
 
 
 	

	

	

	

	

	

	

	

	

  
思い返すと、世界中で数えきれないほどの偉業
を成し遂げた人たちがいます。その領域もまた
多種多様です。 
今、女子テニス界を牽引してきたセレナ•ウィ
リアムズが引退をほのめかしています。 
彼女は『引退』という言葉を好みませんので、
「人生には、違う方向へ向かう決断をしなけれ
ばならない時が来る」と言っています。そし
て、「今、カウントダウンは始まった」とも。 
大のテニスファンである私にとってはビッグニ
ュースです。何せ、グランドスラムで登りつめ
ること 23 回。これを偉業と言わずして何と言い
ましょう。 
41 歳になった今日まで、アスリートとして第
一線で活躍することは『スーパー』『ミラク
ル』を超えた『究極』の存在です。 
２度の出産を経験しながらも、体力と技術を維
持し続けてきました。目標達成の姿から目を逸
らすことなくやり続けた彼女の何が、そうさせ
たのでしょうか。 
これは、ほんの一部の情報かと思いますが、私
には強く響きました。 
「王者とは、勝利によって定義されるものでは
ないのです。敗れた時に、如何にして自分を取
り戻すことができるかなのです」（セレナ•ウィ
リアムズ） 
勝利は誰の目にも明らかなことです。 
そして、敗北から自分を取り戻す営みは、孤独
な日々や不確実な状態に耐えることを余儀なく
されるかもしれません。それらは自分にしか分
からない体験です。王者の言葉を尊敬しつつ、
頑張り過ぎないという事も私たちには 

 大切なリソースの一つだと思います。フッと力
を抜くのですね。 
また、最終的に決断を下すのは自分とは言え、
支えてくれる家族や友人等の存在やそういった
環境にあることも助けになりますね。時に責任
を肩代わりしようとする人が近づいてくるかも
しれません。すると、自身のリソースは色あ
せ、決断はおろか何も考えることができなくな
ってしまう事もありますので、弱った心を癒し
て回復につなげる最終段階では、自分自身への
信頼を取り戻すことかもしれません。セレナが
言っていることはそういう事なのではないでし
ょうか。 
昨日、知り合いのお嬢さんが無事に男児を出産
なさいました。 
私は、「おめでとう！お嬢さん、偉業を成し遂
げたわね！」と伝えました。 
９ヵ月もの間、身重の体を守りつつ仕事にも従
事し、一つの命を世に送り出したのです。妊娠
中も出産時も危険と隣り合わせになることは
多々あります。 
そう考えると、受精も奇跡。胎児の成長も奇
跡。出産も奇跡。そもそも、今、私たちが生き
ていることが奇跡です。他からの承認に頼るこ
となく自身の偉業に対して承認できることが沢
山あるように思います。 
自らが歩を進めたり立ち止まったり引き返して
みたり•••自身を模索しながらある地点に辿り着
いた時、偉業にも似た感覚を得られるかもしれ
ません。 
人は誰もが偉業を成し遂げる潜在的な存在•••
だと思いませんか？ 
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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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 
 

2022 秋分 

1. コラム 理事長より 
2. VP体験会 ＆ 元気アップミーティング予告 
3. 事業報告 スキルアップ ＆ メンタリング 報告と予告 
4. 会員向けオンライン交流会スタート ／ 副理事長よりメッセージ 
5. 今期理事よりメッセージ 
6. 美徳のシェアリレー＠東京 ／ 事務連絡 ／ 編集後記 
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初めて VP と出合う方に 

みなさんが、日々を送る中でご一緒する方々に
VP を紹介したい、でも一人だとちょっと…とい
うような時、役に立つのがこの体験会です。す
でにファシリテーターの方にとっても、感動し
直し・学び直しの機会となるでしょう。周りの
方をお誘いのうえ、安心安全な温かい雰囲気の
中でご一緒しましょう。 
 

 
 

 

 

～オンライン（Zoom）開催～ 

以前よりご案内してきました通り、６年ぶりと
なる元気アップミーティングをオンラインで開催
します。 
今回は、３名の方に、日頃のＶＰの実践につい
て発表いただく予定です。 
 内容としては、今のところ 
・家庭における子育ての中での実践 
・職場における子ども向けＶＰの実践 
・キャリアカウンセリングにおける実践 
・高校の授業の中での実践 
・地域の方、学校の保護者の方向け講座での 
実践 
・ご自身主催のワークショップやイベント出店
の中での実践 
等々を予定し、発表に向けてご準備いただいて
いるところです。（内容については変更有） 
以上のような、様々な場での創造性にあふれた
実践についての発表を視聴することは、会員皆様
のＶＰの学びを深め、日々の実践の活性化、つま
りは「元気アップ」につながっていくものと考え
ます。 
初のオンライン開催となり、全国各地で活動さ
れる会員の皆様と気軽につながることができるチ
ャンスです。多くの会員の皆様のご参加をお待ち
しております。 
 
○開催日時：令和４年10月 16日（日） 
             13:00～16:20 
◯開催方法：Zoom 
◯お申込先：担当・田口晃（理事） 
メール：tvpjgenkiup@gmail.com 
ＦＡＸ：022-707-9652 
上記いずれかまで、お名前とご連絡先を記入し
てお申し込みください。 
 ※締切：10月７日（金） 
 

 

 

VP 体験会＆元気アップミーティング予告 
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VP 体験会 
 

元気アップミーティング 
 

○開催日時：令和4年 12月４日（日） 
10：00～12：30  

○開催方法：Zoom  
○参 加 費：1,000 円 

（ ゆうちょ銀行への振り込み ）  
○お申込方法：TVPJ ホームページのトッ
プにあるグリーンのバナーからご案内ペー
ジを開き、お申し込みフォームよりどう
ぞ。 
＊参加者には、お申込み確認後に Zoom 
等についてご案内いたします。	

34 年前にカナダで、リンダ•カヴェリン•ポポ
フ、ダン•ポポフ博士、ジョン•カヴェリンの３人
によって始まったヴァーチューズ•プロジェク
ト。 
 TVPJ は、2007 年 11 月２日に「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」として認証され、マスターファシリテーター
の大内博＆ジャネット夫妻により設立されまし
た。 

TVPJ は今秋 15 周年 

 



 
  

 

 

  

 

本邦初公開、『第５戦略とリフレクティング』を
お届けしました。 
今まで、第５戦略『スピリチュアルな同伴の技
術』をファシリテーター同士で行う体験はあるよ
うで、なかなか無いことでした。 
ＷＳの前半では、スピリチュアルな同伴の在り方
についてその基本に立ち返り、『聞く』と『聴
く』が意味することを明確にし、『共感』と『無
執着』をどのように発揮するのかを話し合い、実
際にトレーニングの中で実践しました。 
１対１の空間で、ペアとなった相手から語られる
内容を同伴者も共に体験する安心で優しい空間が
創出されました。Zoom でも十分に言語的・非言
語的なメッセージを伝え合うことができました。
そして、心のコップを空けることで、本人にも意
外に思えるような叡智を導き出すことができると
いうことを確認しました。聴いてもらえた•••聴か
せていただいた•••という感謝と謙虚さが、お互い
に交わされていたと感じました。 
後半は、最初に『即興』で心と体をほぐすノンバ
ーバル（非言語）の体験です。 
そのことにより、続くイシュー（課題や悩み）提
供とリフレクティングにスムーズに入ることがで
きました。リフレクティングとは、語り手の話を
じっくりと聴き、考えをめぐらし、それを語り手
に映し返すことを意味します。 
『イシュー提供とリフレクティング』では、参加
者全員が聴き手（支援者）となり、イシュー提供
者を囲む感じで、その語りにひたすら耳を傾けま
す。 

 
 

 まるで、焚火を囲んで無言でいながらも何かを
共有している•••昔の体験が蘇ってくるようでし
た。 
イシューの提供が為され、そこで起こったこと
は•••？ 
イシュー提供者の語りには一切、口を挟まずに
ただただ聴き続けます。 
リフレクティングは、支援者相互の声が響き合
う（ポリフォニー）貴重な場です。 
イシュー提供者はカメラオフの状態で支援者た
ちの感想や受け止め方を聴き続けます。自分の
語りをジャッジされることなく、丁寧に聴いた
支援者のアイメッセージが順次、テーブルの上
に並べられていきます。（そんな感じ） 
イシュー提供者が画面上に戻り、支援者のリフ
レクティングを聴いた感想をシェアします。
今、この場は『私』のためにあるという事への
言い難い感謝が伝わってきます。長く胸につか
えていたものがスーッと軽くなる経験や自分へ
の愛おしさ、もっと自分を見て！というメッセ
ージ等々、言葉になったこともならなかったこ
とも伝わってくる体験がありました。 
ファシリテーターのためのスキルアップ＆メン
タリングは、構造化された空間と内容を提供
し、その中での安心・安全な空間で自由に自分
を表現することにより、ファシリテーターとし
ての資質向上を目指しています。 

マスターファシリテーター  

市川美紀子・鈴木るみ子 

	  

事業報告 
 

３ 

キラリと光る贈りもの 

〜 スキルアップ＆メンタリング Vol.3 〜 

 
 

今後のＷＳ開催予定日 

10/8 （土） スキルアップ＆メンタリング Vol.1  9：30～15：30 

10/15 （土） スキルアップ＆メンタリング Vol.3  9：30～15：30 

日程調整中  リトリート（ペース・オブ・グレース）    9：30～15：30 

1/14、21、2/4、18、25 （土） ファシリテーター養成ＷＳ  9：30～17：30 

つづく↗ 
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その他報告 
 

 
  

 

	

  

 

スタートしています 
今年の総会の後に開催された TVPJ 交流会、そ
の時の「こういう楽しい機会が総会のあと以外
にもあるとよいですね」との声にお応えして、
VP交流会をZoomで定期開催することにしまし
た。 
6 月 10 日を第 1 回目として、以降、偶数月に
開催しています。時間は午後８時から９時まで
の、おやすみ前の１時間。事前の申し込みは不
要です。気軽にご参加いただければうれしいで
す。 
正直のところ最初は、たった 1 時間では参加者
がみな十分に話せずに終わってしまうのでは、
と心配だったりもしました。が、ふたを開けて
みれば、みなさんのお気遣いと気転、ユーモア
あふれる和やかなひと時。（この、ちょっと時
間が短いかなというような感じも悪くないです
ね） 
話題は、VP 取り組み体験のシェアや、日々の
仕事や生活で感じていること、世界のVP動向な
どさまざま。VP 仲間の体験に触れることで共感
を覚えたり、心に響くものがあったり、ものの
見え方が変わったりと、心が穏やかになり元気
を取り戻せる、そういうひと時でもありまし
た。 
新型コロナ禍で、ともすると人と会ったり話し
たりする機会が知らず知らずのうちに減ってき
ているかもしれない今日この頃。こういう時こ
そ、VP のご縁で出会ったみなさんと一緒に過ご
したいですね。ご参加をお待ちしています。 

 

 ２年ごと改選するTVPJ 理事。 
現在は、昨Ｒ３年度に就任した理事長・副理事
長・理事４名の計６名で毎月オンラインによる
理事ミーティングを重ねながら、市川理事長を
中心に報告・確認・審議事項を整理検討し、協
力しながら企画運営にあたっております。 
いつもは会員の活動紹介をより多くお伝えして
いる当ページですが、今回は、各理事の担当分
野や日ごろ大切にしている思いなどについてこ
こで紹介させていただきます。 
※HP には人物紹介を設けておりますので併せ
てご覧くださいませ。 

 
 

 

みなさん、こんにちは。柳原です。今年は梅雨
が短く、その分、猛暑を満喫したような気が。
季節の変わり目に向けて、心と体を整えてまい
りましょう。 
私は、TVPJ では、総会や体験会の開催、関係
省庁への届け出等事務、TVPJ News を担当して
います。NPO 設立当初から、事務的なことも含
め運営にかかわることで、会員のみなさんが VP
についてさらに学びを深め活用できるためのお
手伝いになれればと思って過ごしてきました。
この数年、会員の方々から励ましや協力のお声
をいただき、多くの方々とのご縁をいただいて
いることをありがたく感じています。 
私たちの共有するもののひとつであるヴァーチ
ューズ・カードの裏面には、「次のことを実行
しているあなたは～」の言葉。私たちの中に備
わっている輝きを、誰かのため何かのために生
かせるよう、TVPJ の各事業への参加とともに、
日々「実行」されることを願います。 
 
 

 

 

 

会員向けオンライン VP 交流会 今期理事よりメッセージ 

 

 

副理事長 柳原 達宏 
 

 

※会員専用メルマガでZoom詳細をお知らせします。 



	 5	

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

 
理事 田口 晃	

皆さんこんにちは。私は理事としてお仕事を
させていただいて６年目となりました。 
 主に、会員の皆様の入退会事務及び会員情報
の管理を行っております。 
 仙台在住ではありながら、全国各地から新し
く入会される皆様とやり取りさせていただける
こと、とてもうれしく思います。そして、各種
イベントで、初めてお顔を合わせてお話しがで
きたときは、これまた二重の喜びです。 
このような素敵なご縁がどんどん広がるよう、
「毎日の実践が一番のＰＲ！」と考え、職場で
ある特別支援学校でVＰの実践を重ねています。 
 今年度は、久しぶりの開催となる「元気アッ
プミーティング」を担当します。 
様々な場における実践発表をお聞きすることで
日頃の実践を一緒に「元気アップ」させていき
ましょう！ご参加、お待ちしております！ 

  理事 安河内 佳乃 
みなさん、こんにちは。私は2014年にファシリ
テーターとなり、現在はTVPJの理事として、ホ
ームページの更新やTwitter、Facebookへの投
稿、メールマガジンの配信などを担当していま
す。 
月のメールマガジンには、ワークショップの開催
予定など、できるだけ旬な情報をお届けできるよ
う工夫しています。 
慌ただしい毎日ではありますが、ちょっとしたお
時間に見ていただけると嬉しいです。 
ご意見やご感想などもお待ちしています。 
また、今年度は(仮称)新・実践事例集の編集にも
携わっています。私は初めて VP を知り、そして
現在の事例集(2011年4月発行)を読んで、とても
感動した一人です。 
新たな事例集もたくさんの想いが詰まったものに
なると思います。今から楽しみですね。 

理事 風瀬 由季 
みなさま、いつもありがとうございます。私は
理事に加わって５年目。 
「会員の経験･活動に基づく知見の体系化と発
信」を目的とした①『美徳新聞』の愛称で親し
まれているニュースレターの編集と、②HPをは
じめとしたWebシステム管理運営を担当してい
ます。 
①美徳新聞編集部として、あふれんばかりの情
熱や気づきの詰まったご寄稿を広く発信するお
手伝いができることが嬉しく、胸を熱くしなが
ら作業に注力しております。快くシェアくださ
る会員みなさまにこの場をお借りして感謝を申
し上げます。 
②HPは、2015年のリニューアル以来、随時改
良を加えてきました。イベントの詳細確認やお
申込み、会員ページもご活用いただけていたら
幸いです。 
今年はあきらさんと担当する10/16の元気アッ
プミーティングで、会員みなさまとZoomを通し
てお話できることも今から楽しみです！ 

 理事 門間 伸 
昨年から新米の理事となりました門間と申しま
す。主に①VP 体験会(第１号事業)の企画及び実
施、②Facebookページとグループ『和』の(共同)
管理人(第３号事業)などを担当しています。 
私はこの５月から、(できるだけ)毎週ないし隔
週、FBグループ『和』に、「ヴァーチューズ内省
のカード」をピックして感じたことや気付いたこ
となどを投稿することにしました。これは、私が
職場(刑務所)でヴァーチューズをお伝えする立場
となってから、ファシリテーターとして日々美徳
を実践していくことの重要性を改めて認識したか
らです。 
FB グループ『和』は、ファシリテーターである
会員のみが参加できる安心・安全の場であるとと
もに、日ごろ忙しくて交流会などの各種行事には
なかなか参加できない方がいつでも、どこでも見
られて、また投稿やコメントできる便利なツール
だと思います。 
今後、会員交流の場として活性化していけたらと
思っていますので、皆さまも是非、お気軽にコメ
ント、あるいは投稿してくださいね！ 
 

会員のひろば 
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今期理事よりメッセージ 
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【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♪ 

 

 

編集後記 

現在５名体制（市川･柳原･風瀬･元木･日髙）で
編集にあたっている美徳新聞。年 3 回の編集会議
で美徳に心の焦点を合わせることから始め、毎号
チームで協力連携して完成を目指しています。
HP のご案内でおなじみ、編集部 6 年目の２人が
担当します。 

美徳新聞編集部 連絡担当のみほりーぬです。 
今号から編集後記でみなさまに美徳新聞ができ
るまでの裏話や日常の一コマ、ふと思ったこと
などお話できればなと思います。 
毎回、編集会議では最初にＶカードをピック
しています。今回は【正義】「正義とは公平で
あるということです」それぞれの正義を尊重し
合える世界が訪れることを願っています。ご寄
稿の時もお気軽にお問合せくださいね。 

＊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 
 

	私がVP名刺に選んだ美徳 『手伝い』 
ヴァーチューズに初めて出会ったのは2004年。まだ本もカードも準備段階で
したが、大内先生が主催されていた「やすらぎのワークショップ」でカードの版
下になる原稿を使って美徳の素晴らしさを教えてくださいました。 
言葉としては知っていた美徳の数々でしたが、カードの内容はそれまでの概念を
覆すような深く優しい気づきがちりばめられていて、「これはどんな人にも伝わ
る役割を持っている！」と興奮したことを覚えています。大内先生は「喜び」の
マークで名刺を作られていました。笑顔満面に話される姿はまさに「喜び」その
ものでした。 
その後ファシリテーターになる方たちが自分の美徳を選んで名刺を作られるよう
になり、そのお手伝いをさせていただくようになったのですが、どの方もその方
にピッタリな美徳を選ばれます。 
私はもちろん〈手伝い〉の美徳！これからも皆さんが大内先生からのバトンを

受け取る〈手伝い〉をしていきたいと思います。 
 藤原 昌子 （2008 東京都 まさこ） 

 
 

藤原 昌子 （2008 東京都 まさこ）  

 

東京のFTが続きまし

た。まだ教材の日本版

が誕生する前の貴重

なエピソード、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 

 


