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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 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、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. ２０２０年頭にあたり 理事長より 
2. リトリートご案内  ／ 昭島市講演会 報告 
3. VP体験会 in九州 「親子で学ぼう こころの教育」開催報告 
4. VP体験会 参加者の声 ／ スタッフメンバーより 
5. 会員のひろば  「シティズンシップとＶP 」／ 「美徳の和を広げたい」 
6. 美徳のシェアリレー  ／ 令和２年度総会案内 ／ メルマガと事務連絡  

 

TVPJ 理事長 市川美紀子 
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 TVPJ 会員の皆さま、お健やかに令和２年を迎え
られたことと思います。 
 東京オリンピック・パラリンピックの開催年でも
ありますが、干支の『庚子（かのえね）』はともに
新しい局面に入るという意味があるそうです。庚は
草木としての成長が止まり、花を咲かせて種子を残
す準備に入る状態。子は種子の中で新しい生命を育
てている状態を表しています。繁栄を予感させるも
のですね。 
 さて、タイトルの言葉は、イエス・キリストの生
誕にまつわるヨハネの手紙一に記された言葉です。
人々が真実の愛に目覚めるために遣わされたイエス
の生誕を待ちわびるクリスマスまでの約４週間をア
ドベントと言いますが、『来たる』とか『到来』を
意味する言葉であり、それは、アドベンチャー（冒
険）の語源でもあります。では、この来たる愛はど
のように私たちに伝えられてきたのでしょうか。 
 親は着るものも着ず、食べるものも食べずに子ど
もの成長のために自分の物を与え、我が子に体を張
って教えるべきことは教え、生を受けて自分のもと
にやってきた子どもに対して全身全霊を以って関わ
る…という姿は、遠い昔のことのように感じること
がしばしばあります。この親の姿は学歴にも経済力
にも裏打ちされたものではありません。 
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誰が見ていなくても、お天道様が見ていると自身の
ことも戒めながら、我が子に大道を行かせようと願
う親の姿に無償の愛を感じたものです。逆に、『あ
なたのために』『あなたを思って』という言動や行
動は、実は自分自身の不安を隠すためのものである
ことも少なくありません。 
 『児童の権利条約』が国連で採択されて、今年で
３０年になります。そのことからユニセフは１１月
に、報告書『岐路に立つ子どもの権利条約』を発表
しました。それは、世界の乳幼児死亡率や、就学年
齢にありながら学校に通えない子どもの割合が減少
してはいますが、最貧困家庭層の子どもの半数が予
防接種を受けられないことや、一部の国の少女たち
は児童婚のリスクに直面する可能性が３０年前より
も高くなっている等の現状から、この国際協力を進
める必要性があるからです。 
 そして、日本国内では児童虐待問題への取り組み
が急がれることは誰の目から見ても明白です。条約
において子どもを養育する家族の重要性について
は、『児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた
発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解の
ある雰囲気の中で成長すべきである…中略』という
ことが記されています。 
 児童相談所の対応ばかりがマイナスのイメージで
報道されることが多いのですが、後追いの対応には
限界があります。愛を知らない大人が大勢輩出され
ているのですから。 
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（巻頭文 以上） 

 

 市の広報誌で「子どもと親の家庭教育講座」の
開催団体の募集記事を見つけたのは GW。さっそ
く休み明けに市役所に企画書を持ち込みました。
すんなりと企画が通り、市役所の方や市川理事長
にご相談させていただき、小学 2・3 年の親子を
ターゲットにした講座内容に決定。 
 市内小学校や施設にチラシ配布をしたり、広報
誌に載せる等、市からの＜協力＞の美徳の応援を
いただき順調に集客ができるかと思いきや、なん
と！開催日が小学校運動会とバッティング！（大
きな誤算！） 
 急きょ、保育園にチラシを貼らせてもらう作戦
に変更したことで、お孫さんの送り迎えにチラシ
を見た祖父母世代にもご来場いただけました。 
 アンケート項目の「３つの質問」には、「人間
の可能性のすばらしさを再確認」「勇気をもらえ
た」「承認するということを意識していきたい」
「自分の美徳を見つけて引き出す。子どもに対し
ても同じように見つけて引き出したい」「自分が
変わるためには、自己の中にある＜美徳の力＞に
気づき、それを強める努力をすること」「身の
丈、骨太、自分をよく知ることが大事」等、たく
さんのうれしいご感想をいただきました。 
 この講座をきっかけに、VP に興味を持ってく
ださった方々が、月一で開催している勉強会に参
加してくださっています。今回初めての講演開催
で、たくさんの不手際がありましたが、来年から
はこの経験を活かして、よりたくさんの身近な人
たちに VPをお届けしていきたいと思います。 

  藤原 昌子(2008 東京都 まさこ) 

ご案内と報告 
 

声 

2019年度TVPJ 
 ヴァーチューズ･リトリート 

～天のペース～ 
 明けましておめでとうございます。TVPJ初の
リトリートのご案内です！ 
 本当のところ、あなたは元気ですか？心身に起
こる様々な出来事…。生きている証でもあるわけ
ですが、大きな出来事は自分でも自覚できたり、
周囲の人にも理解されることがあったりします
ね。ところが、小さな無理や違和感は、自分でも
認識できないまま積み重なっていくことが多いの
です。それらの回復には、癒しが必要です。 
 美しく優しい、大自然に抱かれた空間で心を休
め、自分を見つめてみませんか？ 
 日 時 2020年３月２０日（金祝） 
            ～３月２２日（日）  
 初 日 14:00 受付  15:00 開始 
 最終日 13:30 終了 
 場 所 長野県信州飯綱高原いのちの森｢水輪」    
    （長野駅から車で２０分） 
 講 師 市川美紀子・鈴木るみ子・矢尾こと葉 
 定 員   １２名（最少催行人数10名）	

ワーク参加費 会員 ３９,０００円（税込） 
       一般 ４４,０００円（税込）	
宿泊食事費用  約 ３０,８００円（税込） 
          （2泊3日朝昼夕６食分含む） 

参加申込期間 会員 1月10日（金）～２月末日 
       一般 1月20日（月）～２月末日 

申し込み先 Mobile 080-6511-8734  		
	 	 i.mikiko-8888@softbank.ne.jp（市川） 

※TVPJホームページの最新記事からもどうぞ♪ 

東京 昭島市で VP講座開催！ 
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 その課題に、私たちは愛の本質を確認しながら
VP を学び、その実践者として種まきをしてきまし
た。それには『希望』と『レジリエンス（逆境にさ
らされても適応し、目標達成のために再起する
力）』が有効に働きます。 
 私たちを取り巻く様々な出来事から受け取る恩恵
に感謝し、新しい仲間を歓迎して…ここに愛があり
ます。 
    希望もて、行け！２０２０年 
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 VP体験会 in九州 
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１２月１日（日）佐賀青少年センターにおい
て、ヴァ―チューズ･プロジェクト体験会が開
催されました！ 
午前の部には１５名の方がご参加くださり、
ヴァーチューズ･プロジェクトに初めて触れら
れる方も多数いらっしゃいました。 
ウォーミングアップとして「５２の美徳のう
ち、自分にとって難しいと思う美徳」、「伸ば
していきたいと思う美徳」について考えていた
だき、２人１組になってペア・ワークをしてい
ただきました。次に家庭での実践事例と、少年
院での活用事例のご紹介をし、最後に承認・導
き・修正（ポジティブなサンドウィッチ）につ
いてお伝えしました。 
ご参加の皆様は、本当に熱心に聴き、話して
くださり、その真摯な姿勢と情熱に私たちスタ
ッフ一同もとても勇気づけられました。 
９０分という短い時間では十分に伝えきれな
い部分もありましたが、アンケートには、もっ
と知りたい、もっと広めてほしい等のご意見が
あり、これからも更に頑張っていきたいと思っ
た次第です。 

ＶＰ体験会 『親子で学ぼう こころの教育』 開催報告 

安河内 佳乃 （2014 春 福岡 よっしー） 

 

 今年の２月くらいから、九州のＶＰの仲間で集まって、体験会や交流会など、
何かしたいねという話がありました。 
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午後の部は、第一部・第二部合わせて１９名
の方がご参加くださりました。 
「美徳かるた」では、取り札のイラストが何
の美徳を表しているのか、想像力をフルに働か
せながら、勘のいい皆さんは次々にカードをゲ
ットしていきました。 
「美徳ピッチング」では、数メートル離れた
ところから、美徳が描かれているカードにボー
ルを投げて当てるというシンプルなゲームでし
たが、意外に難しく盛り上がりました。 
最後にグループごとに美徳の承認と、ギフト
を受け取っていただきました。ご参加の皆様の
創造性と喜びでいっぱいの午後でした。 
 今回の体験会をベースに、更により分かりや
すく、実践しやすくお伝えできるよう、ますま
す、私たちかたらんねぇ九州も、楽しみながら
活動の場を広げていきたいと思います！ 
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TVPJ 公式 

３つ折リーフレット

鋭意製作中❣ 

お楽しみに♪ 

親子で学ぼう こころの教育 

参加者アンケートから抜粋したご感想に続き、今回スタッフ

として集結したチーム：ヴァーチューズ・コネクション「かた

らんねぇ九州」メンバーとサポートメンバー全員の感想をひ

とことずつご紹介します♪ 

1

★たまちゃん （志波環恵 佐賀県佐賀市） 

「体験会が九州開催!!」胸が高鳴りました。首
都圏開催が多く、地方在住者は参加が難しいか
らです。午前はみっちり、午後はゲーム感覚で
学びを提供できた満足度の高い体験会となりま
した。メンバーの皆様には何度も佐賀へお越し
くださり感謝で一杯です。佐賀で美徳の種を蒔
くことができ、その芽や花が開くよう活動して
いきたいと思っています。 
★みさおさん （吉武操 福岡県田川郡香春町）  

「楽しく美徳体験をしてもらいたい！」と美徳
かるたの制作と午後の部担当をしました。反省
点は多々ありますが、準備から当日までスタッ
フ全員それぞれの美徳を発揮しつつ「和」の美
徳で無事開催できた事に感謝と喜びでいっぱい
です。 

長塚 孝之 （2016  埼玉県 faruru） 

 

★自分のことを見つめ直す時間になりました。 
★気持ちがザワザワしている時にホッとできる
時間を過ごせました。 
★もっと子どもに分かりやすい言い方、やり
方、伝え方も勉強したいです。 
★このワークは広めるべきです。 
★人として人生としての指針になるものの提供
も必要だと思ってきました。期待に応えてくだ
さるものでした。 
★もっと練習問題などで具体的に学べたら嬉し
いです。 
★人を育成する場、人を生み変えようとする場
ではどんなところでも活用できる。 
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★空人くん （柳川久美子 福岡県飯塚市） 
「かたらんねぇ九州」のイベントに参加できて
とても幸せでした。美徳の言葉を使おうと心が
けると、人はこんなに優しくなれるんだと実感
できる企画でした。準備から本番まで頑張るフ
ァシリテーターの皆様に感謝！感謝です。 
★きょうこさん （梅本恭子 福岡県八女市） 

スタッフの凄い情熱に圧倒され、内容も改めて
学びとなりました。『何か人との関わりに効果
的な技法を得たい』との思いを持たれての参加
者は、やっと出会えたと確信された様子。私自
身もっと実践者でありたいです。 
★のりちゃん （小林則子 福岡県福津市） 
誰もが「美徳のメガネ」をかけて、人や出来事
の中のいいところをさがす幸せを感じて欲し
い！との想いが、このような体験会で実践でき
たことに、九州メンバー、りゅうさんに、ただ
ただ感謝です。遊びを通しての体験会は皆が笑
顔で、やすらぎを感じる素晴らしい空間となり
ました。 
★よっしー （安河内佳乃 福岡県福津市） 
私自身、すっかりヴァーチューズの活動から遠
ざかっていたときに、体験会を九州で！という
プロジェクトが稼働しました。そして九州在住
のファシリテーターの皆さんとつながることが
でき、どれほどの勇気と喜びをもらえたこと
か。これからも広がっていく予感です☆ 
★りゅうさん （柳原逹宏 東京都） 
春から準備を重ねてきた佐賀での体験会、当日
の会場のにぎやかさとすがすがしさは メンバ
ーが喜びとともに開催にコミットした成果だと
深く感じました。まさに、One Team!  
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会員のひろば 

 私は、シティズンシップ教育（市民性教育）
の中で、VP を取り入れています。市民性教育
とは、市民が社会の一員として役割を果たす力
をつけるための教育です。 
ワークショップ形式で、いろいろなテーマの

講座を担当します。例えば、高齢者のためのお
話ボランティア講座。一人暮らしや施設に入所
されている方のお話し相手になる活動をしてい
る方々を対象としたスキルアップ研修でした。
52 の美徳一覧を用いて、活動の中でどのよう
な美徳を発揮しているか、活動をよりよいもの
にするために必要な美徳は何かなどを考え、ペ
アやグループで話し合いました。 
 男女共同参画をテーマにした講座の時は、こ
れまでの人生をふりかえり、男女共同参画の視
点で自分が発揮してきた美徳、発揮できるとよ
かった美徳を考えました。ある参加者は、美徳
一覧を最初に見た時ため息をつかれたので、
「どうされましたか？」とたずねると、「発揮
してきた美徳がない」とおっしゃいました。し
かし、その後のカードピックで出た「自信」の
カードを読んで、自分が果たしてきたことをふ
りかえり、表情が明るくなっていきました。 
 VP は、自発性・内発性を引き出す魅力的な
手法。自発性・内発性は、シティズンシップの
基本です。これからも、VP を取り入れなが
ら、楽しい講座を開催できたらと思っていま
す。 

水上聡子（2007 福井県 satoko） 

 

私は佐賀市教育委員会の家庭教育講座講師を
しており、小学校や中学校の入学説明会時に保
護者向けに講話を行う時には、お子さんへの声
かけには５２の美徳の言葉を使うことをおすす
めしています。また、公民館開催の高齢者講座
や子育て支援講座の講師をお引き受けする場合
には、時間が許す限りワークをさせていただい
ています。 
日本茶インストラクター資格を取得した

2016 年春からは、ヴァーチューズ・プロジェ
クトと日本茶を組み合わせた「夢かふぇ」活動
を始めています。言葉の力で心が健康になり、
日本茶で体が健康になる人を増やしたく、この
組み合わせを考えました。心と体が元気にな
り、一人でも多くの人が心穏やかな日々を過ご
せることを願ったオリジナルワークです。 
 まずは日本茶を飲んでいただきホッと一息つ
いてもらう、その後にヴァーチューズ・ワーク
を行います。活動方法は、公的機関イベントで
ワークショップの出展参加となります。日本茶
は佐賀県産の水出し茶や和紅茶を羊羹とともに
準備しています。「ゆっくりお茶を飲む時間、
仕事を忘れて自分と向き合う時間は心地よかっ
た」の感想をいただくなど満足度の高い評価を
得ることができています。 
家庭では毎日のヴァーチューズ・ピックや

Facebook への投稿、仕事ではキャリアカウン
セリングや高校家庭科(社会人スキル授業)でも
多いに活用しています。 
 佐賀ではヴァーチューズ・プロジェクトの認
知度が低いような気がしますので、日常生活の
中で機会をみつけながらヴァーチューズの和を
広げていきたいと思っています。 

志波環恵（2014 春 佐賀県 たまちゃん） 

当ページは、会員による情熱と創造性に満ちた実践や、

豊かな活動をご紹介しています。分かち合いの場づくり

や、新たなつながりのきっかけになれば嬉しいです。 
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渡辺靖子 （2014 秋 愛知 やっちゃん） 

 

 

 

TVPJ総会のご案内   
     みなさま、こんにちは! 令和2年度の総会
を、次のように予定しております。 

日時 令和2年4月26日(日)10:00～12:00  
場所 せたがや がやがや館  
  東急田園都市線 池尻大橋駅より徒歩 7 分 
      *昨年と同じ場所です。  
当日の午後には、会員の交流会を予定しており
ます。詳しくは、改めてお手紙でご案内いたし
ます。みなさま、どうぞご予定ください。会場
でご一緒いたしましょう!  （担当: 柳原） 

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

＊本 NPO の活動にご賛同いただける方のご入会
を歓迎します。HP よりご連絡ください。  
＊当紙へのご連絡は、HP 問合せフォームまたは
本ページ右下にある【連絡先 E-mail】宛、件名
に「美徳新聞」とご明記の上お送りください。 
＊当紙はHPで一般公開し、会員には郵送ととも
に［会員ページ］にバックナンバーも掲載して
います。 
＊新年度には会員メルマガも［会員ページ］から
ご覧いただけるよう工夫してまいります。 

 

  会員専用メールマガジン始動 

   2020.1.11、会員専用メルマガ（MM）を
スタートし、TVPJ 入会時にご登録いただいたア
ドレスに初号をお届けしました。もうご覧いた
だけましたでしょうか？ 
 半数以上の方には開封いただけたようです
が、未確認の方は受信トレイのチェックをお願
いします。尚、一斉配信という性質上、迷惑メ
ールに振り分けられる可能性もありますので併
せてそちらもご確認くださいませ。 
 また、携帯アドレスをご登録の方は、プロバ
イダでパソコンアドレスのメールは受信拒否す
る場合もあります。この機会に TVPJ 代表アド
レス【virtues.japan@gmail.com】からのメー
ルを受け取れるよう設定変更のお手続きをよろ
しくお願いいたします。 
 登録アドレスの更新が必要な方は代表 E-mail
に新アドレスをご連絡ください。届いたメルマ
ガへの返信でも連絡可能です。（担当：田口） 

事 務 連 絡

 2020年、多くの人と美徳を分かち合うのを助けてくれる美徳は『信頼』 
 このカードの「私たちが操作しなくとも（中略）正しいことがなされるだろうと
確信することです」という言葉が私の心に響き、美徳の力に改めて気づかされまし
た。美徳の活用法は、ワークショップで学べばより鮮明なものになります。 
 ですが、たとえそういった知識がなくても、美徳は誰の心にもあり、いつでも動
いているのだと（だからワークショップに「呼び起こす」という表現が入っている
のですよね）。そう思えば、日常で美徳を生きるのも、職場のやりとりで美徳を使
うのも、周りと美徳を分かち合う大切な活動になるのだと私は感じました。 
 そしてまた、美徳を分かち合うのに困難や壁を感じたら、ここに集う仲間を信頼
して、力を貸してもらえばいい。この「信頼」のカードは、そんなことも教えてく
れていると思いました。みなさんの中でこのカードがピンときましたら、ぜひ
2020年、美徳を広めていくのに「信頼」の力を活用していただければ幸いです。 

      ＊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♪ 

ヴァーチューズ・カードの気づきをリレー形式でシェアするこの企画。オリンピックイヤーの今年、

バトンは九州を飛び出し愛知県へ！ やっちゃん、お願いします☆( ´ ▽ ` )ﾉ  

次回美徳のバトンは、

中部地方から関東へ

渡り、千葉県の佐山曜

子さんがキャッチ☆彡 

ようちゃん、気づき、感

じたことなどご寄稿よろ

しくお 願 いし ます♪

（400字以内） 

＊会員のみなさま、お振込み時には当年度会費納
入（１年分）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  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。 


