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『人が一夜にしていなくなるとしたら、 
世界はもっと良い状態になるかもしれない。』 
この言葉を目にした時、私はドキリとしまし
た。 
この言葉が意味することを理解しようと、何度
も反芻してみると、私の中には『人間ありき』と
いう思いが陣取っていることに気付かされまし
た。 
人がいなくなったら街中はゴーストタウンと化
してしまう。と同時にその風景を思い浮かべた
時、人間は何と多くの物を造ったのだろう。呼吸
のできない整備された道路は人のために作られた
もの。夏は太陽が照り返し、街中の温度を上げて
ゆく。室内を快適にするために使われる冷房機の
室外機からは熱風が放射される。 
真夏の日中には愛犬の散歩はできません。道路
の表面温度が60℃前後にもなるからです。 
Sir.アッテンボローは現在95歳という高齢にも
かかわらず、動物学者、プロデューサーとして地
球と自然を保護することに貢献し続けています。
70 年という長きにわたり、ブレることなく信念
を持ち続けた人の言葉に最初は戸惑ったものの、
今は理解できます。 
「私たちは何が問題なのか、また、その解決方
法も知っている。ただ、人々は力を合わせて取り 

組む必要がある。」と、
述べています。今、行動
を起こさなければならな
いとも•••。 
人がつくり出した環境で
すから、人が何とかしな
ければならないとの思い
はあります。 

 今、私にできる事は、SDGs（持続可能な開発
目標）を意識して生活することしかありませ
ん。 
人は世界を脅かすための信念を持ってもいます
し、人に慈愛を施す信念も持ち合わせた生き物
です。人が一夜にしていなくなるとしたなら•••
という言葉を必要としない世界は、人も自然界
の一部であるという認識があって、小さな事に
こそ感謝し満足できる真の豊かさを持つこと。 
そうすれば、お互いへの物心両面の支援は多く
の人が可能となるのではないでしょうか。自分
にできる何かを見つけることができるのではと
考えます。 
自他に見る日々の『美徳』との出会いや美徳カ
ードのメッセージから、何より強力なものは、
人と人との信頼であり共に生きるという信念で
あり、それがあってこその地球に生きる権利を
いただいているように思います。 
100 年に一度とも言われるパンデミックの中、
対面での総会やワークショップ等の事業は大き
く制限されました。そして、日常的にも行きた
いところへも行けない、会いたい人とも会えな
いという状況は、逆に対面での人と人との触れ
合い、語り合い、空間を共有して生まれる一体
感を強く求めました。 
何とも矛盾しているようですが、その結果、
（今更ですが）スマホやパソコンなどの『文明
の利器』にあずかり、文化的な活動（VP）を継
続してこられたことも喜びです。（文明の利器
はもはやアナログな言葉ですね） 
『もの』と『こころ（こと）』を調和させるこ
とは、人ならではの事かもしれませんね。 
祈りと喜びと感謝とともに。 

TVPJ 理事長 市川美紀子 
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令和4年度総会を、4月24日(日)にZoomで開催
しました。総会の議案は、すでにTVPJホームペ
ージの会員ページでご覧いただいていることと思
います。 
今回の議案については原案どおりに
承認され、今年度も数々の事業が展開
されてまいります。総会の様子につい
ては、会員ページに掲載される議事録
をお読みいただければと思います。 
新型コロナ禍の中、これを機会ととらえて新し
い取り組みができるのではと、役員はじめ議論
し、アイデアを出しながら試行錯誤してきました
が、その姿勢は役員に限らず会員のみなさんから
も、というのがここ数年の印象です。特に、総会
の議案については、質問よりも提案の形でいろい
ろなアイデアやエールをいただいております。 
その内容も、事業の実施方法に関すること、初
めてVPと出合う人たちを増やすための協力、ワ
ークショップ開催を促進するためのアイデア、
TVPJ 会員の意見を取り入れて生かす機会に関す
るアイデア、VPをさらに広める一助になるよう
なツールの活用に関することなどさまざまで、ご
意見と同時に協力の申し出もいただきました。 
TVPJ が生まれて今年で15周年。この時を経
て、TVPJ が熟しつつあることを感じることがで
きた総会でした。 

 

 

午後は更に、参加された方の様々なシェア（フ
リートーク）に勇気を受け取り、心が温まりま
した。その一部をご紹介いたしましょう。 
・ClubhouseでVPやカードのことを話す機会
を持っています。多くの方に知ってもらうた
めの機会が必要ですね。 
・現在、海外に移住中です。現地での教育事情
も学んでいるところです。 
・世界全体でみると、日本はVPを学び広めるた
めの組織化がうまくいっていると思います。
私の知人が、VPを使った学校を始めたそうで
す。 
・InstagramやYouTubeを活用してVPを発信し
ています。ほかにミニイベントで本を紹介し
たりカードセッションも。自分ができること
からやろうと思っています。 
・みなさんがどういう活動をしているのか、と
っても興味がありました。私は、昨年から自
身のブログで紹介しています。知らない方か
らの反応もあります。 
・自分が受け持っている生徒さんと一緒に、カ
ードピックをしています。そしてインスタに
アップしています。 
・刑務所でVPを活用し、学び始める受刑者の方
もいます。 
・ワークショップとミニワークとお茶会でVPを
シェアしています。 
・ヴァーチューズ･カードを、モデリングの対象
にしています。 
・特別支援学校でVPを教育活動に生かしていま
す。 

 

 

R４年度総会＆交流会報告 
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総会の様子 
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交流会にて 
 

総会出席ありがとう 

ございました!✨ 

一人ひとりの 

情熱を形に❣ 

↑総会終了時にパチリ☆ 

↑交流会参加メンバー 



 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

 

 

 

NPO法人ヴァーチューズ･プロジェクト･ジャパ
ンが認定するファシリテーターの資格は国際的
な基準の資格です。私たちは、国も人種も文化
も越えて、人として最も大切にしたいヴァーチ
ュー（美徳）に焦点を合わせ、育み合いながら
人格の文化を築き上げていくことを目指しま
す。 
このコースでは、ファシリテーターとしての基
本的な力を身につけるために、内なる美徳を発
揮しながら自らの意志と自発性を最大限に活用
していただきます。 
前回に引き続き、オンラインでワークショップ
を開催します。オンラインであっても、従来以
上にスキルと資質を身につけることができるよ
う、時間や方法を柔軟に工夫します。創造力を
発揮し楽しみながらヴァーチューズ・プロジェ
クトを自分のものとし、ファシリテーターの資
格を取得する機会です。 
また、既にファシリテーターの方も学びの再構
築が可能となりますので、お勧めいたします。 
是非、ご参加ください。 
日時：6月 18日(土)・25日(土)・ 

7 月 9日(土)・23日(土)・30日(土) 
全 5回 9:30～17:30（昼食休憩あり） 
最終回は 9:30～12:30 予定 
※別日程で、冬 1/14〜のコースもあります 

 文字通り、ファシリテーターを対象とした資質
向上のための学びの場で Vol.1⇒Vol.2⇒Vol.3 と
順番に受講していただくものです。定員は各６
名ですのでお早めにお申し込みください。 

5月 21日(土)、9月 10日(土)、 
10 月 8日(土)  
いずれも 9:30～15:30 

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』を行いま
す。その基礎となる『境界線（boundary）』を
中心に学びを共有します。 

 5 月 14日(土)、8月 20日(土) 
 いずれも 9:30～15:30  

スピリットに基づいて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みます。同時
に、自分自身をコントロールする力を高め、本
質的なスキルアップを目指します。 

8月 11日(木祝)、10月 15日(土) 
いずれも 9:30～15:30 

対話の場で大切な『対話的に聴く姿勢』と対話
の丁寧な積み重ねを行う『リフレクティング•ト
ーク』を実践的に体験します。 
 
 

	  

事業内容紹介１ 
 

３ 

当ページにはマスターファシリテーターが担当する３つの事業を取り上げました。 

FT 養成 WS は２/14〜の冬コースもあります。いずれも詳細はホームページをご覧ください。 

 

令和４年度 TVPJ ワークショップのご案内 
 

リトリート 
  

 

ファシリテーター養成ワークショップ 
 

スキルアップ＆メンタリング 
 

A Pace of Grace を基に過ごします。     Zoomまたは対面 
身体的にも精神的にもスピリチュアル及び社会福祉的にも健全であること、これを達成するには常に
清らかさのヴァーチューズを呼び、「私は私の魂によって導かれているか？自分のエゴによって動かさ
れているか？」「どのようにしてネガティブをヴァ―チューズに置き換えることができるだろう？」と
問うこと。 
思いを清めなさい。意図する力を使いなさい。ヴァーチューズのバランスをとりな
さい。試練に溺れず、その先に希望の道を見つけよう。試練で生じた感情をしっかり
体験してから手放そう。精神は果実を産む。（リンダ・カヴェリン・ポポフ） 
日時：11月 5日(土)・12日(土)・19日(土) 全 3回 9:30～16:00（昼食休憩あり） 
	

VOL.1 
 

VOL.2 
 

VOL.3 
 

☘ 

 

 

※初受講が優先です。再受講は応相談。 
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事業内容紹介２ 
 

 

	
  

 
令和 3年度 2回目のVP体験会は、Zoomにて
1月 30日(日)に開催。 
「カードをもとに話してみよう、自分のこと」
という内容で、ヴァーチューズ･ピックをしなが
ら、最初は「私の今年について」、その次は「
今、私が取り組んでいること、気になっている
こと」を、心を開いてシェアしました。 
話が聴かれ、美徳を承認される体験により「自
分の中の、形がふわっとしていたものがクリア
になった」「自分の内側を懐中電灯で照らしな
がら進んでいくように感じた」「カードが私に
語りかけてきた」などの振り返りが。 
「話す人がいて聴く人がいる」というシンプル
な構造が生み出す、学びと気づきの2時間30分
でした。 
 

 

 

 

 
 

今年も開催します！ 

第1回： 8月 7 日（日） 
第 2回：12月 4日（日）  
第 3回： 3 月 5 日（日） 
３回とも、10:00～12:30 に開催 

いずれもZoomでの開催なので、どこからでも
参加いただけます。テーマは、初めてVPと出合
う方でもお話ししやすいものを選んでいます。
開催後には、記録も書面でお送りしています。 
TVPJ 会員のみなさまには、ご友人やお知り合
いの方に参加のお声掛けのご協力をいただくと
ともに、この機会にぜひご都合をつけて一緒に
ご参加いただけることを期待しています。 

（担当理事：柳原） 
※こちらはヴァーチューズ･プロジェクトや美徳の言葉

にご興味をお持ちの方どなたにもご参加いただける

会です。初めてでも、おひとりでも、ご家族・ご友人と

お誘い合わせてのご参加も大歓迎です❣ 

ホームページよりお問合せもお気軽にどうぞ♪ 

 今年度、元気アップミーティングが新しい形で
復活します。平成 28 年度の開催を最後に、６年
ぶりの開催となります。全国の会員の皆様から
発表者を募り、日頃のVPの実践についてお話し
していただきます。	
参加者の方々については、発表者の活動状況を
共有したり、参加者間での日頃の取り組みにつ
いて情報交換したりすることを通して、VP につ
いての学びを深め、会員お一人お一人の取り組
みのさらなる活性化を目指します。 
今回は、初のオンライン開催となります。全国
各地で活動される会員の皆様とつながることが
できるチャンスです。皆様ぜひお気軽にご参加
ください。もちろん、発表者としての参加も大
歓迎です。「日頃のVPの活動をぜひ発表してみ
たい」と思われる方は、代表メールまでご連絡
ください。 
日時：10月 16日（日）13:00～ 
詳しくは、後日改めてお知らせします。 
皆様、どうぞお楽しみに！ 

（担当理事：田口） 
 

 

VPの実践事例を集めた冊子があるのをご存じ 
ですか？９つの素晴らしい活動が紹介されてい
る小冊子です。 
私は、この小さな冊子

を読んで、感動して涙
し、これからどんな変化
が起こるのかわくわくし
たことを思い出します。 
この事例集の発行から
すでに10年が経ちます。
このあいだにも、多くの 
FTによる勇気と理解、創 
造性にあふれた実践の積み重ねがあります。 
そうした活動を皆さまとシェアするために、
TVPJ では新たに実践事例集の発行を計画してい
ます！皆さまから事例をご提供いただきたいと
考えておりますので、ご協力をお願いします。
詳細は後日お知らせします。どんな冊子になる
か、乞うご期待！！ 

（担当理事：安河内） 

VP体験会 元気アップミーティング 

 

 

ヴァーチューズ･プロジェクト教材（太陽出版） 

新･実践事例集 
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みなさんこんにちは。私は介護の仕事をしてお
り、現在は「ショートステイ」に勤務中。 
「家族の休息」の為でもあるショートステイ。
利用者さんは不安な気持ちで泊まりにいらっし
ゃいます。安全に、安心して滞在し、また来て
いただけるように心がけています。 
ヴァーチューズ•プロジェクトを学ぶ事で、私
の声掛けの仕方が大分変わってきました。 
私が普段の声掛けで大切にしていることは「美
徳の承認」です。 
利用者さんは老化や疾患・転倒事故などで今ま
で出来てたことが出来なくなっています。人の
世話にならないと生きていけない。自覚してい
る人ほど、それは辛いことです。 
私にできることは、利用者さんの一人ひとりの
人生を肯定すること。戦後の経済成長を支えた
世代です。懸命に子育てしてきたり、頑張って
働いてきたことなど、体験談をお話で伺った時
に「美徳の承認」をします。 
不安だった表情がパッと明るくなります。 
普段のその人の良いところで気がついたこと
や、ゲームをした時に助け合って成し遂げるこ
とがあればそれも承認します。不思議とそんな
ときは笑顔になって、自然と拍手がでるんで
す。 
レクリエーションで、海外で日本がどういうふ
うに見られているかなどを、動画に美徳の承認
を交えて紹介した時は、皆さん目を輝かせて聞
いてくださいました。生き生きとした表情でし
た。 
勤勉で誠実な日本人が
この国を作ってきた。そ
れは、皆さんの世代が頑
張ってくれたから。そし
て今度は、私の世代が次
に繋げる番なんです、と
も話してます。 
「斉藤さんのレクリエーションを楽しみにして
るのよ」と言ってくれるおばあちゃんもいて、
少しずつですが手応えを感じ始めています。 

 

2012年「内なる美徳を呼び起こすWS」を受
けて、こんなに生きやすい世界があるのかと感
動した情熱のまま、その年末ファシリテーター
になりました。 
それから10年が経とうとしています。 
先日、久しぶりに総会と交流会に参加させてい
ただきました。皆様の活動を知ると同時に、フ
ァシリテーターらしい活動はしてなくても自分
が行なっていることを認めていただき、安心す
ることができました。 
何をしているかというと、ヴァーチューズ･プ
ロジェクトを紹介するブログです。 
最初は不定期にブログにヴァーチューズカード
や内省のカードを引き、それについて感じたこ
とやどういうことが実践できるかなどを書いて
いました。 
しばらくして行き詰まりま
したが、昨年の11月から毎
週１つの美徳を取り上げ
て、月曜日にその美徳につ
いてと日曜日に１週間のま
とめを発信するようになり
ました。時折、美徳につい
ての考え方や戦略について
もお伝えしています。 
これは半年経った現在も続いており、折り返し
地点を無事に折り返したところです。 
小さくですが反応もあり、誰かの心に届いてい
たらいいなと毎週私自身も学びながら更新して
います。 
美徳の言語を話すということは、他国の文化
を知りその国の言語を話すようなことだと感じ
ています。美徳の言語を話し、美徳の文化を広
めようとする私たちは美徳の国の人なんだろう
なと思うのです。 

私が行なっていることは
地道な草の根運動ですが、
美徳の文化を広げる一助に
なれるようにこれからも自
分ができることをやってい
きたいと思っています。 
愛と感謝を込めて 

 

会員のひろば 
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会員のひろば 
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介護の仕事と 
ヴァーチューズ 

 

 

美徳と 10年 

飯島 和佳子（2012 東京都 わかちゃん） 

 

斉藤 智子 （2021 東京都 ともちゃん） 



	
	
	

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

 

＊TVPJ ＊ 
最新情報･イベント詳細や申込 
･各種ご連絡はこちらから! 
［会員ページ］のグッズ申込･
寄稿フォームも活用ください♪ 

 

 

６月、会員パスワード変更 

本紙に案内を同封しています。また、会員
メルマガ６月号にも掲載しますので、ご確認
ください。総会議事録は、議事録署名人の確
認を終えたら資料も会員ページにアップして
います。 

今秋、TVPJは 15 周年!✨ 
2007年の創設からさまざまな事業を実施し
てきました。今年度は FT 養成WS を夏と冬
の2回に、メンタリングはVol.３が加わり、
また、久しぶりの元気アップミーティング
開催、リトリートも企画❣そして、完売し
た実践事例集（2011 年発行）に代わる新冊
子の企画もスタートします#	
ぜひp３~４事業内容紹介をご覧ください。 

＊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、令和４年度の会費納入のご協力
をお願いします。お振込み時には当年度会費納入
（１年分）それ以外の内容は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。 

＊当紙へのご連絡は、HP の問合せフォームまたは、
本ページ最下にあります【代表E-mail】宛、件名に
「美徳新聞」とご明記の上、お送りください。 

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 
 

	激痛に見えた別の側面 『自信』 
ある日仕事中に階段を踏み外してしまい、肘やスネを打ちました。翌日の夕方に
なってから背中の激痛で腕も下げることができない状態に。しばらく縁がなかっ
た病院や薬にお世話になり幸い骨には異常がなかったものの、転倒や激痛に正直
ショックを受けました。 
今回の事にどんな意味があるのか内省しようとカードを引くと『自信』その中
で、全てのことが一緒に良い方向に向かっていると信頼する。他人に対する信頼
を持って人に頼る。が腑に落ち、まず良くなると信じて仕事を休み安静に。そし
て仲間に愛と光を送ってもらい、治療家の父に治療してもらうため実家に帰って
家族にも甘えさせてもらいました。 
痛みから教訓や気づき、有難さや感謝が溢れて来ました。もう痛いのは御免です
が、一見ネガティブに見えることにも別のポジティブな側面が必ずある。闇を含
んで超える光の側面を見いだす事ができる美徳の承認。今の時代に大切な調和や
統合に向かうツールだと改めて感じました。 
 
 

真辺 恭子 （2011 東京都 きょんちゃん）  

バトンは初めて東京

に❣「学びに最適な瞬

間」を丁寧に分かち合

ってくださりありがとう

ございます☆ 

引き続き、日常での

美徳の発見、カード・

ピックや美徳の気づ

き、感じたことなどご寄

稿(400字以内）お待ち

しております♪  

＊記事の文末、氏名の後に（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と略して表記し、改行を ▶ 記号で表す場合があります。 

会員専用メールマガジン 

 

 


