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元気アップミーティング報告書	  
目	  的：	  全国からＴＶＰＪ会員が集まり交流することを通して、ＶＰについての学びを深める	  

とともに、それを各地域において促進するための知見を得る。これにより、	  
各地域における学習・交流の拠点形成と活動の活性化を促進する。	  

	  

2015.10.3(土),4(日)	  
大橋会館(東京都目黒区)	 

	  

	  

	  

	  

   ２⽇日間の流流れ

        ３日（土）	 
13：00～ 	   受付開始・会場準備 ＠大橋会館	 

13：20     開会 日程確認・カードピック	 

13：30     挨拶 理事長より	 

	 

13：40	   ポスターセッション 1〜3	 

15：40	   休憩	 

16：40	   ポスターセッション 4〜5	 

17：20	   1日目のクロージング  	 

17：40	   後片付け・退出     	  	 

           	 

  	 	 ＊＊＊	 

18:30～     懇親会  ＠池尻大橋

     ４日（日）  
09：00～	   受付開始・会場準備 ＠大橋会館	 

09：15 	   開会 日程確認・カードピック	 

09：20	     セッション	 1 （1日目の振り返り）	 

10：00 	    休憩	 

10：20	   セッション	 2 （話し合いとまとめ）	 

11：45     後片付け・退出	 

	 

＊＊＊	 

12：00～    昼食会  ＊自由参加	  
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TVPJ	  元気アップミーティング	  

全国の活動をシェアする場＊ギャラリー参加も導入！	  

理事長あいさつ     市川美紀子	  

 ちょうどひと月前に、この会場近くの別施設で行われ

た講演会の基調講演でジャネットさんが強調された「弾

力性」。これまでの人格教育ではよく柔軟性が語られま

したが、先ごろは、晴ればかりではない人生で一時もし

落ち込むことがあってもそこから弾んで元に戻る力＝弾

力性が求められ、その大切さの気づきが深まっていま

す。 

 この元気アップミーティングは、全国で VP を学び伝え

るファシリテーターの活動報告を通じ、各地域の活動拠

点形成を目指し交流と分

かち合いを重ねています。 

 ひとりでも多くのファシ

リテーターにその情熱が

伝わるよう今年

は ギ ャ ラ リ ー 参

加を募りました。

今 こ ち ら を 見 つ

めてくださってい

るみなさんの弾

むような笑顔が

全国に届きますように。 

 

参加者	  

 好天に恵まれたこの日。発表者 5 名、事務局（運営）5

名に加え、ギャラリー参加 6 名も集結し、総勢 16 名の

会となりました。（参加者名簿は 4 頁）  

 シンプルな会議室。事前準備で壁に A４サイズの美徳

のカードを飾りつけると、一気に室内にエネルギーが満

ちるようでした。 

☆今日のカード 『創造性』	 

GO！GO！GO！！！	  

ポスターセッションとは？	  

事前に事務局より参加者へ

配付されたプリント（右図）に

ならい、各自がまとめたもの

を持参し、ホワイトボードに

貼付け、順に発表します。	  

昨年のこの会で、聴く側には「準備に時間もかからず、

視線も定まりやすく、集中できる」、また発表者も「溢れ

る情熱に従い必要事項をポスター１枚にまとめるという

作業自体が、自身の整理整頓になり、新たな発見にも

なった」との感想がきかれたこの方法。初日に 5 名が発

表。ひとり 15 分話し、それぞれ質疑応答を行います。  

 その後、セッション内は聴講していたギャラリーも承認

や感想を伝え、和やかな雰囲気になりました。 

2 日目は話し合いが主。前日多かった話題をもう一度

深めたり、今後それぞれの場で、また NPO として取り

組む課題や提案の意見交換が行われました。 

 

司会は両日とも、J さんこと水野順一さん。 

初日のカードピックに手を 

挙げてくださったのは、昨 

年の発表者でもある札幌 

の住谷康子さんでした♪ 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

いよいよポスターセッション 

発表順に、自己紹介・発表項目、	  
印象に残った話題をまとめます。	  

★呼び名＋見出し（編集人の印象） 

1. ポリシー 大切にしている 

2. ＶＰをどんな場面で活用しているか 

3. どんなやり方をしているか 

4. 課題と今後の展望 

5. 質疑応答・・・【A】=発表者の返答 

◇参加者からの承認 

	  
※尚、多くの情報をお伝えしたく紙面節約のため以下の略語

を用います。 

＊VP：ヴァーチューズ・プロジェクト 

＊TVPF：ヴァーチューズ・プロジェクト・ファシリテーター 

＊WS：ワークショップ 

＊12 時間 WS：内なる美徳を呼び起こすワークショップ 

＊FB：フェイスブック（Faceboook）	 	 
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TVPJ	  元気アップミーティング	  
ポスターセッション１   元木美保里 2014（関西）	  

★みほりちゃん 潤滑剤としての美徳、戦略 

淡路島の洲本より。まだスタートしたばかり。大阪キャラ

バンに元気をもらった。 

① 受容・・・安心感 

信頼・・・同伴、その場にいる人を信頼 

尊重・・・沈黙、無理強いしない、相手に選択権 

②家族、夫婦、親子間のコミュニケーション、組織 

③相手の真意、その中にある美徳をみることを実践。 

 パートの職場で、慣れてくると遠慮がなくなると実感。   

 「他人と過去は変えられない。でも自分と未来は変え 

 られる」の言葉に共感し、寛容・ゆるし・名誉を発揮し、  

 淡路島の地域活性化も視野に活動中。 

  大阪キャラバン後、ピックした内省のカードをFBや   

 Blogで紹介中。 

④島内中学校への導入・・・（野望） 

⑤できるだけシンプルなVPの説明 

 地方での周知方法 

 呼びかけ（FB、Blog、チラシ） 

   ＊＊＊＊質疑応答＊＊＊＊【A】=発表者の返答  

【Qかおり】 12時間WSを地方開催して感じたのは、ター 

 ゲットは当人ではなく、その周りの方かもしれない。 

 「こういう方がいらしたらご紹介ください」とお願いし 

 てみては？ 

 見てもらえる場（ミニコミ紙・新聞・地方誌）に出す 

【Qひろりん】どこをいちばん伝えたいですか？ 

【A】 自分が受け入れてもらえた経験→目が開いた 

   ＊＊＊承認＊＊＊ 

勇気/整理整頓/信頼性/共感/真摯/決意/純心/ 

決意/家族に対しての愛/コミットメント/誠実/真摯 

 

 

 

 

 

 

 

ポスターセッション２    小林	  則子 2012（九州）	  

★ のりちゃん 一家にひとり VP 実践者を 

福岡より。拡散すべきものに出合えた。 

① ツアーコンダクターのようにまず自分から♪ 

 家族や親しい間柄でも過信しすぎないで話す、伝える 

 美徳国の住人になる（Language） 

 自分の軸がぶれそうなとき、美徳を活かせる 

②家庭・会社・サロン（和み庵） 

 「今日素敵な時間を過ごすために」社会の最小単位で 

 ある家庭（連れ合いに尊敬を、子どもたちと約束して  

 巻き込んでいく） 

③日常に浸透させる 

＊家庭：毎日家族でピック 

  12時間WSを受けた長女→活かしている 

 （聴く力・承認する力がある） 

 職場へカードを持っていき、できる限りの承認でタネを 

 蒔く、それぞれの場で育つ様子をここ１年確認中。 

＊会社の中で（必ず美徳の目で良いところを見つける） 

 冷静さを取り戻す（荒々しい→情熱的）美徳の文言 

 ヴァレンタインには個々に承認カードを贈ってみた 

  承認で→距離が縮まる 

＊サロン和庵：ヴァーチューズ・トーキング・カフェ 

 カードが綺麗で、子どもにも喜ばれた。 

④みほりちゃんと同じく、知っていただくこと。 

⑤開催だけでなくサポートをする側になることをお勧め 

   ＊＊＊＊質疑応答＊＊＊＊【A】=発表者の返答  

【Qかおり】あたたかみのあるプレゼン 

 ＜以前の職場で＞文句ばっかり→承認されたい 

 カードのことを頭におきながら話す 

【A】 いいことをすると喜ばれると思うと、落ち込む。 

 見返りを期待せず、種まき人になったとき 

 難しい会議の前にカードが消えるようになった(笑) 

【Qひろりん】見返りを期待したい気持ちのリセットは？ 

【A】 根本、初心にかえって「何がしたかった？」 

 呼び起こす声かけだけ。種まきだけ。 

【Qゆきち】 最も身近な家族と美徳を共有できたのは？ 

【A】 親であり、友であり、師である家族。第５戦略、コッ
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TVPJ	  元気アップミーティング	  
プが空になるまでひたすら聴くと、もう答えが出ている。 

それを美徳で承認→親子の間が深くなった 

「聴くことが好き」と言っている （息子さん） 

＊＊＊承認と感想＊＊＊ 

識別/コミットメント/理想主義/職場の母のような愛/信

頼性/ラポールワールド＝信頼/ひきこまれた・楽しい/ 

カードを出しておくのはすぐ始められる/家族の協力に

還元できる/「一家にひとりVP実践者を」に共鳴共感 

 

 

ポスターセッション３    藤崎	   ひろみ 2009（関東）	  

★ひろりん  自他尊重 

 神奈川、横浜方面で活動中。 

① 正義がぶつかると争いになる。それを美徳でべつ

のものに変えていく。 

 他人はもちろん、自分も承認。厳格な親のもとで育つ

と自己肯定、自己受容がなかなかできない。 

②主に企業研修・キャリアデザイン研修を行う。 

 →50代中心。全員から承認される経験が貴重 

 大学でのコミュニケーションの授業 

 個人向けのビクトリー・プロジェクト（Vプロ）は、VPで

出会った仲間の協力もあり立ち上げた、夢応援ワー

クショップ。奇跡的な出会いを重ねている。 

③ 「ヴィクトリー」は当時両手を挙げるポーズも流行っ

ていたビリー・ザ・ブートキャンプからの命名。 

 習慣化できる場所で、良い習慣づくり（全５回・年２回） 

＊	 2008年6月スタートし、現在15期。30代を意図してい

たが、50・60代のリピート率が高い。主なポイントは 

＊	  達成したいことベスト５ 

＊	  存在を承認する 

＊	  見返りを期待しない応援 

＊	  習慣化（ひとりでは難しい継続を助ける） 

＊	  自分を分からせる、鎧をとる 

＊	  会社が元気になる→ 自己肯定感と自己重要感

が高まっている。 

④課題：募集活動について 

 展望：Vプロヴィレッジの構想 

⑤みなさんからなにかありますか？ 

   ＊＊＊＊感想と承認＊＊＊＊【A】=発表者の返答  

（すみか） 「ねばならない」がなにもないことに感動した 

（かおり）承認・応援の力を再認識。全肯定の素晴らしさ。 

   人の良いところを認める機会をつくっている。 

（ゆきち）アンケートを大切に生かし改良するところが 

 マンネリにならない秘訣だと感じた。 

 ゆずっていいこと、ゆずれないことが明確。 

（Tamon） ユニバーサル・コーチングにも通じる、難しくな

くすることを具体的な行動にしている。 
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TVPJ	  元気アップミーティング	  
自己信頼、自尊感情を持ち帰ってもらうため 

子育て中のお母さん向けに、VP 全ての戦略を盛り込ん

だ連続講座を始めました。 

課題：美徳塾を２日間 WS への導線にしたい 

地域の学校で先生や PTA に向け→根付かせたい 

＊＊＊承認と感想＊＊＊ 

柔軟性・喜び/優しさ/一貫性(変化するものの強さ)/ 

創造性・情熱/静かな情熱(厳格な親・承認のパワー)/ 

尊敬/感謝とチームの承認/信頼・情熱/身近な人への 

承認を欠かさない人柄/引っ張っていく人の承認の力/ 

和(さざなみ効果)/喜び(反省会じゃなく承認会♪強さと

エネルギー)/共感 

	  

＊＊＊ 休 憩 ＊＊＊	  

 

	  
	  
	  
	  
	  

 

交流の時間 14：45～15：00 

いったん休憩、それぞれが交流できるあたたかな時間。 

ペンダントに承認しあい和やかさが増しました☆ 

	  

	  

	  

	  
	  

	  

ポスターセッション４   日髙寿美佳 2014（関西）	  

	  
★すみかちゃん まっすぐ人を変えていく力 

2012年10月に内なるWSを受講。職場でもピックをと思

いながら、塾の講師を退職時に初めてピックできた。 

①まず「美徳」の意味を紐解いてみた 

Virtues：語源はラテン語の男らしさ・勇気・技能。 

→人を変えていく力 

 徳：「まっすぐ・直」 という意味もあった  

② カードピック。Webで英語内省カードをピック＆memo 

 英語の手がかりとなると思い、続けている。 

 カードに興味を持ってくれる。 

 ふとピックして刺さる、刺さりすぎて笑う＾＾ 

③マイナスに感じる状況に出合った時、カードピックで 

気転を・変換ワードを見つけられる。 

  あるあるエピソードの７分プレゼンをしてみた。→ど

こかに絞る 

④ 大阪で活動するということ 

⑤ 質問：VPを端的に表現するには？ 

 展望：結婚相談所でも活用したい。 

＊＊＊承認と感想＊＊＊ 

（ひろりん）マインドマップでの発表は、箇条書だと忘れや

すいことも補われ、頭の中を共有しやすいと思う。 

（のりちゃん）一見ネガティブともとれる気転だらけの人生に

乾杯☆ 

（ほとけ）ゆるしがたいことでさえ第三者の目でみて気転を

発揮。 

（みきこ）生命力。愛おしい自分への愛。メタチェンジ。 

創造性・勤勉/優秀/名誉/行動にしている真摯さ/勤

勉・整理整頓・笑い/ユーモア/思いやり/ユーモアと友

好（笑いで心が開く）/まっすぐな心で人生を歩む/ひとり

に全身全霊で寄り添う/洞察力/決意/忠誠心 
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TVPJ	  元気アップミーティング	  
ポスターセッション５    坂本かおり 2010（関東）	  

★かおりちゃん 職場に「承認」の文化を♪ 

日頃セルフメンタルケア（ヨガ、気功、VP）をしています。 

2009年管理職のとき、VPに出合い、目からウロコ！特

に美徳のバランスをとること。美徳のメガネで、オセロの

黒が一気に白に変わる感動を得た。 

美徳・承認という語は使わず、ただ感謝として伝える 

学んだことをカジュアルに使うことを心がけ、自分が実

際興味を持った素直な思いで、出会う人、職場で、人格

という土台を扱う。 

① 日々実践者であること（なんかキラキラしてる印象） 

 愛と喜びと情熱を１ミリも惜しみなく伝えることで、ラブ

アクションを起こしている。その際、誰もが生まれな

がらに美徳を持っていることを200％信頼して伝える。 

 「世界の愛の総量を増やす」という自身の大きな目標

の大きな助けになるVPの力を日々感じている。 

②問題のなかに美徳を探す（学びのチャンス） 

 弾力性（レジリエンス）しなやかな強さを生かす。 

 ＜仕事＞ライフ＆コミュニケーション・コーチ 

 かつて自分がいたのは圧倒的に承認が不足している

場所だった。孤独と責任が日常のリーダー層がHappy

なら、部署がHappyと確信し、セミナー、レクチャー、個

別セッション、研修を行う。 

 研修は、興味がある人が来る募集型のセミナーとはま

た違うので、その方にも興味を持っていただく工夫を

重ねている。 

③「まるっと空間ごと抱き締めるような気持ちで立つ」 

 VPは提示するだけで 「一個人として承認される喜び

（スピリットの尊重）」を体感いただく。常に、現実的、

実践的、具体的、実績を伝える カジュアルに♪ 

 「難しい・できない」は、脳にとってNGワード。 

同伴の技術に力を入れ・上司の承認の力を高めたい。 

 グループワークでは、まとめの質問と承認を重視。 

④経験者の個人セッション、職場の方の 

 展望：海外のファシリテーターとの交流 

⑤みなさんからなにかありますか？ 

【Q】研修やセッションで大切にしていることは？ 

【A】美徳のことばは省かない 

 的確な美徳のことばがみつからないとき 

  承認（認める）ことが大切 

アイスブレイク（自分の好きなもの、最近嬉しかった面

白かったことを短くシェア） 

研修＝必ず変化を起こす 

（前半：部署バラバラで着席 / 後半：部署ごと） 

 無執着（好かれるためではない）向こうの意思、 

   ＊＊＊＊感想と承認＊＊＊＊【A】=発表者の返答 

（ひろりん）人生の目的意識が明確で「これを伝えたい」 

 ロジカルシンキングがとても伝わりやすい。 

（ゆきち）「愛の総量を増やす」 大きな情熱が伝わった 

（すみか）寛容。まるっとお母さん以上に愛情深い 。 

（のりちゃん）VP職人。信頼・自信にあふれていて、まわり

が安心して輪に入れる。 

（みほり）信頼。惜しみなく行動する。あえて大きな目的を

もつ力強さを感じた。 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

市川美紀子理事長より

感謝のことば 	  

初心忘るべからず・・・ 

ある車輪職人の話の故事。 

近くで本を読んでいた王に、 

何を読んでいるのかと車輪

職人が尋ねたところ、「聖人の書だ」と返答があった。 

その聖人は生きているのかとまた尋ねたところ、もう亡

くなったと聞き、車輪職人はこういった。「昔の人のカス

を読んでいるのですね」。（「故人の糟粕」荘子） 

私たちはその時その時に生きている。書物では本質的

なことは伝えられない。特に職人とはそういうもの。 

教員は聖職。職人。人の真似だけではカスしかいただ

けない。まさに職人気質旺盛な５人でした。 
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TVPJ	  元気アップミーティング	  
１日目のクロージング  17：20～17：40   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
共通の課題だった集客について「VP を周りの人にどの

ように伝えるか？」という視点で、美紀子さんを中心に

意見交換しました。	 

Ø 人間の欲求を大別すると次の４つ 

１生存 

２安心安全 

３承認 

４自己尊厳・自己実現 

自分を表現するとき、承認欲求を越えていく 

承認、共感、自分への信頼 

Ø 相手によりタイミングを見極め、自身の実体験を伝

える 

Ø ファシリテーターの名刺を活用する 

 

（のりちゃん）自身の体験をシェア 

＊12時間WS・・・対象を決める 

＊ヴァーチューズ・トーキング・カフェ・・・キャッチフ 

  レーズは「魔法の言葉を使ってコミュニケーショ 

  ンの達人になろう」 

＊「何を伝えたいんですか？」に立ち戻りシンプルに 

＊カジュアルに伝えること 

＊ターゲットを絞る（親子？同僚？ 

 「ねばならない」のかわりに「ありがとう」を伝える 

＊たくさんの人に伝えたいのか？ 

＊地域に対象を決め、Face to faceで伝える。 

＊そこから切り口・糸口を探してみては？ 

 

「はじめての人にわかりやすく伝えるには」？ 

＊話し合ったプロセスを伝える 

＊イラストにするとわかりやすい（大阪キャラバン  

 のチラシはわかりやすいと評判が良かった） 

＊来てくれる人を明確にリアルに想像する 

 

エクスペリエンス（体験過程） 

結果を作り出すのは、自分の心。わくわく感♪ 

結果から何を得ていくのか。 

プロセスわくわく感をもって準備する。 

 

 

 

 

VPを一言で表すなら、 

人格教育のためのプログラム 

 

まず閃き・・・これが大事（感覚的） 

過去120人集まったプレセッションのキャッチフレーズは

とてもシンプルで自然で 

「自分のことも子どものことももっと好きになる・・・」だっ

た。頭で考えすぎると伝えたいことが伝わらないので

は？ 

目の前で、ひとりひとりの中で何が起こっているのか？

を大切に。その方にVPをどのように生かしてもらえるか

を想像してみる。 

 

（ほとけ）口コミの力に勝るものはない 

 参考：12時間WS参加者へのアンケート結果 

 「どんなことに惹かれてお申込みになりましたか？」 

＊ひとの良いところをみられるようになりたい 

＊美しいことばを使えるようになりたい 

＊自分や他人を肯定したい 

＊美徳は自分の 

＊カードの使い方をもっと知りたい 

＊素直になりたい 

＊どんな人も尊敬できるようになりたい 

 

   ＊＊＊＊全員から１日目のまとめ＊＊＊＊ 
（ひろりん）  

 ＊ことばは行動に比例する。 

 ＊今日のような、ことばを共有する時間をもつと 

  眠っていたものの顕在化になることを実感。 
（ほとけ） 

 ＊自己肯定感（自信）が生まれる 

（のりちゃん） BLOGから 

 ＊承認するのにお金はかかりません 

 ＊自己肯定感が高まる 

 ＊私の発することばを信じてください 

 ＊きっかけは衝動（思ったらすぐ行動に起こす） 

 ＊種まき人になろう 
（わかこ） 

 ＊自分が楽になる ・・・なまけることではない 
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TVPJ	  元気アップミーティング	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（るみこ） 

＊共有することの幸せ  

＊広告じゃない、伝えること 

＊Forum（人と人との間のあたたかい繋がり） 

（すみか） 

＊美徳の言葉で心が楽になる 

＊自分の中に眠っている力に気づく 

（みほり） 

＊信頼感だけ 

＊受け取りにくい人がいて「来ただけですごいことで

すよ」という言葉を思い出した。 

（ゆきち） 

 昨年も感じたが、自分ひとりじゃない、美徳を愛し、  

 実践している仲間が全国にこんなにいる、と実感 

 でき、ほんとに元気がアップします♪ 

（J） 

＊ひとりひとりの完結 

＊52の美徳の結集 

＊無執着を発揮しませんか？ 

（みきこ） 

＊自己肯定感・・・優越感をともなうものではなく、 

 ささやかな誇り 

＊自己有用感（人のために役立つ自分） 

（ことさん） 

＊自己肯定感 自尊心（プライド）とは違う 

＊自己重要感も高まる 

（りゅう） 

＊難しいことを簡単に 

＊参加者の喜びが伝わった 

（J） 

    使っている言葉と自分が一致しているとき 

その言葉にパワーが宿る  

＝＝＝＝＝その他提案・質問＝＝＝＝＝ 

（ことさん） 

12時間WSの複数講師で開催について 

地方で開催の場合、ひとりでは開催できないことが

足枷になることを懸念。 

これは決まり？柔軟性をもつもの？明文化されてい

る？→状況把握したい 

（みきこ） 

故大内先生からの呼びかけ。毎年ファシリテーター養

成WSの終わりに話される。（2006年〜） 

 →ガイドラインにまとめたい 

 

１日目充実のうちに閉会 

 

 

	  
☆スナップ番外編☆ 

＊夜、美食の交流会？ 

	  
	  
	  
＊美紀子さん	  
Happy	  BD♪	  
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TVPJ	  元気アップミーティング	  
輪になって♪開会  9：15～  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

１日目とは趣を変え、床にならべた大きなカードを囲む

円陣からスタートです。この日参加者 12 名が、それぞ

れピンと響いたカードを手に取り、名前とどこから来た

か、選んだ理由を話しました。 

その後、今日のカードを選んでくれたのは淡路島のみ

ほりちゃん。「共感」を読んだあと、出席者全員で手をつ

なぐと、笑顔と温かいエネルギーが伝染しました。 

☆今日のカード 『共感』	 

１日目のふりかえり  9：25～10：00   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
引き続き司会は J さん。２日目は発表がないのでずっと

リラックスした雰囲気ですすみます。１日目の振り返りも、

より具体的な意見交換がなされました。 

	  
＊ひとつの例として 15 期に達する人気講座になって

いるひろりんの V プロは、リピーターが 8 割という回も

あったそう。効果があった事例など伺いました。 

Ø 「ねばならない」より「なんのために？」を明らかに。 

Ø チラシ作成で大切にしていること。 

ü ベネフィット（価値）どう変化するか？を明記 

ü 表：キャッチ・変化・日程 / 裏：ターゲット 

ü 30 代男性や、セカンドキャリアに向けたコピー 

「月一回、王様になろう」 

最初、メンバーでブレイン・ストーミング（ただひたすらア

イデアを出し合う会議）を行って、イメージをまとめたの

がよかった。 

ロゴや文字、レイアウトはプロにお願いした。 

 

＊VP を知ってもらうきっかけとして実践していること	  
12 時間 WS はそのタイトルや内容からも「高尚」と感じ

る人もいる。自分の変化に気づく機会としてミニワーク

を開く。その内容を毎回変えている場合が多い。 

＊初めての方にわかりやすく伝えるには？	  
言葉の説明より、変化を伝え、実感していただく。 

自己肯定は優越感とは違う。自分へのささやかな誇り。 

自己受容＜自他受容。（自分も相手も認め合う） 

心のダイヤモンドを磨くことで自尊心や自己有用感（人

のために役立つ自分）が育まれる。 

TVPJ として配布できるチラシやご案内があると親切。 

＊12 時間 WS 開催のガイドラインについて	  
理事会で進行中。明確なヴィジョンを明言できるように

したい。ガイドラインは道しるべ。ヴィジョンを達成しやす

いものでありたい。 

特に質問のあった複数の講師で開催する理由は？ 

ひとりで開催し伝えられることがファシリテーターの大

前提ではあるが、以前、ひとりで開催して２日目に至

らず完結できなかった事例があった。 

また、協力し、多角的な見方で経験を伝えることも意

図している。 

＊今後の提案	  
地方に関わらず 12 時間 WS 等開催時、助けが必要な

場合は、それを伝える場があれば。北海道と九州のコ

ラボが実現するように、どこからでも助けに行きたいファ

シリテーターもいてくれる。 

一人ひとりが前述のような感想をシェアし合った感動の

なか、この２日間の学びをふまえ、全体の決意を創造し

ました。キーワードは、喜び・継続・拠り所☆	 

11:45つつがなく両日閉会	 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

◆	  ２日目	  ◆	  


