 

社sんもお願いします☆( ´ ▽ ` )ﾉ  

バトンは次回関東へ

戻り、神奈川県の前迫

修さんへ☆彡 

おさむちゃん、日ごろ

のカード・ピックによる

気づき、感じたことなど

ご寄稿よろしくお願い

します♪（400字以内） 

 ○日時： 2021年 5 月 1 日（土）  
   ＊10:00~12:30  
○会場： Zoomにてあなたの好きな場所 
昨年度に続きZoomによりリモート参加いた
だけるオンライン総会です。  
午前の総会と午後の交流会、一緒に楽しい時
間を過ごしましょう。 詳細が決まり次第、会
員メルマガで詳細ご連絡します。どうぞ日程
ご予定ください❣ 

R３年度TVPJ 総会のご案内 
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