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ＶＰ体験会「温かな人とのつながりは、私の喜び」報告
会員のひろば１ 「美徳の言葉を生きる」／「Ｖカードによる癒しの体験」
会員のひろば２ 「美徳のシャワーを浴びて元気に」／「私とヴァーチューズ」
美徳のシェアリレー ／ 事務連絡 ／ R４年度 TVPJ 総会のご案内

人間は社会的な存在

TVPJ 理事長 市川美紀子

令和が迎える３回目の新年です

と言うのも、公共交通機関の中での当たり前は
絶滅危惧種に値する状態です。足を踏ん張って
立っている高齢者には目もくれず、優先席で
悠々とスマホに没頭する人たちの姿に危機感を
覚えます。もうここで、日本人は国際的に後れ
をとっていると感じるのです。優先席の付近に
は、心臓ペースメーカーを植え込んでいる方が
いらっしゃるかもしれない等々、想像力を働か
せたいところです。

明けましておめでとうございます
皆さま お健やかに改暦されましたこと
心からお喜び申し上げます
仕事柄、人や物を観察することは日常です。電
車の中で、お食事処で、買い物先で…etc. 人が
いる所では全く退屈しません。いつの日か、ボノ
ボ（チンパンジーと同様のヒト科）の友好的な交
流を直接、観察してみたいというのが、目下の望
みです。

人間は本質的に社会的存在であると言われま
す。家庭はその土台を成すものですが、幼稚園
〜義務教育〜高等教育〜社会という風に、原家
族から少しずつ離れて社会との関わりの中で、
人としての成長は為されていくものと実感して
きました。確かに、認められることは力になり
ますが、それ以上に、職場の上司等、他人から
意見された時の恥ずかしさ、情けなさ、そうい
った体験が自己を省みたり、自分育てのために
大きなチャンスとなったことは今でも忘れられ
ません。未熟な私を取り残すことなく、気遣
い、関心をもってくださったからこその誠実な
姿勢に『大人の器』を感じたものです。

日本でも『多様性』という事が言われて久しい
のですが、一つ感じるところがあります。この言
葉の背景には、人種、性別、嗜好、価値観、信仰
などの違いを受け入れ、多様な人材が持つ可能性
を発揮させようとする考え方があります。
ところが、多様な視点を持つということが、
『価値観の多様性』ばかりに重きを置き、何をし
ても平気と言わんばかりの、どこかはき違えてい
るような感覚が見え隠れすることもあります。
戦後、日本の道徳教育は内面性と社会性の両立
を目指すものとしてスタートしました。『道』と
『徳』、二つの意味を持っていますから、前者は
人の進むべき所と言うように、社会の規範に従う
義務を意味しています。そして、後者は『義務』
を遂行するための優れた心性、良さとも言えるも
のです。このように、外在的な意味と内在的な意
味を併せ持っているわけですから、両者の調和と
バランスを図ることが重要であることは言うまで
もありません。

人間は完璧である必要はなく、柔軟な受け皿を
持ったなら、自分で変わることができる力を持
っています。特に日本人はフィーリングによっ
て物事を判断する気質が高いので、対立ではな
く和合や融合に向かうとも言われています。
芭蕉が言ったとされる『格から入って格から出
よ』。基本をしっかり身につけた上で、自在に
至ることは俳句に限ったことではないように思
います。

道徳教育の『自分らしい心を輝かせよう』とい
ったメッセージは、個人の内面性がクローズアッ
プされているように捉えられますが、社会的な役
割や利他の精神を輝かせる土台となってほしい
と、切に願います。
つづく↗

今年は寅年（壬寅）。家族を大切にして他人に
も心を開く良い年になりそうです。2022 年が皆
様にとって新しい成長の礎となりますよう、喜
びと感謝とともにお祈り申し上げます。
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スキルアップ＆メンタリング特集

スキルアップ＆メンタリングご報告
今 年 度 は ５ 月 か ら 10 月 に か け て 計 ５ 回
（Vol.1：３回 Vol.2：２回）、『スキルアップ
＆メンタリング』を実施いたしました。

更に、この場での体験を『内なる美徳を呼び起
こすワークショップ』に
どう活かすかに及び、フ
ァシリテーターとしての
態度や関わり方、具体的
なアイディアについても
分かち合いました。

Vol.１では、スピリットに焦点を合わせること
により、自分自身の『境界線の在り方』がより明
確になり、ヴァーチューズ･プロジェクトが注目
している『承認する』ことへの深い理解や気づき
を体験していただけたと思います。

人と人とが支え合う社会において、自他を認め
ることをサポートするファシリテーターとし
て、そのスキルアップに重要なことは言葉を尽
くして伝える行為です。押すことも引くことも
せず、相手の話に耳を傾けることにより、聞き
手の心の琴線に触れる体験が可能となります。
その体験がありのままに語られた時、何が起こ
るでしょうか。次のステップで実感していただ
きたいことです。

多くの方たちにヴァーチューズ･プロジェクトを
お伝えするファシリテーターとして、自分の内面
を探索する作業は欠かせません。全ての参加者が
自分だけの感覚を得て、次なるステップに進まれ
たことが容易に想像できます。それは、一人一人
が語った言葉に現れていたからです。
続く Vol.2 では、『スピリットを尊重する』とい
う壮大なテーマに、ファシリテーターとしての解
釈をどう深めていくかという点に絞って行いまし
た。Vol.１にも増して、どの方も勇気をもって各
セッションに取り組み、自分を取り巻く環境やご
自身について、丁寧に掘り下げていく様子を目の
当たりにいたしました。体の緩みに平行して心も
開かれて、自己開示が十分に為されました。 つづく↗

V OL .1 に参加して

マスターファシリテーター 市川美紀子

ファシリテーターとしての資質を高めるとい
う明確な目的の下、参加を決められたお一人お
一人に対して敬意を表するとともに、『内なる
美徳を呼び起こすワークショップ』において、
質の高いセッションを提供することへの信頼が
膨らみます。

※おふたりにご感想いただきました。来年もお待ちしています。
尚、Vol.２参加者の声は前 22 号に掲載済み。

自分としての在り方

小さな違和感を見つめる目を大切に

久しぶりにオンラインのスキルアップ＆メンタ
リングに参加させていただきました。

今回の講座を通して、ファシリテーターとし
て自分の言葉で噛み砕いて説明することができ
るようになることが大切ですが、それ以前に一
人の成熟した大人としての自分づくりが日頃か
ら大切だと改めて感じました。

まずはじめに「承認のあり方」についての話の
ときに、最初の頃、自分が認めてもらった美徳
を素直に受け容れられない自分がいて、そのと
きに感じていた違和感について正直にシェアし
たとき、美紀子さんが語ってくださったことに
共感と承認をいただいたような安心感がありま
した。

自分づくりにおいて必要な境界線や承認のあ
り方について、参加者やMFが各自の経験を分
かち合う時間がありましたが、他者の視点をた
くさん知ることができたので物事の捉え方がさ
らに深まりました。

「こうでなければいけない」ではなく、感じた
そのままを受け容れてくれることに喜びを感じ
ると同時に、承認についての境界線について深
く考える機会になりました。

講座後は、本当の自分はどう思っているだろ
うか、違和感がないだろうかと常に自分に問い
かけ、物事の本質を見極めるために俯瞰するこ
とを意識しています。さらなる自分自身のスキ
ルアップのために、Vol.2 に参加するのを楽し
みにしています。

「私」と「私でないもの」の区別を明確に持
って、改めて FT としての在り方を真摯に見つ
め直す素晴らしい時間でした。

日髙 寿美佳 （2014 春 大阪府 すみか）

元木 美保理 （2014 春 兵庫県 みほりーぬ）

２

ＶＰ体験会報告

温かな人とのつながりは、私の喜び
今年度第 1 回目の VP 体験会が、12 月５日(日)
に Zoom で開催されました。メンバーは、計９
人。みなさん全国からわくわくドキドキしなが
ら集いました。

〜VP 体験会(12 月開催)より〜

Q．周囲の方との温かなつながりを育むための第
一歩 今日から私ができることは？

・物事がうまくいかない時こそ、自分からつな
がっていく行動を起こします。

今回のテーマは「温かな人とのつながりは、私
の喜び」。今、孤独や孤立が社会問題 として取
り上げられています。孤独に陥るのにはさまざ
まの原因があるかと思いますが、美徳を発揮す
ることにより、どのように人とつながれるでし
ょうか。あなたが人との温かなつながりを感じ
た体験を聞かせてください。

・困ったとき、もう少し、周りの人に頼るとい
うことに一歩踏み出せたらと思います。
・相手をそのままよい側面から見ること、受け
入れることができるように努力したい。
・丁寧な言葉、これに尽きるかなと思います。
心に余裕を持って生活できるように。

まず最初は、参加者が人との温かなつながりを
感じた体験のシェアから。

・相手を受け入れるようになれるよう、まず自
分のケアをしていこうと思いました。

病で苦しい思いをした時の主治医とのつなが
り、保育所での子どもや母親との心の交流、職
場での部下とのかかわりや、仕事に関心を示し
てもらえたこと、音楽する仲間との一体感な
ど、それぞれ違う立場や内容でありながら、
日々を真摯に生きる参加者の様子をうかがうこ
とができました。
Q． 話してみて、感じたこと、どのような行為
に、温かさを感じたか? その行為の核にあるも
のは?

・温かなつながりを感じたのは「自分のすべて
を相手が受け入れてくれたこと」「アドバイス
の代わりに私に考えさせてくれたこと」「温か
い言葉かけ」といった行為。

ありがとうございました❣

TVPJ 会員の皆さんも、新しい仲間を誘って体
験会でご一緒いたしましょう!

・それらの行為の核にあるのは「相手を思う気
持ち」「相手の潜在的な可能性への信頼」
「相手がただ幸せになるようにとの祈り」な
どのご意見がありました。

R３年度内の VP 体験会ご案内

Q．あなたが孤独を感じる時があるとしたら、そ
れはどんな時?

『カードをもとに話してみよう、自分のこと』

＊1 月 30 日(日)
10:00〜12:30
参加費：1000 円

「自分の思いがわかってもらえない時」「自
分の存在を気に留めてもらえない時」「コミュ
ニケーションを一方的に打ち切られたとき」
「人って、みんな孤独なんじゃないかな。実は
人は独りで孤独な生き物で、でも考え感じるこ
とができるから、他人のことを思ってつながっ
ていこうとしたりするのでは」

お申込〆切：1 月 23 日

＊３月６日(日)
詳細準備中

いずれも Zoom にて

つづく↗

＊HP よりお申込いただけます
会員にはメルマガでもお知らせします♪

３

会員のひろば１
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２ページにわたり、4 名のシェアをご紹介します♪

ヴァーチューズ･カードによる
癒しの体験

美徳の言葉を生きる
大内博先生から最初にヴァーチューズ･プロジ
ェクトのお話をうかがったのは 2003 年の秋でし
た。先生は良い本に出合うといつも情熱を込め
て語ってくださいましたが、今回は訳語の選択
がとても重要で難しい作業になるだろうとのこ
とでした。

私は医師として色々なご家族とお会いしてきま
した。その中で、VP で学んだ「傾聴」や「美徳
の承認」を行うと健康を取り戻していかれま
す。Ｍさんもそのおひとりです。初めてお会い
したのは、長女の不登校がきっかけでした。そ
の後、Ｍさん自身にも傷つき体験や多くのご苦
労があったことが分かりました。以下はその M
さんの体験記です。

大内先生を想うとき、私はいつも「誠実」の美
徳が心に浮かびます。
『誠実とはもっとも高貴な価値観によって生き
ることです。正直で真摯なあり方です。誠実さ
があると、自分の良心の声に耳を傾け、正しい
ことを実行し、真実を語ることができます。言
葉と行動が一致しているとき、あなたは誠実な
心で行動しています。誠実さは私たちに自尊心
とやすらぎを与えてくれます』（ ヴァーチューズ･

日名子先生から「毎日ひいてね」とヴァーチ
ューズ･カードをいただいたのは、生きる意味を
見失っていた時期。当時は文面にまで目がいか
ず太文字の美徳を見ただけで「こんなのない
わ」と全て否定していた。

カードより）

徐々に動けるようになり、カウンセラーにな
る夢をもち学びを重ねていたとき、ふと仕舞い
込んでいたピンクの袋を手に取ると、中にこの
カードが。４〜５年を経て読むと、ピン、ピン
と心に響くことに大いに驚いた。

52 の美徳の言葉一つひとつと向き合い、誠実
に納得がいくまで翻訳に取り組み、誠実さその
ものを生きていた大内先生。そんな先生と向き
合うと私の内にうもれていた誠実さにたくさん
光があたり、輝かせてくださいました。

ある資格を学ぶグループワークの初回に持参
しピックしたところ、その日モヤモヤしていた
感情をするりと解決に導くような美徳が現れ、
言葉が腑に落ちる。不思議！その全員が感動し
驚嘆し、毎回ピックするようになった。

美徳を生きるということは、自分と接する人た
ちとの間に美徳を呼び起こし増幅させる関係を
築き上げてくれます。
大内先生亡き後もジャネットさん、市川先生、
柳原さんをはじめファシリテーターの皆さまの
「情熱」あふれるご活動によってヴァーチュー
ズ･プロジェクトが脈々と続いていくことに、一
連の教材の版元としてこの場をお借りして
「喜び」と「感謝」をお送りいたします。

何も知らずに引いても「今日から明日への手
がかりとなること」がこのカードの魅力。
今振り返ると、特に《愛》が響き続けてい
る。愛し、助け、分かち合う…その行為のいず
れもが、人と人があってこそ。喜びも怒りも哀
しみも楽しみも含んでいる《愛》は、たったひ
とりでは成り立たない。

飽本雅子 有限会社 太陽出版 （栃木県）

この、私の新たな道筋を照らす美徳について
これから学びを深めたい。
先日 M さんはカウンセラーとしてデビューされ
ました（拍手）。幾多の困難を乗り越えて学び
を進めたＭさんには「目的意識」「コミットメ
ント」の美徳が輝いているようです。
山口 日名子 （2011 東京都 Hina）

ヴァーチューズ･プロジェクト教材（太陽出版）
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会員のひろば
会員のひろば２

私とヴァーチューズ

美徳のシャワーを浴びて
元気に❣

４年前ある講座に参加したとき、鮮やかな色の
カードが目に留まりました。講師の側にヴァー
チューズ･カードが置いてあったのです。すぐに
購入し手に取ると、温かい言葉の数々とそれを
イメージするイラストに目が奪われました。
時々眺めてみてこういう意味なんだと発見もあ
りました。

2014 年の秋、家事育児に追われながら助産師
とヒーリングの仕事をしていた私は、ヒーリン
グの師匠から本当の癒し家になるには美徳を思
い出すことが大事だと学びました。
絶妙のタイミングで「内なる」美徳のセミナ
ーに導かれ、美徳のシャワーをこころとからだ
中に浴びることで自分がいかに疲れていたかを
知りました。

翌年、気功の講座を受けたいと思ったとき、そ
の必須条件だったのが「内なる美徳を呼び起こ
すWS」でした。カードに出合わせてくれたフ
ァシリテーターから教わることを選び、誰にで
も必ず素晴らしい側面（=美徳）があること、
自分や自分以外の関わり方を改めて学びまし
た。

そのまま FT 養成 WS に参加した私は、家族に
もスピリットに寄り添った同伴をしたくて毎朝
52 の美徳カードでヴァーチューズ•ピックをし
て家族を送り出すようにしました。

それを経て気功のグループの中でも、最初の約
束によって、プライバシーが守られ、お互いが
尊重され、やすらぐのを体感しました。

数日続けると最初は面倒くさがっていた主人
が率先してカードを引くように！何があったの
か尋ねると、ピックをして美徳を心に留めて出
社すると、その日の確言を実行することで不思
議と円滑に仕事がはかどるようになったとのこ
とでした。

日常でもVPを生かせる場がある、看護師の私
にとっては、地元のホスピタルで患者さんやス
タッフと共に過ごす中で活かせると確信し、フ
ァシリテーターへと学びを深めたいと思ってま
した。

TVPJ での学びによって私はこころが元気にな
り、毎朝のヴァーチューズ•ピックに無執着の美
徳を発揮（笑）した時期もありますが、あれか
ら 7 年の月日が経ちました。

宿泊がネックで、想いを抱えながらも実現した
のは今年。初のリモート開催されたFT養成WS
でした。５回のWSはとても学びが深くいざ人
に伝える事は大変でした。しかし、最高で充実
した日々を過ごせました。

主人は職場での立場も変わり、思春期だった
息子は成人しましたが現在闘病中。息子を支え
る私達にもまた絶妙のタイミングだったのでし
ょう。

この頃の私は観察と看護と共に、患者さんがど
ういう美徳を発揮されているかに意識が広がり
ました。そして、どうしたらいいのか、より建
設的に物事に取り組めるようになったのを実感
してます。

今回会員のひろばへの寄稿のお話をいただ
き、久しぶりに朝から 52 の美徳カードを手にす
ると主人は自然にカードに手を伸ばしました。
7 年前と変わったことは、目を閉じて、ふ〜っ
と大きく深呼吸をしてから静かに大切そうにカ
ードを引いています。

VP は興味があれば、どんな年代でも、学ぶの
が不得意でも、時間が少なくても、経済的に難
しくても、必ず自分に合った方法があります。
言葉や手段を学ぶことでより自分や周りに平和
な心と環境が訪れます。いろんな方に VP が浸
透するのを願ってます。

時が経っても、美徳のシャワーをこころとか
らだにふんだんに浴びる感覚はとても心地よく
て温かいですね。私達の奥底で内なるスピリッ
トが再び、静かに元気を取り戻しました。
日々の命と このタイミングに
感動しています。皆様もどうぞ
ご自愛くださいね！

及川 明子 （2021 神奈川県 あっこ）

祈りと喜びと感謝とともに。
牛草 裕翠子 （2014 秋 福岡県 うっしー）
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日常で発見した美徳の気づき♪バトンはさらに南へ！沖縄のみかさん、お願いします☆

私に贈られた美徳『勤勉』
2006 年に沖縄初の VP ワークショップに参加し、最後に大内ご夫妻から贈られ
た美徳です。VP を知る前「勤勉」は、真面目で面白みのあまりない印象の言葉で
した。でも、カードの「一生懸命に努力し最高の結果をだす」「勤勉であること
は成功につながる」等の美徳に、自分自身が嬉しさに満たされ「なんて素敵」
と、とても不思議なあたたかさや照れくさい気持ちになった事を覚えています。
WS で贈られた大内ご夫妻からの喜びや愛とたくさんのハグは、関わる人達へ
「大切に思う」気持ちを込めて使う様にしています。嬉しいときは「ありがと
う」を、間違えたときは「ごめんなさい」を伝える。喜びを伝えるときは「大好
きのハグ」です。現在、誰かに直接ハグすることは難しい状況ですが、大切な人
達に美徳の言葉のハグをこれからも贈りたいと思います。
VP を伝えてくれた大内ご夫妻、ワークショップを開いた沙織さんに感謝と情熱
の美徳を承認し、たくさんのハグを贈ります。
森田 美香 （2007 沖縄県 みか）

事務連絡
＊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、会費納入のご協力をありがとう
ございます。まだの方は、引き続き受け付けます。
尚、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。

直接お会いする機会
も減り、バトンの送り先
を迷われたら編集部に
ご相談ください。
引き続き、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(400字以内）お待ち
しております♪

R４年度 TVPJ 総会のご案内
2022 年を迎え、より軽やかに次年度に向け
ての準備もスタートしています!✨

記

!日時：2022 年 4 月 24 日 (日)
10:00〜12:30
!会場：Zoom にてあなたの好きな場所
Zoom によるオンラインリモート開催もは
や３年目。遠方から、また、久しぶりの会員
のお顔も見られ、ありがたく嬉しい機会にな
っています。
希望に焦点を合わせ、柔軟性を発揮しなが
ら真摯に歩む TVPJ の“今”をライブで感じて
いただけますように。
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❣

＊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

＊TVPJ

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）

【 TVP J We bSit e】 the-virtues-project-japan.org

＊

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♪

/ 【 代表 E- ma i l】 virtues.japan @ gmail.com

