2014 年 8 月 20 日

Alcoholics Anonymous
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ＡＡ日本ニューズレターNo.167
ＡＡ日本４０周年記念集会特集号

「テーマ: まだ出会っていない仲間たちへ」

■ＡＡ日本 40 周年記念大会の盛会に向けて
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横浜市こころの健康相談センター センター長 白川 教人
ＡＡ日本の 40 周年記念大会の開催を心よりお喜び申し上げます。また、日頃より横浜市に在住するアルコール依存症の方々の回復へ
のご尽力に、そして、横浜で開催いただくことに心から感謝いたします。横浜市といたしましても、40 周年記念大会にできる限りの協力をさ
せて頂きたいと思っております。
この度の文章の依頼は、横浜市の精神保健福祉センター長としてではなく、かつて久里浜病院というアルコール医療現場で臨床をして
いた私事によると考えています。私は、先頃開催された「アルコール健康障害対策推進の集い in 東京」に 2 人の息子を連れて参加しました。
休憩の際に、かつて主治医をした際にＡＡに繋がり回復した方々に久々にお会いすることができ、息子たちの前で「昔お父さんに命を救っ
てもらったんだよ」という言葉もいただきました。ここ 10 年、私の白衣姿を見ていない息子たちは、「やはり、お父さんお医者さんなんだね」と
いう言葉を発しました。私自身も真摯に臨床に取り組んできたことを評価され誇らしくもありました。改めてＡＡの回復継続への力を実感した
瞬間でした。
今更改めていう必要はないとは思いますが、アルコール依存症の継続的な回復は医療のみでは中々難しい所があり、医療と自助グルー
プの協力は不可欠です。安定した回復に力を発揮するＡＡ日本の 40 周年記念大会が盛大に執り行われることを切に願っております。
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■プログラム ピックアップ
:+:-:+:-:+:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+-:+:-:+:-:+:４０周年実行委員会 プログラム担当 森田

を運ぶというただ一つの目的のために存在します。そしてたくさんの
国からこの 40 周年記念集会のために海外のメンバーが集まります。
アメリカ・カナダの AA は 80 周年、日本はようやくその半分の 40 周
年にたどり着きました。

AA 日本ニューズレターの本号では、来年 2 月に神奈川県民ホール

行進が終わりましたら、地域の代表者に簡単なスピーチをしていた

と横浜開港記念館で開催される AA 日本 40 周年記念集会のおもな

だきます。この大会場で一堂に会することができたことで、一体性が

プログラムをピックアップし、その見どころを紹介します。（３頁にプログ

高まることでしょう。

ラム全体を掲載しています。ご利用ください。）

「国際ミーティング・私は日本で AA と出会った」第二日 9:30～
「フラッグ行進」第一日 19:00～

12:00

メイン会場は 2,432 名の収容人員を誇る、神奈川県民ホールの大

この AA 日本 40 周年記念集会のプログラムは、ドメスティックな国

ホールです。コンサート会場としても使われるこの 2 階席、3 階席もあ

内のラウンドアップなどのローカルイベントとは異なり、国際コンベン

るビッグミーティングで、初日のクライマックスがこれ、フラッグ行進で

ションです。日本がアメリカ・カナダの先行く AA メンバーに支えられ

す。オリンピックで各国代表者が行進するのをテレビでご覧になると

てミーティングを始められたこと、その結果としてわが国に AA が根

思いますが、この AA 版を当会場で行います。

付き、現在多くの仲間が新しい飲まない生き方をはじめることができ

19:00 以降の夜の時間を割いて、われわれ自身の共同体を紹介し

ていることは、この国際協力の関係なしにはありえないことです。

ていきます。本当は国内 500 を超えるグループと当日海外から来て

そしてこうして日本に AA が発展し続けていることによって、海外の

くださったメンバー全員を紹介したいところですが、そうすると丸々

メンバーにも恩恵があります。たまたま来日して日本で生活している

一日かかってしまいますので、涙を飲んで各都道府県単位に絞り込

ときにアルコールの問題に気づき、日本の AA グループやインター

ませていただきました。北海道から沖縄県まで全都道府県に AA グ

グループでソブラエティを得たメンバーがいます。そのようなケース

ループがありますので、都道府県ごとに紹介しながら代表者にプラ

の人々にスポットを当てる企画を用意しました。

カードを持って行進していただきます。みなさんの地元が紹介され

現在では日本の地域・地区のサービス構成に入っているグループ

たら大いに盛り上げてください。一県に一つか二つしかグループの

の中にもいくつか英語グループ、英語と日本語を両方使うグループ

ないところもあれば、東京や大阪のようにさばき切れないほどのグル

も増えてきました。しかしながらまだまだそのような多国語のミーティ

ープがあるところもあります。しかし AA はすべて平等で、メッセージ

ングがない地域もたくさんあります。
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日本語しか話せない日本人が海外に行っているときにアルコール

Program Overview

の問題に気づいたとき、その土地で日本語の AA グループがあると

The Anniversary Convention will be held in places ranging from

きっと助かることでしょう。そのようなことを想像しながら、日本で AA

the Kanagawa Kenmin Hall seating about 2,500 to meeting rooms

に出会った海外からの仲間の体験を聞いて分かち合いができたらと

fitting 10 at the Yokohama Port Opening Memorial Hall. Some of

思います。

the anniversary events making up the program are outlined here.
We hope this will become a wonderful opportunity for encountering

「ソブラエティカウントダウン・オールドタイマースピーカー」第二日
17:30～19:30

others.
AA Japan 40th Anniversary Convention Event Program

ビッグ会場に全員が集まって一番盛り上がるのがこれ、ソブラエテ
ィのカウントです。短い仲間から始めてどんどん年数を上げていくカ
ウントアップと、長い仲間から始めてどんどん短い仲間へとつないで

Kanagawa Kenmin Hall (Main Meeting)/Yokohama Port Opening
Memorial Hall (Meetings)
Friday, February 20 Reception opens from 9 a.m.

いくカウントダウンがありますが、今回は古い仲間をまずは尊重し、

Morning: Just Can’t Wait Pre-meeting

そして後半で新しい仲間を盛り上げる趣旨で、カウントダウンにする

Afternoon: AA Japan General Service Board Event: “NPOs and

ことに決まりました。日本で AA が始まった草創期からのメンバーか

AA (Proposed)”

ら始めて、どんどん手をつないで行き、40 年以上、39 年、38 年…そ

Overview: More than a decade has passed since establishment of

して 30 年、……20 年、……15 年、……10 年、……5 年、4 年、3 年、

the incorporated non-profit organization AA Japan General

2 年、1 年、9 ヶ月、6 ヶ月、3 ヶ月、1 ヶ月、……2 週間、1 週間、そし

Service Office. Nonetheless, most members still don’t understand

て 1day まで、ソブラエティの輪を全員で作りましょう。そしてみんな通

the relationship between AA, a voluntary organization, and being

ってきたその道を思い出して、一緒にやっていく喜びを分かち合い

an incorporated NPO. We will give an easily understandable

ます。

explanation of matters such as the intent in establishing an

1day の仲間を祝い、盛り上がったところで、この日本の AA を長く

incorporated NPO and the association of this incorporated NPO

支えてきてくださったオールドタイマーのかた何人かにお話をしてい

and AA in addition to describing envisioned activities as an NPO

ただきます。アメリカ・カナダのコンベンションではソブラティ 40 年以

going forward.

上の仲間がたくさんいらっしゃって、想像もつかないほど長いソブラ

Afternoon: Opening Ceremony (Class B Trustee, others)

エティだと感じ入ったものでしたが、いよいよ日本でも 40 年に達する

Evening: Flag March

仲間が現われ始めました。
来年 2 月、みんなで横浜に集まりましょう。

Saturday, February 21 Reception opens from 9 a.m.
Morning: International Meeting: “I Joined AA in Japan”
Overview: We have learned that there are many English-speaking
AA members who first encountered AA in Japan.
We commemorate our links to them through an open speaker’s
meeting by members from the English speaking world.
Afternoon: AA Japan General Service Board Event: “Conversation
Creating Cooperation (Proposed)”

AA Japan 40 th Anniversary Convention
■English guidance
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Overview: For the main program in the 40th anniversary
commemorative gathering we have invited people from outside AA

●Dates : Friday, February 20, 2015 through Sunday, February 22

to think about what is needed to build cooperative relationships

●Venue : Kanagawa Kenmin Hall, Yokohama Port Opening

between AA and external organizations.

Memorial Hall (Yokohama, KanagawaPrefecture) [神奈川県民ホー

Evening: Sobriety Countdown, Old Timer Speakers

ル, 横浜市開港記念会館 in Japanese]

● Regional Speakers’ Meeting

●Theme : “To the AA fellows we are yet to meet”

● Variety of Meetings (Big Book, Step,Traditions, Concepts,

●Cost : Registration fee is free. Made possible through the

contributions of the AA groups throughout Japan.

Foreign Language,Women’s, Sexual minority)
Sunday, February 22 Reception opens from 9 a.m.

●Sponsored by : Alcoholics Anonymous Japan General Service

Morning: Sayonara Ceremony

(JSO) (NPO)

* Program subject to change.

●Organised by : The AA Japan 40th Anniversary Convention

Committee
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受付開始

〜

12：15

9：30

19：30

17：30

全員一言スピーカー

「2020年AA日本
45周年で会いましょう」

さよならセレモニー

ソブラエティCountdown
＋オールドタイマーSP

「対話を通じた協力関係を
目指して
（仮）
」

AA日本常任理事会企画
地域枠

および

19：30

17：30

16：30

15：00

14：40

13：10

伝統
ミーティング

セクシュアル
マイノリティ
ミーティング

ビッグブック
ミーティング

女性
ミーティング

ステップ
ミーティング

ヤング
ミーティング

概念
ミーティング

1F講堂
（481席）

交流ルーム
受付

交流ルーム
受付

1F会議室
1号室
（110席）

横浜市開港記念会館

モンゴル語
ミーティング

スペイン語
ミーティング

英語
ミーティング

韓国語
ミーティング

2F会議室
6号室
（110席）

※マナーを守り、楽しく気持ちよい3日間にしましょう！仲間と共に。

神奈川県民ホール利用時間
午前 9:00〜12：30 午後 13:00〜16：30 夜間 17:30〜21：00

書籍頒布

受付

展示場
20周年以来の
棚卸し

この時間帯に会場外でディナーパーティー企画（仮）

（中四国・九州）
15：00〜16：30

（荷物置場）

交流ルーム

11：30

14：40

10：00

地域枠
（北海道・東北）
10：00〜11：30

16：30

15：00

14：30

13：00

11：30

国際ミーティング

地域枠

16：30

2
3
4

「私は日本でAAと出逢った」
9:30〜12:00

（中部北陸・関西）
13：10〜14：40

15：00

1
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11

10：00

10
9
8

受付開始

19：00

13：10

午 前

および

書籍頒布

受付

展示場

ロビー

20周年以来の
棚卸し

小会議室
（24席）

フラッグ行進

18：00

19：00

交流ルーム
（荷物置場）

プレスリリース

10：00〜12：00

9：00〜10：00
プレス準備

大会議室
（240席）

オープニングセレモニー

「NPO法人とAA
（仮）
」

AA日本常任理事会企画

プレミーティング

始まるまで待てない！

小ホール
（433席）

アメリカカナダ来賓・AA日本常任理事会
JSO職員経験者

準備・リハーサル
14:45よりガイダンス

港町『横浜』散策

9：30〜14：30

会場外

大ホール
（2,432席）

神奈川県民ホール

15：00

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

AA日本40周年記念集会 プログラム（案）
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4

■関係者の皆様へ

に参加することはもっともよい方法です）スピーカーズ・ミーティン

『AA インフォメーション Information on Alcoholics Anonymous』

グで、AA メンバーは、飲酒にまつわる経験と、どのようにして

より抜粋してご案内いたします。ＪＳＯ
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AA に来たのか、そして、AA に来るようになってどのように自分
の人生が変わったのか、彼ら自身の物語を語ります。

この資料は、飲酒に問題があるご本人やその周りの方たち、ある

⒝ オープンミーティング――一人のメンバーが手短に、自分の

いは問題があると思われる人と関わりのある方たちのためにまとめ

飲酒にまつわる経験を話したあと、他の人も AA における回復

られたものです。より詳しい情報は、AA が発行している出版物をご

や飲酒にまつわる問題について話します。

覧ください。この資料では、AA とは何であり、どのような活動を行う

⒞ クローズドミーティング――進行のしかたはオープンと同じで

のか、あるいは行わないのか、AA がどのように役に立てるのかをご

すが、アルコホーリクまたはその可能性がある人に限定されま

案内しています。

す。

AA とは

⒟ ステップミーティング（通常はクローズドミーティング）――12

アルコホーリクス・アノニマス（AA）は、飲酒の問題をもつ男女の
国際的な集まりです。職業化することなく自立しており、あらゆる人

ステップの１つについて分かち合います。
⒠ AA メンバーは、矯正施設や治療施設の中でもミーティングを

種がいて、政治運動とは関係なく、世界中のいたる所で利用するこ

行っています。

とができます。年齢や学歴が問われることもありません。自分の飲

⒡ AA メンバーは、外部の酒害プロジェクトや飲酒運転防止プロ

酒問題をなんとかしたいと望む人なら、誰でもメンバーになることが

グラムから、AA の情報を提供するための集まりを開催するよう

できます。

要請されることがあります。このようなミーティングは、通常、AA

AA のただ一つの目的と、アルコール以外の問題

グループが行うミーティングとは異なるものです。

専門家のあいだでは、アルコホリズムと薬物依存が、「物質乱用」

AA がしないこと

や「化学物質への依存」として同じように扱われることがあります。そ

1. 回復へと導く動機づけ

のため、飲酒に問題のない人たちが AA を紹介され、AA ミーティン

2. メンバーになることへの勧誘

グに参加するよう勧められることがあります。オープンミーティング

3. 委託研究あるいはそれに携わること

は誰でも参加することができますが、クローズドミーティングは飲酒

4. 出席記録や事例の保存

に問題がある人しか参加することができません。

5. 社会福祉機関の“協議会”への参加

AA 常任理事会でノンアルコホーリク理事を務めたことのある著名

6. メンバーの追跡調査や管理

な精神科医は、次のように述べています。「目的を一つにすること

7. 医学的あるいは心理学的な診断や予後診断

は、アルコホリズムの効果的な治療において、欠かすことができな

8. 解毒や看護、入院、投薬など、医学的あるいは心理学的な治療

いものです。焦点を強調することで否認を解くのです。アルコホリズ

9. 宗教サービスの提供や、療養の後見人になること

ムにおける否認は、巧妙で不可解で強力なものであり、本人だけ

10. 酒害教育に従事すること

でなく、その手助けをする人や周囲の人たちまで巻き込んでいきま

11. 住居・食糧・衣類・仕事・金銭、その他の社会福祉サービス

す。アルコホリズムを前面に押し出しておけば、他の問題に意識が

12. 家庭相談や職業相談

それてしまうことはないのです」

13. AA のサービスに対して報酬を受け取ることや、AA 以外から寄

AA がすること

付を受け取ること

1. AA メンバーは、飲酒の問題について助けを求めるすべての人
に対して、自分たちの経験を分かち合います。誰に AA を紹介さ

14. 更生保護委員会や弁護士、裁判所、福祉機関、雇用者などへ
参加者の情報を提供すること

れたのかに関係なく、個人的あるいは“スポンサーシップ”として
サポートをします。

- 中略 おわりに

2. 12 のステップに示されている AA プログラムは、アルコホーリクが

AA の第一の目的は、助けを求めているアルコホーリクに AA の回

飲酒することなしに、満ち足りた人生を発展させることができるよう、

復のメッセージを運ぶことです。アルコホリズムの治療のほとんどが、

その方法を提供しています。

ソブラエティ（飲まない生き方）の継続を支えることです。その方法

3. AA ミーティングの種類

がなんであれ、目指す方向は一つ、アルコホリズムで苦しんでいる

⒜ オープン・スピーカーズ・ミーティング――アルコホーリクとそう

人の回復です。一人ではできないことも、他と協力すれば可能にな

でない人も参加できます。（AA とは何か、AA は何をし、何をし

ります。私たちは、回復を望むアルコホーリクに対して、経験という

ないところなのを知るために、このようなオープンのミーティング

資源を提供することで力になることができます。
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http://www.aajapan.org
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Fax:03-3590-5419

jso-11@fol.hi-ho.ne.jp

10:00～18:00 （土・日・祝）休

