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メディアの関心は女性のアルコホーリク？
昨年からメディア、特にテレビ報道からの取材が相次
いでＪＳＯに飛び込んできた。一昨年のＮＨＫ教育Ｔ
Ｖ「人間ゆうゆう」の反響は非常に大きなものであっ
たことで、メディアの力を再認識 させてもらったこと
は記憶に新しい 。。そして、その夏にやってきたグレッ
グ・Ｍ ニューヨークＧＳＯ所長からも メディア の活
用についての 提案をいただいた。伝統に則って、原理
を忘れることなくできる 限りの協力をして行く対応策
をとってきたが、民間放送局にとってはなかなか 難し
い部分もあったようだ。制作会社 のプロデューサー、
ディレクター はアノニミティなどＡＡの原理、プログ
ラムへの関心は強く、理解が得られているように 感じ
た。しかし商業ベースの番組作りという 枠の中で苦労
されていることも事実のようである。
昨年放映に至った番組は９月にフジＴＶ、１１月にテ
レビ朝日とあったが、地方局の制作もいくつかあった
ことが報告されている。
また、昨年朝日新聞社の雑誌「アエラ」の誌面にヤン
グミーティングの紹介記事が掲載されたことでいくつ
かの取材が入ってきた。
ＪＳＯの基本的なスタンスは、ＡＡを理解していただ
いた上でできる限りの協力をさせていただくことであ
る。ほとんどの場合、電話での問合せから始まり、次
にＪＳＯに来ていただいている。そこで 、資料などを
使ってＡＡのプログラム を知ってもらい 、できればミ
ーティングへの参加もお願いする。
オープンミーティングに一緒に行ってＡＡの姿をみて
もらうことで理解は大きく進んで来ると思う。
メンバーの中にはマスコミやメディアへのアレルギー
を持つ人も少なくないと 思うので 、オープンミーティ
ングとはいえ 、メディア 関係者のミーティング参加に
は少し気を使う必要もあるだろう。
今、メディア 関係者の目は女性、若者へ向いているよ
うである。1997 年のメンバーシップサーヴェイ では女
性の割合は 18.2 ％であったが、2001 年には 20.4 ％にな
っている。実際にはもう 少し比率が高いような感触は

もすることに

あるが、それにしても 確実に増えてい
るのは事実だ。
また、４０歳以下の世代では女性の比率の方が多いこ
ともあってミーティング以外のＡＡの集まりなどで女
性メンバーの姿が多く見られるのは当然のことではあ
る。
しばらく前まではアルコール依存症者（アルコール中
毒者）は中年男性の特徴的な症状のような一般常識、
社会通念があったように思う。しかし、女性の社会進
出や経済成長 に伴う家庭環境の変化からキッチンドリ
ンカーと呼ばれる主婦層の問題飲酒者の出現、アルコ
ール飲料の多様化などで女性がアルコールに接する機
会は増えていく一方で、当然のようにアルコール に問
題を持つ人も多くなってきたと考える。
もちろん以前からもこの問題は存在していたと思うが、
この病気（アルコール 依存症）特有の道徳観、倫理観
からの対処法 で周囲によって隠されることが多く、顕
在化が遅れていたのではないだろうか。
アルコールの専門病院 やクリニックが増え、自助グル
ープにつながって回復して行く姿が少しずつではある
が社会の中で認知されてきたことが女性メンバー の増
加要因の一つだと思う。
アメリカ･カナダ のメンバーシップサーヴェイではおよ
そ 33 〜 34 ％で三人に一人は女性という報告がされて
いる。
マスコミ、メディアが関心を寄せるのはそれだけ 問題
が出てきているからだろうと思う。できることがあれ
ば積極的に協力して行くこととで多くの未だ苦しんで
いる本人、家族を始めとする周囲の皆さんにＡＡの存
在を知っていただく機会が増えるものと考える。
アノニミティ の原理を慎重に捉え、ＡＡ のプログラム
がアルコール 依存症からの回復に有効な方法であるこ
とを伝えられるのは、私達一人一人であることをもう
一度考えて見たい。メンバーそれぞれの 活動がＡＡを
社会資源として認知されていくことの大きな意味を持
っているのだと思う。

ＪＳＯアルバイトについて
グループに送付した情報で募集をいたしましたＪＳＯのアルバイトスタッフが決まりました。水谷さん
は湘南グループ（神奈川県）のメンバーで若く明るい女性です。会計作業が主な業務ですが電話の応対
も していただくことになります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

（２）
の秘密をわたしたちは明かさないからである。わたしたちは、
そこで分かち合われた回復の話だけを自分のものにしてい
る。
グループの中では、自分の姓名を名乗ることも、連絡先を教
えることも、一切明かさないことも、その人の自由である。
ほとんど毎日、何らかの郵送物が届いてくる。ＡＡの共同体 どこまで自分のプライバシーを明かすかは自分で決められ
の中の情報、個人的な情報や問合せ．各種事務連絡、ＡＡ以 る。
《公の場でのアノミニティ》
外のところから送られてくる様々な情報など。
ＡＡメンバーとしてマスコミに出る場合、顔を見せること
その内容を紹介すると共に、この情報を活用して行くアイデ
と姓名を名乗ることはしない。 ＡＡ以外の機関が主催する
ィアもお聞かせ願えればと思う。
公の会合でＡＡメンバーとして話をする際も、フルネームは
ホームページをご存知だろうか。もっともパソコンがあって、 出さない。いずれの場合も、ＡＡを代弁するのではなく、一
通信接続がされていることが前提ですべてのメンバー、グル 人のメンバーとして話をする。なお、ＡＡメンバーであるこ
ープに環境が整ってはいないと考えるが、その内容を簡単に とを表明しない限りは、マスコミに出ても、公の場で自分の
姓名や立場を明かしても、伝統に反するものではない。
説明させてもらう。
「A.A.at a glance」
「アノミニティをご存知ですか」
「Ａ
まず序文（プレアンブル）が掲載されたページが現れ、以下 【以上、
Ａグループ」から抜粋】
の目次がついている。
お酒を止めたい ＡＡを知らない一般の方々にも、理解し ◎ こちらＡＡ―「専門家の皆様へのニューズレター」と「メ
ンバーシップサーヴェイ 2001」を PDF ファイルで掲載。
知って頂く為の書籍、パンフレット類です。
◎ＡＡに御用は？ ― 12 の質問（ＡＡのアルコール問題の質 ◎ ＡＡの書籍と出版物・新刊案内
◎ 各地のＡＡサービスオフィス―ＡＡと連絡をとるために
問）全文が載っている。
◎ＡＡについての素朴な疑問 ―「いくたびもの出会いを重 ◎ 全国ＡＡミーティング 会場リスト 全国のミーティング
会場の住所案内が掲載されている。
ねて P122-P131 に集録」を掲載。
（ＡＡって具体的にどういうところで、何をするところなの ◎ 各地のイベント案内 毎月更新しておよそ 3 ヶ月分を掲
か、今ひとつ判らない。本当にそんなところに行って飲むの 載している 。（ボックス 916 のカレンダー情報がベースにな
をやめられるのか、誰かに聞きたくっても、そんなこと聞い っている。）
ちゃいけないような気がするし・・・・。宗教じゃないって ◎ ニューヨークＧＳＯのホームページとリンクしている 。
いう割りには、教会で集まっていることが多いし・・・・。 以上のようなホームページでＡＡの情報を広く伝えて行こう
だれもが抱くそんな素朴な疑問について、答えを探すきっか と考えている。まだ開いていない 方は是非一度ご覧いただけ
るようお願いしたい。
けを紹介したページです。
でも、これはあくまでも"きっかけ"で す 。１００人いれば、 次は郵送やＦＡＸで送られてくる情報の案内をしよう。
１００通りの解決方法があるでしょう。だから、ひとりひと 定期的に送られてくる各地域の情報は、ほとんどが各セント
りが自分に一番合ったやり方をＡＡの中から探り出すために ラルオフィスによって様々なものが一括してやってくる。各
も、ぜひこの「素朴な疑問」のページをきっかけにして、た 委員会の議事録、セントラルオフィスや地域委員会の収支報
告、地域、地区、グループのフォーラム、ミーティング、イ
くさんのＡＡの経験を引き出していってください。）
◎ ＡＡ（アルコホーリクス・アノニマス）とは？ 以下の ベントの案内や周年記念イベントの紹介などなど。
また、各地域、地区、グループから直接案内が送られてくる
ように説明をしている。
ことも、ＦＡＸが送られてくることもある。送っていただい
た案内は掲示板に吊ってＪＳＯ来訪者の目にとまるようにし
『アノニミティについて』
《アルコホーリクス・アノニマスはなぜ「アノニマス（無名 ている。
また、メンバーからの問合せや質問などにもお応えし、でき
にとどまる）なのか》
無名であることはＡＡの霊的な基盤となっている。一人一 る限りのサービスに努めている。
人が無名にとどまることによって、ＡＡの集まりを個人支配 日本の外からの情報も頻繁に届く。ニューヨークＧＳＯを始
からまぬがれさせ、ＡＡの回復・一体性・サービスの原理を めイギリス、アイルランド、ドイツ、フィンランド、ブラジ
あくまでも優先させることを可能にする。
ＡＡは同等の ル、オーストラリアなどのＧＳＯからニューズレターや機関
立場の人間の集まりである。 わたしたちは、ＡＡの回復の 紙などが届けられている。その他の国々からも記念集会やラ
プログラムを多くの人に知ってもらおうと、力を尽くして努 ウンドアップの案内などが届けられる。イベントの案内はＢ
めているが、ここに参加する個人を知ってもらおうとはしな ＯＸ９１６のＪＳＯコーナーに載せている。英語以外の言葉
い。
したがって、新聞、ラジオ、テレビ、映画など、マ に関してはボランティアの力が必要ではあるが、貴重な資料
スコミや公の場でＡＡメンバー個人の名前を出すことはな として活用している。
い。 このようにして、メンバーのプライバシーは守られ、 ＡＡの周りからの情報もとても多い。同じプログラムを使っ
更には、個人として認められたいというエゴに歯止めがかけ ている自助グループや他の自助グループから、また出版関係
医療機関や福祉関係機関などからの案内や情報が毎日のよう
られ、全員が平等であることが明確にされる。
に届けられている。
《グループでのアノミニティ》
ＡＡに足を運んできた人の個人のプライバシーは確実に守 このような情報は直接メンバー、グル
られるよう、わたしたちは、お互いに最大の努力を払ってい ープに届けることはできないものの、
る。お互いのプライバシーを守る約束も、アノミニティの意 もし欲しい情報があれば問い合わせて
味の一つであり、ＡＡミーティングで一人一人が自分の飲酒 もらいたい。できる範囲での対応をし
ＪＳＯ
のトラブルにまつわる話ができるのも、そこで話された個人 て行きたいと考えている。

ＪＳＯに届けられるたくさんの情報と発
信情報について

（ ３）

国際協力献金のお願い
１９３５年６月１０日― AA 創始者の一人ドクター・ボブの
『今日一日』が始まった。そして、１９５０年まで「私たち
のプログラムとは愛とサービスだ」と言って、AA のメッセ
ージを運びつづけた。
もし、ビルとボブの出会いがなかったら ､私たちの 穏やかな
『今日一日』もなかった 。そして、１９３９年の春､まだ名
前すらなかった約１００人ほどのメンバーが自分たちの『飲
まない体験を知らせる決意によって 「アルコホーリクス ･ア
ノニマス（ビックブック）」が発刊された。
１９６５年トロント
「国際コンベンション宣言」
誰かが､どこかで助けを求めたら､必ずそこに AA の(愛)手が
あるようにしたい。それは私の責任だ。
私たちは AA プログラムの実践で回復が達成可能であること
が確実に分かっている。また、アルコホリズムには境界線が
なく、人種や階級の隔たりなく人々を襲う病気であることも
分かっている。
第１２回 WSM 報告書(p １２)記述より
「わたしたちが選ばれたのは」神は他のアルコホーリクの回
復を助ける力を､学者や政治家でもなく 夫人たちや 母親たち
でもなく ､おまえを 選んだ。それはお前が世の中で見捨てら
れたものだからである。そこら中にアルコホーリクの孤独な
心から出る悲惨な叫びが聞こえないか？
おまえならそれを聞き分けてくれるとわたしはおもったの
だ。
「これが真実と考えられれば、まだ苦しんでいる仲間のアル
コホーリクを癒す手助けができる「特権」が神から与えられ
たということが無条件で確信できるだろう」と報告されてい
る。さらに、
報告書(p １３)に
１９４０年の初めから､この活動を実践する重責は､ニューヨ
ークのＧＳＯが担ってきた。それによって、この地球の果て
までもＡＡのメッセージが運ばれた。２百万人もの人たちが
死や苦しみを宣告されたアルコホリズムの牢獄から抜け出す
ことができた。このような世界的サービスをニューヨークの
ＧＳＯの特権のままにしておいてよいのだろうか？ それで
は､サービス機構を備えた国々が、この特権を分ち合う責任
を回避しているのではないだろうか？ 世界的にメッセージ
を運ぶ活動の役割を公平に分担する時期がもうそこまで来て
いることをここに出席した方々は同意してくれると思う。
１９６６年１０月ビルがＷＳＭ開催構想を常任理事会にアプ
ローチし、１９６９年に各国にこの構想の書簡を送り、第１
回ＷＳＭがスタートし、
1990 年第１１回ＷＳＭで、ＡＡ文書の翻訳､出版､販売が財政
上できない国を援助するために 、「国際出版基金」が創設さ
れたのです。
「２００１年Ａ０ＳＭ」の報告で、ＡＡは１５０か国以上に
存在し、ビックブックは４４か国語に翻訳され、カンボジア
語､スロバキア語､インドネシア語､中国語への翻訳が進行中。
１２ステップと１２の伝統の本は１５か国語以上 で出版さ
れ､ＡＡのパンフレットは、ビルマ 語､ヘブライ語､トルコ語
の新しい翻訳を含め、８８か国語で入手できるようになつた。
と報告されています。
私は、自立という「伝統７」によつて、ＡＡはほかとは違っ
た全くユニークな集まりであり、そして「自立」とは、ＡＡ
のメンバーである私が「献金」することを意味していると理
解しています。
昨年に全国のＡＡメンバーから寄せられた「国際協力献金」

で、韓国ＧＳ０所長、幹事、財務、インターグループ議長の
４名の方を「日本評議会」に招待することができました。「こ
の分ち合いを母国に持ち帰り、韓国ＡＡのフェローシップに
役立たせます」と、力強いメッセージを残して帰国しました。
今年６月香港で開催する「アジア／オセアニア･サービス･ミ
ーティング」にモンゴルＡＡのメンバーからのうれしい支援
依頼のメールが JSO に飛び込んできました。
私、「今井」は、今回の『国際協力献金 』を「特権月間 」と
して「献金」しようと思っています。全国の AA メンバーの
ひとり一人が、この「国際協力献金」に自分なりの「テーマ
月間」を決め、「献金」していただけたらと、願っています。
「献金」をお願いする期間は、６月 10 日を挟んでの 6 月 8
日から 15 日間といたしました。ご協力よろしくお願いしま
す。
ＷＳＭ評議員 今井

モンゴルとの通信
2 月 23 日、ＪＳＯのホームページに 1 通のメールが入ってき
ました。モンゴルからのメールでした。
さっそく返信をして通信が始まりました。以下にメールの内
容の一部をお知らせし、6 月の国際協力献金へ温かい協力を
お願いしたいと思います。

素晴らしいお便りをいただき、何といってよいか・・・
ご親切なお知らせをありがとうございます。
モンゴルのＡＡについて少し紹介させていただきます。ＡＡ
のミーティングは 1998 年に始まりました。現在、全国で 1500
人以上のメンバーと 26 のグループが存在しています。
モンゴルの人口は 240 万人であることを考慮してください。
モンゴルのＡＡセントラル ・オフィスは 2001 年に設けられ
ています。
いくつか抱えている問題があります。
例えばですが：
ブックレットやＡＡの他の資料の翻訳がありません。翻訳料
が高額です。ＡＡの国際的なミーティング、大会などの経験
と技能が不足しており、参加したのも数えるほどです。等々。
香港で開催されるＡＡの第 5 回ＡＯＳＭにはとても参加した
く思っています。参加するに当たってのスポンサーに関して、
ご提案をいただけないでしょうか？ （翻 訳；ＪＳＯ）
Ｔｙｍｅｅ（Ｔｕｍｅｎｄｅｍｂｅｒｅｌ）
ＡＯＳＭ事務局のオーストラリアのアンに相談をして、日本
ができるだけのバックアップをして行こうとＷＳＭ評議員
（野村、今井）から常任理事会へ申し入れがありました。
今、ニュージーランドとも相談をして何とかＡＯＳＭ（アジ
ア･オセアニアサービスミーティング）への参加を実現させ
たいと考えています。（ＵＳ＄ 2000 ぐらいの経費が必要にな
ると考えています。）
モンゴルからはミーティングのスケジュールも届けられてい
ます。首都ウランバートルでは 6 ヶ所のミーティング会場で
月曜日から金曜日までミーティングが行なわれているとのこ
とです。
地方でも 19 ヶ所のミーティングが開かれています。詳細に
ついてはＪＳＯにご連絡ください。
ＡＯＳＭ（ アジア･オセアニアサービスミーティング）は 7
月の 6、7、8 日に香港で開催を予定されていますが、どうも
困ったことに「ＳＡＲＳ」がどのようになるか心配をしてい
るところです。
ＪＳＯ

（４）

常任理事選挙のお知らせ
2003 年度で任期が終了する東日本圏選出の金田理事（出版担当）、全体サービス選出の木村理事（議長、ＢＯＸ 916 担当）、
伊藤理事（財務担当）の後任を選出する選挙が行なわれます。
もうすぐ各グループに選挙管理委員会から告示が送られますが、地域評議員がこの選挙の有権者になっています。予定では 6
月末からの選挙になると思います。どうぞ日本の全体サービスの役割りを担う常任理事の選出に関心を持って見守っていた
だきたいと思います。

中四国地域集会参加報告書

「評議会の良心」

評議会議事委員会：細野、荒井
第７回全国評議会が２月９〜１１日に、中四国地域評議員２名とＡ類常任理事１名が
ワールドサービス社 の許可 のもと 再録
欠席という状況で開催されました。開催宣言後直に議事委員会議長より「中四国地域
の評議員が出席出来ないため、Ａ類常任理事が参加された時に投票権のバランスが崩れてしまうのでどの様に扱うか？」と
緊急動議が出されました。議事委員会として事前に評議会前の評議員オリエンテーションの中で、「今回中四国地域では臨
時地域集会を開くなどをして精一杯の努力をされたが、いろいろな地域の事情により評議員の選出が出来ず今回は不参加に
なった」と経緯を説明し話し合う機会を持ちました。話し合った結果 、「不参加」と言う表現は止めて「欠員」と言う表現
しよう！それは、欠席していても今評議会の中に中四国地域の存在は在るのだからという意見でまとまり、それならば、こ
の評議会の内容を中四国のメンバーにどうやって伝えるのか？という課題を残しました。評議会では、結局、緊急動議の必
要は無いと意見がまとまり動議は取り下げられました。
その後、課題の「中四国地域のメンバーにどうやって伝えるか？」を下記の流れで話し合い、３月１５日（土）開催された
中四国地域集会に議事委員会議長：細野評議員と私の２名がオブサーバーとして参加することが出来ました。
評議員会：重要な内容なので分科会の議事委員会で話合い全体会議で報告する
分科会 ：①この３日間の速報を地域委員会議長宛に送付②中四国地域委員会・地域集会・ラウンドアップ等で日程調査、
出向ける評議員に託す。③今年度中に評議員の選出が成された場合、従来担当するはずだった委員会を担当してもらう。④
評議会報告と評議員選出の呼びかけに行く費用評議員４名分の予算請求。全体会議：①〜③は承認され、④は予算が承認さ
れた。
中四国地域集会では評議会の良心を伝え、評議会報告と評議員の選出のお願いをさせて頂いたところ、幸いにも評議員１名
の立候補がありその場で信任投票となり２００３年度前期評議員が選出されました。その後、分担金の説明、広報・病院施
設委員の選出、３０周年記念誌編集の協力のお願いをさせて頂き地域集会メンバーと話合い、評議会の一部分を理解して頂
けたと感じました。駅までの帰り道を車で送ってくださったメンバーが「評議員の必要性をこれまで感じていなかったけれ
ど、具体的にハッキリと理解したわけでは無いが今回の件で評議員が必要だと感じました」と話をしてもらい、評議会の良
心の一部は届けられたように感じました。
細野議長と共に他地域の集会に参加させて頂きその地域の現状を一緒に話合う事ができ、またＡＡメンバーの献金でこの素
晴らしい機会を与えられた事に感謝させて頂きます。

福岡サービスフォーラムのお知らせ
10 月 3、4、5 日に福岡で第 4 回全国サービスフォーラムが開催さ
れる。
実行委員会のメンバー がプログラムなどに知恵を絞っているとこ
ろだ。サービスフォーラムも中部北陸（名古屋）、北海道（札幌）、
東北（郡山）と回を重ねてきた。
サービス の喜びを分かち合うという大きなテーマのもとに全体サ
ービス（ゼネラルサービス ）とは何なのか？自分の回復とどのよ
うな関係があるのか？たくさんの全国から集まったメンバー と共
にＡＡと出会えたこと 、共に生きて行くことの 喜びが伝えられて
きた。
問題があれば解決の糸口が見つかるかも、うまく行った経験を聞
くことができるかも･･････様々な分かち合いが、今年も全国から
多くの参加者のもとに行われることを期待する。

第４回全国サービスフォーラム
in 福岡 2003
１０月３(金）４（土）５（日）
アクシオン福岡
福岡市博多区東平尾公園2‑1‑3
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