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現在、ＪＳＯからは各種のＡＡ出版物が発行され
ています。その中には 『回復への道』や『ＡＡ関、

』、『 』心ある人のために ミーティング・ハンドブック
のように日本のＡＡのオリジナル版の出版物もあれ
ば 『伝統チェックリスト』のようにグレープバイ、
ンから抜刷したものもあります。また『ＢＯＸ９１
６』や、この『ニューズレター』は日本のＡＡで発
行しているオリジナルの定期刊行物です。
一方、世界中のＡＡが共通して発行している出版

物もたくさんあります 『ビッグブック』や『１２。
のステップと１２の伝統』等の書籍や 『ＡＡグル、
ープ 『４４Ｑ＆Ａ』などの数々のパンフレット類』
で、これらの書籍やパンフレットには、必ず 「Ａ、
Ａワールドサービス社の許可を得て翻訳、印刷され
たもので、許可なくコピー、転載を禁じる」という
クレジットラインが入っています。
これらの出版物をＡＡでは「評議会承認出版物」

と呼んでいますが、評議会承認ということは、一つ
のテーマについて、特定の個人やグループの考え方
を表したものでなく、ＡＡ全体の考え方を表した出
版物だという意味で使われてます。
ちなみに、ＡＡ評議会承認出版物の著作権は、ア

LIBRARY OFメリカではワシントンＤＣにある
の著作権事務所に登録されており、こCONGRESS

の著作権を守る責任はＡＡ常任理事会が負っていま
すが、実務上の責任はＡＡワールドサービス社に託
されています。
このように、ＡＡの評議会承認の出版物はすべて

がＡＡ全体の財産であることが、著作権により確保
されています ですから １２のステップ や １。 、『 』 『
２の伝統』のどの項目についても変更することがで
きません。ＡＡ常任理事会はその力の及ぶ範囲にお
いて 『１２のステップ 『１２の伝統』の修正、変、 』
更、拡大を防止し、それを拒否する権利を行使しま
す。ただし、世界中の全ＡＡグループの４分の３以
上の書面よる承認があれは変更は可能ですが。
また、ＡＡ評議会承認出版物のいかなる部分も事

前にＡＡワールドサービス社の許可なく転載するこ
とはできないようになっています。
このように書いてくると、ＡＡというのは組織で

はないなどと言いながらも、結局は非常に組織的で
あり、厳しくて難しいという印象を与えそうです。
けれどもＡＡのメッセージがそのままの形で世界各
地のアルコホーリクに確実に運ばれるためにも、そ
して 「善意はあるものの、過度に熱心な人達に、、
みだりに手を入れられる事態の発生を確実に妨げる
（サービス・マニュアルＰ．１４４から転載 」た）
めにも著作権によってＡＡの書籍やパンフレットが
保護される必要があります。ここに 『ＡＡの本』、
の基本的な考え方を『ＡＡ成年に達する』から紹介
したいと思います。
直接会えるわずかばかりのアルコホーリクに口か

ら口へ伝えていくという当時のやり方は、時間がか
かるだけでなく、危険でもあった。なぜなら、私た
ちが高い信頼をおいている回復のメッセージが、い
つの間にか曲げられたり、違って伝えられることが
ありうるからだった （中略）何よりもまず、私た。
ちの方法を印刷物に書き上げなければならない。経
験を書き記した本があれば、私たちだけでは訪問し
きれないはるか遠方の土地にでもメッセージを運ぶ
ことができる。

「ＡＡ成年に適する」Ｐ．２２１から転載

では、評議会承認出版物というのは、どのように
評議会で承認されることになるのでしょうか。まず
第一に、新しい書籍やパンフレットの発行は、そん
な簡単には行われません。今、それが発行される必
要があるかどうかが、評議会文書委員会、常任理事
会文書委員会、出版局、ＡＡスタッフ・メンバー全
員によって検討調査されます。その結果、その出版
物の必要性がそれほど急がれていなかったり、ある
いは、出版してもそれほどの需要があるとは思われ
ない場合はその発行は見送られます。評議会の記録
を読んでみますと、最初の原稿が評議会に提出され

「「「「１２１２１２１２ののののステップステップステップステップ」」」」をををを修正修正修正修正、、、、
変更変更変更変更できないのはできないのはできないのはできないのは

ＡＡＡＡＡＡＡＡ評議会承認出版物評議会承認出版物評議会承認出版物評議会承認出版物についてについてについてについて
ＡＡＡＡＡＡＡＡ日本出版局日本出版局日本出版局日本出版局
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て承認を得るまでに、何度も批判を受け、何度も草稿
を作り直し、何年もの時間がかけられているものもあ
ります。このようにできるだけベストの表現のしかた
でＡＡの観点が伝えられるための作業が繰り返されま
す。こうして慎重に慎重を重ね、ＡＡ全体の考えを表
すものという総意に評議会で達して、初めてＡＡ出版
物が作成されてゆきます。そのような次第で、再度こ
こに確認したい事項は、
１ 『１２のステップ 『１２の伝統』の修正、変更は． 』
できません。

２．ＡＡ外部の方々がＡＡの出版物から内容を引用し
たい場合、必ず事前にＪＳＯにご連絡ください。
． 、３ ＡＡ内でニューズレターや機関紙に引用する場合

引用部分をカッコでくくり、出典、ページ教を明記
のうえ、ＡＡワールド・サービス社の許可のもとに
転載 と付け加えてください なお ＡＡの序文 プ、 。 、 （
レアンブル）はＡＡグレープバイン社に著作権があ
ります。したがってこの序文と、グレープバイン社
発行の文書（イラストも含む）すべてにつきまして
は、ＡＡグレープバイン社の許可のもとに転載とし
てください。

参考図書 『ＡＡ成年に達する』
『ＡＡサービス・マニュアル』
『ＡＡ評議会承認出版物の出版、印刷及び
販売と、印刷物配布センター設立に関す
るガイドライン』

東 北地域献金東北地域献金東北地域献金東北地域献金フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

日本ゼネラル・サービス・ミーティング・財務委員
会の提唱で、各地で献金フォーラムが開催されること
になりました。東京でも第１回の開催は実行されまし
たが、この度、東北で行われたフォーラムの報告書が
届きましたので、その一部を皆様にお知らせします。
このさいに、この献金について皆様がもう一度お考

えくださることの参考にしていただければ幸いです。
編集部

評議員 「まだ苦しんでいるアルコール中毒者にメッ
セージを運ぶために、献金が必要であり、サ
ービス、回復、一体性の中で、献金フォー
ラムを考えていきたい。ＪＳＯやセントラル
オフィスが、より良いサービスの窓口として
の働きをしていくには、献金に支えられた経
済的自立が、より以上に必要な時期にあると
思います。

仲間Ａ ＡＡに来た当初、コーヒー等がでるので、そ
、 、の代金として５０円 １００円と入れており

献金とかサービスの意味は考えていなかった
が、グループの役割（特に会計）をやり、献
金について考えるようになった。そのうち、
当時関東サービス常任委員のメンバーが「Ｊ
ＳＯへ月１千円の献金を……」というパンフ
レットをもってきた。何かできそうに思い、
私の１千円ぽっちが何の役に立つかと思いつ
つも続けてみた。何事も三日坊主の自分が、
ＡＡのミーティングと同じように続けられ
た 「継続は力なり」という如く、大きな回。
復の力となっていった。小冊子の伝統のチェ
ックリストの伝統７に「献金できないあたら

しい仲間に代わって、もう少し多く献金でき
たのではないか」とあるように、会費ではな
く献金ということに、献金の自主性や、ＡＡ
の助け合い、分かち合いの精神を感じる。ま
た「会費を納めていますか？」と問いかけの
言葉もあることを想うと、ＡＡから生きる力
をもらった自分として、献金は当然のごとく
納められるという面をももっていることを感
じる。

仲間Ｂ 飲んでいた頃は、全然、金の能力がなく、ぶ
っこわれていたことに気づかされた。ＡＡに
来てグループの役割、書籍販売の係をやった
ときも、自分の金と書籍の売上が財布で一緒
になり混乱した。
ＡＡに来た頃は破産状態で、献金も５０円が
続き、百円玉を入れるとき、清水の舞台から
飛び降りるような気持ちだった。ある時、別
の地域のイベントに参加し、命懸けで１千円
を入れたら自分が大変偉く思えたが、平気で
１千円、５千円の札をボンボン入れている仲
間もいるのを見て二度びっくりした。
自分がＡＡで、ステップやグループの役割、
サービス活動などのやるべきことをやるよう
になったら、それ以上にハイヤーパワーはお
金を与えてくれ、それなりの献金ができるよ
うになった。他人のため、ＡＡのためという
より、自分のため、人生の喜びのため献金し
ている気がする。

仲間Ｃ ＡＡに来たばかりで正気でなかったころ、ミ
ーティングで５０円、１００円献金してコー
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アルコール症という病気によって徹底的に個人の弱
さを知らされた私達は、なぜだか知らないうちに徒党
（グループ）を組み始めていました。小さな火が大き
な炎に……小さな力が大きな力（協力）になっていき
ました。個人がグループになり、グループが地区にな
り、地区が地域になり、地域日本全体のＡＡを形作る
のでしょう。
中四国地域にセントラルオフィスが設立されて１年

半が経過します。ｌＯ年ほど前にＡＡの小さな火が尾
道市、高知市に運ばれました、その２～３年後には岡
山市、倉敷市へ、さらに２～３年後には宇部市、松江
市に、昭和の年号が平成に変わったころには広島市に
もＡＡらしきものが出来つつありました。そのように
中四国のあちらこちらでＡＡミーティングが細々と開
かれていたのですが、小さな火は大きくなるどころか
消える寸前でした。
ＡＡハイヤーパワーが出勤をし始めたのは３年くら

い前からでしょうか？ 消えそうな火（熱気）を大き
くするためには、まず火を一カ所に集める必要があり
ます それが 第１回中四国オープンミーティング 倉。 〈 （
敷市 〉でした。半年に一度開催される(中四国オープ）

ンミーティング)には、大阪、東京、九州からも仲間が
駆けつけて来てくれています。日本で一番歩みの遅い
中四国のＡＡメンバーのことを知っているからなの
か？ それともハイヤーパワーの衝動力なのか？ 今
年の５／３０日～５／３１日には〈第６回ＡＡ中四国
オープン（倉敷市 〉が無事終了。女性メンバーたった）
一名の主催 （参加人員６０名）昨年１１月の出雲市で。
の〈第５回ＡＡ中四国オープン〉しまねグループ主催
も女性メンバー二名に男性少々（参加人員１００名 、）
中四国の男性メンバーは圧倒されぎみですが、この風
潮は全国的かも？ まだ苦しんでいる仲間へのメッセ
ージのために考えられる限りの方法を、ＡＡの伝統に
沿って送り続ける、その港の基礎工事は始まったばか
りです。ノムハムニダ（韓国語で、やりきれません）
のアル症が自分たちの限度を知らされて、病院・行政
・聖職の各分野に協力を求めて行く様子は、アル症に
なった我々のみが知る、残された生命の火を燃え尽く
さずにはおくものかという執念さえ感じます。いずれ
にしてもハイヤーパワーに感謝！

ＣＳＣＯ・ツネ

≪≪≪≪ ハイヤーパワーハイヤーパワーハイヤーパワーハイヤーパワー のごのごのごのご 出勤出勤出勤出勤 ≫≫≫≫
絶望絶望絶望絶望からからからから希望希望希望希望へへへへ・・・・・・・・・・・・弱弱弱弱さからさからさからさから強強強強さへさへさへさへ

――――中国中国中国中国・・・・四国地域四国地域四国地域四国地域――――

ヒー７～８杯も飲んだこともあったし、もっ
ているものを全部売り払ってでも献金しない
と、自分も息子も助からないと思ったことも
あった。グループの役割で内容を知っていた
ので献金の必要性を感じ、ミーティングの会
場費１カ所くらいの献金を一人で献金してい
たこともあった。おだてられて献金箱に入れ
たこともあったが、ＡＡを続けて行くうち、
一般の会費とか寄付とは違い、人知れずそっ
と入れるという献金のアノニマスを経験して
いった。

仲間Ｄ 私のグループは会計が枯渇しています。ある
イベントで、他の地域の仲間の話で「２００
円をもって家を出て、駅の売店で１００円の
コッペパンを買い、残り１００円を献金して
いった。何でミーティング場が雑持されてい
るかを知り、自分白身、依存症から脱却し献

」 、金で健康が支えられている という話を聞き
わたし自身もそうなので身分相応の献金をさ
せてもらっている。病院から来る仲間にも、
「献金、献金」とは言わなくても、ミーティ
ング場が仲間の献金で支えられているという
ことをもっと積極的に伝えていきたい。

仲間Ｅ 私たちの地区のインターオフィスが持ちこた
、 。えられなくなり 閉鎖せざるを得なくなった

仲間の献金で支払い精算したが残念だった。
しかし、最初にオフィスを作った仲間に助け
られたことを感謝している。オフィスの清算
の際、ＡＡに来て痛い思いをして献金したこ
ともなく、自分の傲慢さを知らされ反省させ
られた。グループとしてはＪＳＯにもＴＣＯ
にも献金はしていなかったが、このフォーラ
ムをきっかけに６：３：１の割合で献金を始
めたい。

仲間Ｆ 献金はサービスのためで、巡り巡って自分の
グループ自身に帰ってくる。経済的に自立し
て本当のサービスが始まるのだと思うが、現
実的にメンバーが自立していくとＡＡを去っ

。 、ていく人がいるのは残念だ アメリカの話で
１ドル札をもっていながら、ついつい小銭を
入れてしまうとか開くと、洋の東西を問わず
同じようで自分のケチな部分を思い知らされ
る。献金をしなくなった仲間がいるので、ミ
ーティングのテーマに『献金』を出しひんし
ゅくを買ったが、献金でミーティング場が成
り立っていること等は認識してもらえた。

この後にも何人かの仲間の話や、オフィスからの会
計報告等がありましたが、紙面の都合から省略させて
頂きます。
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ＪＳＯオフィス幹事会より
４月と５月の定例幹事会の討議事項を報告します。

① 公認会計士、弁護士等専門職の方々をオフィス幹
事会に招くことを検討する。

② 法人化懇談会の２回目を７月に開催する。
③ 著作権についてのお願いを関係者とＡＡ内部に対

して行う方法を検討する。
④ ＪＳＯの財政的安定のためのシステムを検討す

る。
以上ですが、ＪＳＯも屋上の倉庫を賃借し、事務所

内部も配置替えしてオフィスらしくなりました。ぜひ
お立ち寄り下さい。

全国各地のラウンドアップのお知らせ

これからの季節全国各地でラウンドアップが数多く開
催されます。詳しい情報は各地のオフィスやＪＳＯに
お問い合わせ頂きたいと思いますが、以下の開催日の
順に掲載しますので、今からの予定に組み入れておい
てください。

７７７７／／／／２４２４２４２４～～～～２６２６２６２６日日日日
´́́́９２９２９２９２ＡＡＡＡＡＡＡＡ九州地域九州地域九州地域九州地域ラウンドアップラウンドアップラウンドアップラウンドアップ

於 宮崎県青島於 宮崎県青島於 宮崎県青島於 宮崎県青島
７７７７／／／／２４２４２４２４～～～～２６２６２６２６日日日日
´́́́９２９２９２９２東北東北東北東北ラウンドアップラウンドアップラウンドアップラウンドアップｉｎｉｎｉｎｉｎ松川浦松川浦松川浦松川浦

於 福島県相馬於 福島県相馬於 福島県相馬於 福島県相馬
７７７７／／／／３１３１３１３１～～～～８８８８／／／／２２２２日日日日
第第第第８８８８回勝山回勝山回勝山回勝山ラウンドアップラウンドアップラウンドアップラウンドアップ

於 千葉県勝山於 千葉県勝山於 千葉県勝山於 千葉県勝山

８８８８／／／／２１２１２１２１～～～～２３２３２３２３
ＡＡＡＡＡＡＡＡ名古屋地区名古屋地区名古屋地区名古屋地区 ９２９２９２９２小野浦小野浦小野浦小野浦ラウンドアップラウンドアップラウンドアップラウンドアップ′′′′

於 愛知県知多郡小野浦於 愛知県知多郡小野浦於 愛知県知多郡小野浦於 愛知県知多郡小野浦
９９９９／／／／４４４４～～～～６６６６日日日日
′′′′９２９２９２９２ＡＡＡＡＡＡＡＡ北海道上陸北海道上陸北海道上陸北海道上陸１５１５１５１５周年周年周年周年ラウンドアップラウンドアップラウンドアップラウンドアップ

於 河東郡十勝川温泉於 河東郡十勝川温泉於 河東郡十勝川温泉於 河東郡十勝川温泉
９９９９／／／／１３１３１３１３～～～～１５１５１５１５
′′′′９２９２９２９２関西関西関西関西ラウンドアップラウンドアップラウンドアップラウンドアップｉｎｉｎｉｎｉｎたんのわたんのわたんのわたんのわ

於 大阪府泉南郡淡輪於 大阪府泉南郡淡輪於 大阪府泉南郡淡輪於 大阪府泉南郡淡輪

左記、３種類のサービスマークを、日本ＡＡ
アルコホーリクス・アノニマスーは、商標法─

改正に備え、発行する文書に積極的に使ってい
ます。各グループでも、案内状、議事録等にＡ
Ａの文章であることを明碓にするため、積極的
に使用下さることをお願い致します．


