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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・プロジェクトを VP、ファシリテーター FA、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、メーリングリスト ML、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. 年頭にあたり 理事長より 

2. ファシリテーター養成ワークショップ特集 参加 FT より１ 

3. （特集続き） 参加 FT より ２ ／ 新ファシリテーターご紹介 

4. （特集続き） マスターFT より  ／  第２回メンタリングのご案内 

5. 会員の広場 「刑務所にヴァーチューズ計画！」 ／ 「美徳かるた」 

6. 新企画＊美徳のシェアリレー ／ H３１年度総会のお知らせ ほか 

 

TVPJ 理事長 市川美紀子 
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 ２０１９年の幕開けです。 

 皆さま、お健やかに改暦されましたこと、心よりお

喜び申し上げます。皆さまとご家族さまにとって、佳

い１年でありますようお祈り申し上げます。 

 ３０有余億年もの生命の進化を遂げ、私たちの直

接の祖先とされるホモ・サピエンスが誕生してから 

２０万年という時が流れました。サピエンスは『賢い

人』と訳されることが常ですが、『味わう』という意味

も含まれています。 

 思えば、美食に限らず、季節や風情を味わう、詩を

味わう、味わいのある人生等々、いくつもの言葉が

浮かんできます。 

 そうなのです。味わうことが可能なのはサピエンス

ならではのものと言われており、神の為せる業『芸

術』をも生み出しました。それは、自分が見たものの

姿や、感じたもののイメージを誰かに伝える能力を

手にしていたからです。 

 つまり、サピエンスが絶滅せずにここまで続いてい

る裏には、『言葉』を自在に使いこなす力が備わって

いたからに他なりません。その能力を駆使して様々

な変化を起こしてきた中で、より詳細に明確に伝え

たり記録したりする必要性があり、やがては文明も

形作られてきました。 
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 文明は物質、文化は精神です。 

 ヴァーチューズ・プロジェクトでも、その精神の中

枢を為す『言葉』を重視しています。己の発する言

葉が人を勇気づけるものなのか、若しくは勇気をく

じくものなのかを認識することは、人間として育つ初

期の段階で習得する必要があります。 

 なぜなら、『愛』と『尊敬』こそがコミュニケーション

の土台にあるものだからです。批判や不平・不満

は、『承認』『共感』『理解』とは別次元のものです。 

 各人が有する美徳との出会い（気づき）は柔軟性

を以てしなやかに、そして、骨太でたくましい精神や

心を涵養していきます。涵養とは、無理をしないで

ゆっくりと養い育てることです。何かをしたからとい

って一気に形に現れるものではありません。ゆっく

りと浸透して確かなものに、骨太でたくましくなって

いくのです。 

 そのことは、やがて、個々の潜在的な可能性を見

出していく助けにもなり、生命の起源に学ぶ多様性

を尊ぶことに繋がっていくことでしょう。 

              祈りと喜びと感謝とともに 
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 編集部まとめ（Ryu）  

 歳と共に行動範囲が小さくなりましたが、美徳の

学びをお伝えする責任の行動目標として 「実践と

研修」を意識しています。4回目の今回は、スキル

アップや情報収集・自身のチューニングと繋がりの

機会ととらえ参加しました。 

 札幌では毎月数回のミニワークを５年前から開催

していますが、ファシリテーター取得を希望される

方がいらっしゃった時に参加を心掛けています。   

 今回は参加者が少なかったものの、昨年開催が

見送られ待っていた方、長くヴァーチューズを学び

実践されてこられた方、臨床現場で活躍されてい

る方、教育や保育の現場で情熱的に活用されてい

る方々との学びは意義深く濃厚な時間だったと感

じます。  

 また、講座の進め方をお２人のマスターが吟味さ

れ「１度で２度おいしく味わえる」ものとなり、ファシ

リテーターの皆さんも美徳の活用や活動実践例を

惜しみなく提供してくださり、運営にもさり気ないサ

ポートを阿吽で補うといった様々な要素が織り込ま

れてのことだったと感じています。 

 参加で得た宝石は、「やすらぎ」。ファシリテータ

ーとして求められた役割を自然体で果たせたかな

と思え、自分自身へ承認したい美徳が届けられま

した。皆様、札幌へお越しの際は是非お立ち寄りく

ださい。 
 住谷 康子 （2011  北海道 やすこ）  

ファシリテーター養成 WS特集 

 今年久しぶりの開催となった、ファシリテーター養

成ワークショップ。今回の参加者は、初めての方４

人に、ファシリテーターが５人、それに、マスターの

美紀子さんとるみ子さんを加えて 11 人でした。 

 ワークショップでは、初めてVPと出合う一般の

人々に、VPのプログラムを伝える という前提で、導

入から第五戦略までを、それぞれのポイントを確認

しつつワークとして形作っていきます。 

 ワークを組み立てて披露するのは初参加の方た

ちだけで行い、ファシリテーターは、新しい方たちが

自力でワークの形をまとめていけるように、いろい

ろな形でサポートします。質問をする人、自身の体

験を語る人、笑顔で同伴する人など、各ファシリテ

ーターが、それぞれの「らしさ:美徳」を発揮していた

と思います。 

 ワークは快い緊張を感じながら進んでいきました

が、こうした場を準備してくださったマスターのお二

人のご準備とご配慮には感謝しかありません。初

めての方たちも、それらに応えるように、楽しみなが

ら、本当に一生懸命に参加されていました。特に、

ワークを作り上げる際の対話と集中には、真摯と優

秀を感じました。 

 今回の会場は、川崎生涯研修センター。食事もお

いしく、施設には温泉もついていたので、みなさん、

夜は十分に心身を休めてワークに参加できたので

はと思います。 
 
 続いて、参加ファシリテーターの声と新メンバーを

紙面のゆるす限り、写真とともにご紹介します！ 

参加ファシリテーターの声 
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 編集部まとめ 

 

新ファシリテーター紹介

はるちゃん 東京都 愛

【愛・感謝】魂に触れる学びが出来、先輩方に「大

切に育んで頂いた」という感覚が大きい WS でした。 

【コミットメント・喜び】世界の共通言語“美徳”を伝え

ていくことが“平和”への一歩。種まきから始めます* 

ムック 北海道 自信  

 美徳を通して、スピリットを共有できた三日間、い

までも思い出すと胸がいっぱいになり、ぽっと温かい

気持ちになります。出会えた奇跡に感謝していま

す。美徳についてこれからもたくさん学びたいです。

さや可 埼玉県 愛 
あたたかで豊かな時間の中、美徳と価値観の違

い、承認と褒めることの違いなどが明確になり、大き

な気づきを得られました。 仕事と自分自身が日々の

生活の中で実践していきたいと、思いを新たにしまし

た。 

じゅんちゃん 東京都 

やすらぎ ヴァーチューズを知り、すべてのタイ

ミングが合い、研修に参加させていただけたことほ

んとうに感謝の気持ちでいっぱいです。ファシリテー

ターの方たちもとても素敵で、私も沢山の人にこの

素晴らしさを伝えたいと思いました。ありがとうござい

ました。 

 

FA養成 WS 参加者の声 

 前迫 修 （2014 春  神奈川 おさむちゃん）  

内田千鶴 （2011  埼玉 ちづる）  

 2014 年に生まれて初めて内なる美徳を呼び起こ

す WS を開催してから四年目。今回初めてファシリ

テーター養成へ進まれる方が現れました。 

 自分もヴァーチューズ・プロジェクトを伝えられる

人になりたい！という強い情熱を持っての参加でし

たので学ぶ姿勢がとても真摯で、サポートするこち

らも自然と熱が入りました。 

 参加者は４人と少人数でしたがチームワークと学

びの深さは素晴らしく、必然の４人だったと実感する

三日間でした。 

 ヴァーチューズ・プロジェクトの魅力が人から人へ

拡がっていくには伝える仲間が増えることは必須で

す。これからも伝える仲間を増やすことを意図して

WS を開催していきたいと思います。 

＊全体の時間配分が以前とは違い、日をまたい

で宿題をお願いするような感じではなく、ゆとりを

持って話が出来る場になっていたのが、心地よく

感じました。 

＊少ない人数でしたので、時間配分を確認してか

らの作業の仕方が、良いと思いました。 

＊切り離された空間で学ぶのではなく、現代の湯

治場という日常と隣り合わせの環境で、発想が柔

軟になったのも良かったと思います。 

＊意識の高いファシリテーターの誕生の瞬間に同

席できて、身が引き締まりました。 

ご活躍、期待しています❣ 



 

 

4 

4 4 

TVPJ News 2019 初春 

 編集部（風瀬）  

MF 鈴木るみ子 

 新しくファシリテーターになられた４人の皆さん、

おめでとうございます！  

 今年度は少しでもゆとりある学びの場にしたく

て、事前に「５つの戦略」の復習をお願いしました。

皆さんよく学んでこられたのでしょう。理解がスム

ースで、新たな気づきや深まりがよく起きてました

ね。プレゼンでは、人としての誠実さ、伝えることへ

の情熱と、それぞれのユニークさが発揮され、みご

とに課題をクリアされました。 

  ファシリテーターの皆さんは、実に思いやりに満

ちたリーダーシップを発揮されました。自分の知恵

や経験を惜しみなく伝える寛大さと献身に心打た

れました。正直に開放する姿勢により、新たな洞

察、理解の深まり、確信する学びも多かったことで

しょう。 

 このＷＳの成功はファシリテーターの皆さんに負

うところが大きいと心より感謝いたします。 

  印象深いのは、プレゼン中のワークに誰もが真

摯に取り組み、各自が自分のあり方を確認したこと

です。特に第４戦略のプレゼンで起きたことは感動

的でした。 

 私たちは、それぞれが違う美徳にフォーカスしな

がらもつながっているこの瞬間を、尊く愛しく感じ合

いました。それこそが魂の喜び、ファシリテーターと

して伝えたいあり方そのものだと、共感し合えたの

ではないでしょうか。 

  新たに心強いファシリテーター仲間を得て、私た

ちのＶＰはまだまだこれから！と実感することがで

きたＷＳでした。

声 

TVPJ 公式 

３つ折リーフレット

鋭意製作中❣ 

お楽しみに♪ 

マスターファシリテーターより

メンタリングとは 

 ヴァーチューの源泉である「スピリット」に焦点を合わ

せて過ごすことです。そうすることで、一人ひとりの内

的な成長とファシリテーターとしての資質の向上を目指

します。小規模の宿泊ワークショップですので、安心安

全な空間で自分と深く向き合うことが可能となります。 

今回のテーマは 『慈悲』 

 慈悲とは、『共感とゆるし』で他の人を祝福することで

す。私たちは他の人たちの苦しみに心打たれ、正義の

美徳を発揮します。慈悲はそれよりもさらに多くのもの

を与えます。 

 人を傷つけてしまった後や間違いを犯した後に、自分

や他の人に『新しいチャンス』を与えます。 新たな出

発をすることほど、人に希望を与えることはありませ

ん。私たちは『優しさ』という贈り物を差し出します。 

 慈悲の美徳を発揮するための自身との関わり方につ

いて、丁寧にお伝えします。 

  そして、心のバランスを保つ方法や実感していただく

ワークを提供します。一段階上のファシリテーターを目

指しませんか？ 

 

	 ２０１９年３月９日(土)１３:００ 

～３月１０日(日)１６:３０ 

	 	 神奈川県三浦市マホロバマインズ	

        （全室オーシャンビュー、温泉・駐車場完備）	

	 	 市川美紀子  鈴木るみ子 	 	

			１/末日まで４２,０００円    

              ２/１～２/２４ ４５,０００円	 	

	 	 ※いずれも１泊３食、入湯料金を含みます。 

	 １０名 

	 市川美紀子 Fax 046-248-4520 またはメール 
  virtues.japan@gmail.com 件名に「理事長」と明記         

  ※申込書到着後、振込先をご連絡いたします。また、 

    振込確認後、持ち物等詳細のご案内をいたします。 

    

今年度 メンタリング 

ファシリテーター養成 WS特集 
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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ご紹介しています。 

会員のひろば 

 TVPJ会員の内山さんが、かるたを制作中。かる

たは2種類あり、一つは自分の思い出などをテーマ

にした「自分かるた」。もうひとつは、子どもが学校

で美徳を学べるようにする「美徳かるた」です。 

 「自分かるた」は、思い出の写真や直筆の絵が取

り札になっていました。一方、読み札の方は、その

文言にかなりの時間を要したそうですが、内山さん

らしい親密さや温かさが伝わってきます。 

 どの札も、和紙できれいに包み込むように作ら

れ、少し急いで作ったせいか札のサイズや形がや

や不ぞろいであるけどそれもまた手作りの味！す

てきな出来栄えです。札を入れる箱も、きれいな和

紙や古い着物の布が貼り合わされ世界に一つだ

けの宝箱の趣。(美徳かるた、現在制作中です) 

 はじめてかるた作りの話を聞いた時には、「あ

あ、そうなんだ」で終わっていた私でしたが、実物を

目の当りにしたら心に火がつきまして、私も、「自分

かるた」と「美徳かるた」を作ってしまいました(私の

場合はプリントアウトでしたが)。 

 作ってみて初めて、いかに内山さんが時間と手

間をかけてかるたをお作りになったかがわかった

のとあわせて、そうして手間を惜しまずかるたにし

ようと思うほどのすてきな体験・思い出をお持ちで

あることを感じました。 

 かるた作りは、自分のこれまでを振り返るよい機

会、みなさんにもお勧めします。  

 

美徳の「自分かるた」 

編集部（Ryu） 

 TVPJ の皆さん、ご無沙汰しております。北海道の

じんと申します。  

 私はいま、刑務所に収容されている人たちが出

所後、再び犯罪を犯さないようにするための教育を

担当していますが、主流になるのは犯罪別にグル

ープを作り、何が原因だったのか、どうすれば同じ

ような失敗を繰り返さないのかを、グループワーク

形式で考えさせるというスタイルの教育です。  

 そのことはもちろん大事なのですが、私は彼らの

声に耳を傾けていく中で、その犯罪の背景にある

『生きづらさ』に焦点を当て、彼らが本来持っている

持ち味を発揮して、生活できるようにすることが再

犯防止につながるのではと考えるようになり、そこ

でヴァーチューズの考え方が活かせるのではない

か、とずっと考えてきました。 

 H３１年４月から、まずヴァーチューズ・ピックを中

心としたグループワークを立ち上げるべく計画して

いますが、それに続いて、受刑者が自発的に取り

組めるような、ヴァーチューズのワークブックも作

れたらと思っています。 

  …と、夢は壮大ですが、いかんせん私もファシリ

テーターになって日が浅く、力不足を痛感していま

す。今後、計画がより具体的になってきた段階で、

ご相談させていただきますので、よろしくお願いい

たします！  
門間 伸 （2015 北海道 じん） 

 

▲ 制作佳境の 内山さんのかるた 



 

 

安河内 佳乃 （2014 春  福岡 よっしー）  

 

 

  

感謝・お知らせ

2019 初春 

【TVPJ の HP】  the-virtues-project-japan.org  /  【連絡先 E-mail】 virtues.japan@gmail.com 

＊当紙は会員に郵送のほか、HPで一般公開し、

［会員ページ］にバックナンバーも掲載しています。 

＊前第１３号の郵送時にはTVPJリーフレットとVP

しおりも同封、嬉しい反響をいただきました。ありが

とうございます。美徳の種まきにご活用ください❣ 

＊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。 

＊本紙へのご連絡は、HP の問合せフォームまた

は、本ページ下方の連絡先 E-mail 宛、件名に「美

徳新聞」とご明記の上、送信ください。 

＊口座へお振込み時、年会費１年分納入以外は、

会費と修了証の別を事務局までお知らせください。 

＊＊＊＊＊みずほ銀行 厚木支店＊＊＊＊ 

   普通預金口座      口座番号 １６７２４８３ 
  口座名義 トクヒ）ヴァーチューズ･プロジェクト･ジャパン 

 

会員専用メーリングリスト 

   本誌の発行や、TVPJ 会員限定の情報、連絡

は会員専用メーリングリスト（ML）でお知らせして

います。下記に会員名でご連絡ください。 

tvpjmembers@ 担当：田口 

ピックしたカードは…『勇気』 

 今年度もあとわずか。職場の人事異動が知らされる時期。来年度も同じ机で仕事を

するのだろうか、私もソワソワのこの頃です。『勇気』のカードが、こんな時に私に伝え

ようとすることとは...。  

 これまで勇気とは、何か『巨大な敵』と対峙するときに発揮するものだと思っていまし

た。例えば、月曜朝の満員電車、パワハラ上司。でも、カードは『勇気とはあなたの心

の中にある強さ』だと教えてくれます。 

 自分らしさを窮屈な箱の中に閉じ込めているのは、『誰か』や『何か』ではなく、自分

の中の『怖れ』や『諦め』。 できない理由を探すより、できる工夫を考える。環境がどう

あれ、自分らしく、叶えたいことを現実化するべく、新しい年度を迎えたいと思います。  

更生施設の職場仲間である、ゆかさんにバトンをつなぎます。 

        ＊寄稿募集＊ 
地域や日常でみつけた美徳の実践、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♪ 

TVPJ リーフレットの詳細記事は４ページに掲載。併せてご覧ください♪ 

○日時： 2019年 土

      10:00~12:00  総会  
     ＊13:30~16:00  交流会
○会場： せたがや がやがや館 交流室 
      (東急田園都市線「池尻大橋駅」 徒歩７分)  

 平成最後の総会です。 会場は、いつも総会でお世話

になっておりますせたがやがやがや館の３階にある交

流室。  
 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。 詳細につきましては、改めてみなさまに郵

送いたします。 

 

TVPJ総会のご案内 

 老若男女問わず読む人に気づきをもたらす美徳の言葉が詰まったヴァーチューズ・カード。 

こ の コ ー ナ ー で は 、 日 常 で ピ ッ ク し た 気 づ き を リ レ ー 形 式 で シ ェ ア い た だ き ま す 。 

トップバッターは九州のFA♪ よっしー、お願いします☆( ´ ▽ ` )ﾉ  

 バトンを受け取った

方は、日ごろカードを

ピックする中で分かち

合いたいと感じた内容

を400字以内にまとめ

て、ご寄稿よろしくお願

いします☆( ´ ▽ ` )ﾉ  


