
話し合っても

平行線で
ウンザリ
……

怒りや
悲しみで
何も手に
付かない

我慢しさえす
れば、この場は
おさまるはず
…（でも釈

然
としない）

私が

こんな悩みをNVC（非暴力コミュ
ニケーション）で

 乗り越えつつある人が増えています。
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怒りも、悲しみも、歓喜も、平安も……　
いまここで揺れ動く自分の気持ち、相手の気持ち
に目を向け、その奥で輝く“いのち”を大切に扱
うＮＶＣは、人と人の「つながりの質」を高める
コミュニケーション方法。日常的な家族関係の改
善から、国際紛争の解決にまで使われています。

国際経験豊富なＣＮＶＣ認定トレーナー、マンス
キー夫妻のリードで、「対立」や「争い」、「無関心」
さえも建設的なエネルギーに転換するＮＶＣを、
体験的に学んでみませんか？

NVCジムジョリジャパン・ツアー2014運営委員会
全体オーガナイザー　川口久美子、後藤剛

人と人との関係に
いのちを吹き込むNVC

(Nonviolent 
Communication)

エ ヌ・ヴ ィ・シ ー

  だから伝わる、わかりあえる。

【ＮＶＣとは】心理学者のマーシャル・ロー
ゼンバーグ博士が体系化したコミュニケーショ
ン方法。「観察」「感情」「必要」「要求」の
４要素に注目しながら、自分の、また、相手の
内側にある大切な思いを丁寧に扱い、ともに平
和を創りだします。非暴力コミュニケーション。

ジム&ジョリ日本縦断ワークショップツアー2014

全国のワークショップ、
日本で初めて開催さ
れるNVCのＩＩＴにつ
いての情報は裏面を
ご覧下さい。

■ 1970年代から平和を生みだすための各種トレーニング、調停、ファシリテー
ション、組織開発を提供、またコンサルタント、メンター（助言者）として活躍
してきました。その働きは、ビジネスの現場、コミュニティグループ、行政、
NGO、任意団体などさまざまな場に及んでいます。
■ 2003年以来CNVC（センター ・ フォー ・ ノンバイオレントコミュニケーション）の認定トレー
ナーとしてNVCを教え、ジョリは2005～08年までCNVCの理事を務め、ジムは
多数の国際的イベントを企画し2008～09年にはNVCの創始者マーシャル・ロー
ゼンバーグと共に講師を務めました。ハワイ州、マウイ島在住。今回は、昨年に
続き２度目の来日。　　　 ＊マンスキー夫妻のサイト　http://radicalcompassion.com/（英語）

講師ジムとジョリ・マンスキー夫妻について

詳 細 は
こちらを
チェック
http://jimjori2014.wix.com/main
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12月に山梨県の清里で、日本で
初めてNVCのIIT（国際集中訓練
合宿）が開催されます。ジムと
ジョリは今回の講師料を全額、
I ITの奨学金として寄付します。
それは「金銭的な理由でNVCの
学びを躊躇せざるを得ない人」に
奨学金を用意することで、より多
様なバックグラウンドを持つ
人々が共にNVCを学ぶことがで
きるようにするためです。

今回の全てのイベントは
IIT奨学金の基金集めの
ために行われます

複数の認定トレーナーとNVCを
学ぶ仲間たちが世界各地から集
まって、生活を共にしつつ、すべ
てのニーズが大切にされる世界
の創造を目指す９日間の合宿。
CNVCの主催により毎年数回実
施されています。
2014年12月には日本で初めて
開催。NVCを深く体験したい方
はどなたでも参加できます。

IIT（アイ・アイ
・ティー）

国際集中訓練合宿とは

＊IITについて、詳しくはこちらをご覧ください。
　http://www.cnvc.org/ja/japan-december-2014-iit 
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参考書籍 『NVC 人と人との
関係にいのちを吹き込む法』
マーシャル・ローゼンバーグ著／
安納献監訳（日本経済新聞出版
社）1800円＋税

Japan  Tour♪
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■ お問い合わせ先
jimjori2014@gmail.com
インターネットを使わない方は、FAX03-6893-0595
宛に「参加希望エリア・日時」「お名前・よみがな」
「FAX番号、連絡のとれる電話番号」「問合せ内容」
を記入してお送りください。折り返し連絡いたします。

■ 全国スケジュールの詳細は
http://jimjori2014.wix.com/main
参加申し込み方法は各地で異なる場合があります。
上記サイト、またはお問い合せにてご確認ください。

個別の連絡先がない会場への
お問合せは、下記の代表メール
もしくはFAX番号へ。

北海道
10/22(水) 19:00-21:00
ともに働く、ともに暮らす、ともに生きる　
NVCで開け、コミュニケーションの扉
￥  3,500円、他
★  さっぽろ大通コワーキングスペース「ドリノキ」
◎  090-9757-2830（フジワラ）　

新潟
10/24(金) 13:00-16:00　18:00-21:00
非暴力コミュニケーション（NVC）で開く未来
第１部『心の扉を開く～NVCの基本』
第２部『見えない壁を超える～社会貢献、社会変革を
目指す人へ』

￥  一般1,2部　各3,000円、他　学生無料
★  新潟国際情報大学中央キャンパス９F
◎  070-5468-3899（三村）

東京１
10/19(日) 14:00-17:00　18:30-21:30
だから伝わる、わかりあえる！ 人間関係が
ぐっと楽になるNVCワークショップ
第１部『家族関係にNVCを生かそう』
第２部『共感力を身につける　NVCの基本を実践』

￥  1,2部各7,000円、通し13,000円、他
★  世田谷区経堂地区会館第三会議室
◎  http://ptix.co/1nx4g3G　

東京２
10/26(日) 10:00-17:00
私たち大丈夫？ と感じたときにできること
～コミュニティにつながりを取り戻す
￥  15,000円、他
★  富坂キリスト教センター１号館会議室
◎  http://ptix.co/1qrDrCF

東京３
10/27(月) 13:00-17:00
最短で核心へ！～「共感」で対人セッション
スキルをアップする（プロフェッショナル向け）
￥  32,000円、他
★  ウエスレーセンター（南青山）
◎  http://jj1027. peatix.com/
　　後援：公益財団法人Wesley Foundation

東京４
10/27(月) 19:00-21:30
明日をつくる組織そのものを生き生きさせ
よう～NVCで開く未来
￥  6,500円
★  ウェスレーセンター（南青山）
◎  http://jj1027-2.peatix.com/
　　後援：公益財団法人Wesley Foundation

愛知・東海（名古屋）
10/18(土) 10:00-17:00
ジム＆ジョリ NVC（非暴力コミュニケーショ
ン）＠名古屋～共感が創り出す 安心の関係
￥  10,000円、他
★  名古屋ポートビル 2階 会議室B または C
◎  http://kokucheese.com/event/index/211228/
      jj.nagoya.2014@gmail.com

大阪
10/12(日) 10:00-16:30
ゲゲッ！人間関係の危機、どう切り抜ける？！
～対立や葛藤をきっかけに、お互いの理解
を深め、よりよい関係を築く
￥  11,000円、他
★  ドーンセンター(１Fパフォーマンススペース)
◎  080-3420-3189（石井）　

奈良１
10/09(木) 14:00-10/11(土) 9:30 2泊3日
大和エネルギーに身を浸す「癒しのパワー
スポット巡り」と「調停（メディエーション）ミ
ニワーク」のリトリート
￥  26,000円、他
★  奈良県山添村の戸建別荘
◎  070-5345-7136（池田）　
　  nvc-nara@excite.co.jp

奈良２
10/11(土) 10:30-17:00
ありのままの私を祝福する～怒りも嘆きも
喜びも
￥  10,000円、他
★  奈良県文化会館
◎  070-5345-7136（池田）
　  nvc-nara@excite.co.jp

岡山
10/15(水) 13:00-17:00
だから伝わる、わかりあえる！ 人間関係が
ぐっと楽になるNVCワークショップ
￥  6,000円、他
★  最上稲荷奥の院
◎  hareruyayuyu@gmail.com（逢澤）

福岡
10/13(月) 11:00-18:00
だから伝わる、わかりあえる！ 人間関係が
ぐっと楽になるNVCワークショップ
￥  13,000円、他
★  リファレンス駅東ビル 5階 V-4会議室
◎  http://ptix.co/1ueSjFH
　  nvc.fukuoka@gmail.com

今回のツアーは、北海道か
ら九州までの８カ所を回り
ます。お近くの会場を見つ
けて是非ご参加下さい！

￥＝参加費
　　（他とある場合は、
　　　早割、学割等あり）

★＝会場
◎＝申込、詳細問合せ

奈良

大阪岡山
福岡

愛知・東海
（名古屋）

東京

北海道

新潟


