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AlcoholicsAnonymous

ＡＡ日本ニューズレター

No.186

■全国７地域広報担当者によるフォーラム＆ワークショップ報告（その２）
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常任理事会

広報ボランティアスタッフ

第２２回ＡＡ日本評議会の勧告（議題 No２－８）に基づき、２０１７年７月８日（土）～９日（日）「国立オリンピック記念青少年総合センター」に
て１泊２日でフォーラム＆ワークショップが開催されました。参加者は全７地域から１５名（各地域代表 1 名を含む）、常任理事６名（Ａ類２名を
含む）、ゲスト３名、ボランティアスタッフやＪＳＯを合せると総勢３１名となりました。
今号は、ゲストスピーカーからいただいたお話をボランティアスタッフが文字に起こしました。どうぞご一読ください。
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医師会との協力関係を作るために

長になることが多い。私は三年前まで理事をして学術部と広報部
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を担当した。現在は精神科医会の会長をしている。

金杉クリニック院長

金杉和夫

（２０１１～２０１４年Ａ類常任理事）

医師会会員全体にＡＡを知ってもらう広報活動のチャンスは毎
月会員に配布される広報誌及び配布物と各部門や各医会が行う

医師会は実際に地域で住民の病気の治療と健康診断、予防注

講演会や勉強会が考えられる。このＡＡ日本ニューズレターや催し

射、保健活動をしている医師の多くが参加している組織なので、Ａ

物のお知らせを医師会に郵送したり持って行っても、すぐには採り

Ａが地域で医療と協力していく上で最も重要な広報の対象であろ

上げてくれないだろう。ＡＡを理解してくれる医師に橋渡しをしても

う。地域の保健医療福祉の広報の窓口としては、保健は保健所、

らうのが一番効果的だろう。

福祉は福祉事務所、医療は医師会ということになろう。
医師会は日本医師会-都道府県医師会-市区町村医師会の三
段階になっている。大学病院は大学ごとの医師会を作り、市区町

ＡＡで幸せになる３つの方法
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村がいくつか纏まって医師会を作る場合もある。私の場合は日本-

Ａ類常任理事

東京都-練馬区の医師会に加盟している。練馬区医師会の会員

後藤恵

（東京医科歯科大学精神行動科学分野非常勤講師）

は約５００名で大半は医院・クリニックを開業している開業医で、残

広報の意義

りは民間病院の院長と一部の勤務医である。

ＡＡをどのように見てもらいたいかを広報が決める。どのように見ら

一般社団法人になっていて、会員の中から２０人位の理事を選

れているかをなかまと共有する方法でもあり、社会的意義を明確に

び、会長、副会長、庶務、広報、診療報酬、地域保健、在宅医療、

することによって、メンバーの自尊心を支え、共同体のレベルを引

休日診療、病児保育、病院、学術、健診センター、検査センター

き上げることもできる。

などの部門を担当し、毎月理事会を行い、十数名の職員が事務

言わないことによって存在が消されてしまうこともある。また発言し

局で働いている。区内を十数カ所のブロックに分けて、１ブロックに

ないことによって、誤ったメッセージも取り消せない。

１０～６０人の会員が所属して、正副ブロック長を選び、毎月ブロッ

黙っていると理解されない。理解されないと、メンバーは増えない。

ク会を開いている。

アメリカのように精神科を通さないでＡＡに来てもらう方法を考えよ

診療科ごとに内科医会、精神科医会などの集まりがあり学術部

う。

が医会をまとめている。入会するにはブロック会の承認が必要で、

９６％のアルコール依存症者は精神科には行っていない。そのな

同じ診療科目の会員のすぐ近くで開業すると入会を断られる場合

かまにメッセージを届けよう。回復したなかまの姿によって、社会も

もある。医師会は毎月の診療報酬請求の窓口になり、区の健康診

振り向く。

断、予防注射、学校医や嘱託医の選任も医師会中心で行われる

ＡＡに行くことはいいことだと思われる環境をつくろう。ＡＡは断酒し

ので、医師会に入会しないと不利になることも多い。

てハッピーになるところ。いやいや行くのではない。幸せに生きるこ

私は医師会の推薦で福祉事務所の嘱託医と障害者自立支援
協議会の副会長をしている。医師会の役員は入会の古い順に回り
持ちで行うのが通例で、入会十年ぐらいを過ぎると理事やブロック

とを学ぶところ。役割や居場所を作れる。会社や家庭という組織を
守る方法を学べる。自分にふさわしいパートナーに出会える。
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最近の情勢から

ミーティング会場のないエリアに会場を開くには

節酒について：誰でも大量に飲める時代になった。最初から断酒
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を突きつけない方法（節酒）を取っているが、節酒を勧めてはいる

モンチッチ

のではない。断酒できない人には、何もしないよりも節酒の方がま

（関東甲信越地域埼玉北地区熊谷Ｇｒ）

し。「止まないならば飲みなさい」という時代が終わっただけ。依存

１、埼玉県におけるＡＡの広がりについて

症には断酒が望ましいことは変わりないし、断酒しなければ依存症

埼玉県でのＡＡグループ

からの回復はない。

１９７５年～８４年：大宮グループ（立地条件がよい）・川越グルー

アルコール健康障害問題対策基本法について

プ（立地条件がよい）

・大量飲酒している人に早期介入すべきという方向だが、そういう

１９８５年～９９年：春日部グループ（立地条件がよい）ほか、１２グ

人は精神科には来ない。重症になる前に来る人が増えれば、依

ループがオープン

存症未満の人も来る。依存症になっていない人には節酒指導を

２０００年～１７年：現在３０グループになる。埼玉東地区（１４Ｇｒ）・

することで問題が解決する。断酒を提案して上手くいかなければ、

埼玉西地区（１１Ｇｒ）・埼玉北地区（５Ｇｒ）、６０会場／６７ミーティ

節酒という方法もある。保健所は節酒指導をしている。かといって、

ング（うち昼間７、女性クローズド６）

節酒しているなかまと断酒しているなかまをまぜこぜにする風潮

グループ開設の動機

はどうか？

・春日部Ｇｒ（85）インター制に向けての拡充、医師からのメッセー

・成功体験を医師にも積ませる必要がある。そのために医師への

ジ要請・幸手Ｇｒ（87？）病院ケースワーカー、市役所福祉からの

教育が必要。

ミーティング場要請・さきたまＧｒ（88？）県精神医療センター、周

・基本法を受けて、各県で様々な取り組みが行われている。鳥取

辺行政関係者の協力・熊谷Ｇｒ（95）地元保健師からのミーティン

県、三重県、山口県行政サイドで予算付けされて政策立案され

グ場要請・秩父Ｇｒ（96）（立地条件が良くない）地元保健師のミ

ている。政策が決まれば、広報活動のチャンスは広がる。本来は

ーティング場要請

精神科以外の内科医や緊急医、保健所などが対象となる。取り
組みは県ごとに全く違う。

埼玉の特徴
・初期の熱い友人たちが育んだ土壌・・・さいたま市三橋のハー

日本では学会が精神科医にＳＢＩＲＴＳ*を勧めており、実際には一

フウエイハウス・インター時代のメンバーのメッセージ活動・地域

部の精神科医と断酒会で実施している。

広報の祭典『地区の集い』・・・目玉は懇談会・人口密度が高いこ

*Screeningandbriefinterventionreferraltotherapy/self-helpgroup

とと首都圏にあること

広報ができること

２、ミーティング会場のないエリアへ

広報の内容で、人々はＡＡを理解する。広報の内容を決める過程

熱い脚・・・仲間との交流、・・・関係者との交流。

で、メンバーにとっての共同体が規定され、理解され、希求される。

分かち合いの柱（ＡＡ日本ニューズレター１８５号より）

ＡＡという共同体が個人の回復を規定する。共同体の内容を魅力

１９７５年に２グループから出発した埼玉県のＡＡが、現在３地区３０

的にすると、個人の回復も魅力的になる。

グループ、６７ミーティングになるまでの要因を事例として提供して

ＡＡで幸せになる３つの方法

いただき、分かち合いをしました。その中で見えてきた糸口として３

‘①居場所をつくる役割をもらう。役割を実行する人として認められ

点。①足を使いメッセージを運び、病院を退院した仲間が地元にグ

る。②会社で働く会社を作る司会ができる。企画ができる。実行で

ループを作っていった。②熱心な関係者の後押しでミーティング会

きる。采配できる。③家庭を営む結婚こども自分を理解するふさわ

場を開けた。③意識的に空白エリアに会場を開くようにグループ・

しいパートナーに巡り合える。

地区・地域で動いていった。

依存症からの回復

各地域からは、困難な状況の中で様々な工夫をされていることが

・回復とともに気持ちが変わる＊考えが変わる＊行動が変わる

報告されました。④同じ地域でも都市と地方の格差が大きいので、

・関係性が変わる断酒の幸せを広報しよう！

定期的に地方のミーティングに参加をするようにしている。⑤空白

・「断酒できます」より、「断酒して幸せになる方法を教えてあげられ

エリアの行政のイベントに参加するようにしている。⑥女性が昼間

ます」の方が魅力的。
・「断酒できます」だけではなく、「なかまといっしょに回復して幸せ

のミーティングを開いた。多様な時間帯のミーティングが求められ
ているのでは？⑦継続的なサポートが大切。作っただけでは厳し

になります」、「回復すれば思い

い。⑧意識的に空白エリアに地域のイベント開催地を選び、開催

がけない幸せが手に入るんで

後に会場を新設していっている。⑨地域を越えて応援に入ってい

す」「飲まない今が安心で幸せ

ただいている。⑩病院の中にグループを作っている。⑪地域の取り

という生活が手に入ります」

巻く土壌を変える努力も必要。アルコール依存症が回復できる病
気であることをもっと知っていただく。

3
３、課題

Q.「オープン」と「クローズド」ミーティングの違いは何でしょうか？

★ミーティング会場のない空白エリアの現状とその対応は？★ミー

クローズド・ミーティングはＡＡメンバーだけ、または飲酒の問題を

ティング会場を新たに意識的に開いていくには？★関係者との協

抱えていて「飲酒をやめたいという願い」を持つ人に参加が限ら

力をどのように作っていくか？★メンバーが少なくてもできること

れます。

は？

オープン・ミーティングは、アルコホーリクス・アノニマスのアルコホ

最後に

リズムからの回復のプログラムに興味を示す人であれば誰でも参
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加できます。ノンアルコホーリクはオブザーバーとしてオープン・ミ

常任理事会

広報ボランティアスタッフ

ーティングに参加できます。どちらのタイプのミーティングでも、

今回のフォーラムに関わってくださった関係者のみなさまに深く感

ＡＡのチェアパーソンは、話し合う内容はアルコホリズムからの回

謝を申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申

復に関連した事柄に限ることを参加者に求めることができます。

し上げます。

Q.ゼネラルサービス・オフィスが、求められても意見を示さない理

ＡＡメンバーのみなさま、ありがとうございました。おつかれさまでし
た。

由はなぜでしょうか？
ゼネラルサービス・オフィスの役割とは、蓄積されたＡＡグループ
とメンバー共有の経験を提供することです。グループが十分に情

■ＪＳＯより

報を与えられたグループの良心に達するように、長年の間にＧＳ

ＡＡメンバーからの質問と、アメリカ/カナダＧＳＯの回答

Ｏに寄せられた書簡、ＡＡ書籍そしてＧＳＯのアーカイブ（保存文
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書）から、適切な情報が分かち合われるのです。

BOX459 2008 年 2 月～3 月号より

Q.『グレープバイン』はＡＡの出版物でしょうか？

1 年を通じて、多くのＡＡメンバーやグループからＡＡに関する質問

はい。『グレープバイン』とそのスペイン語版『ラ・ビーニャ』は、ア

がゼネラル・サービス・オフィス(GSO)に寄せられます。何度もくり返

ルコホーリクス・アノニマスの出版物です。共同体におけるこの雑

して話題に上るものもあります。次に挙げたものは、そうした質問と

誌の位置付けを確認するために、1986 年のゼネラルサービス評

それに対する答えです。

議会では次のように確認しました。「評議会は、『ＡＡグレープバ

Q.ＡＡは黙想会のような宗教的集まり（spiritualretreats）を主催し

イン』がアルコホーリクス・アノニマスの国際的機関紙であることを

ていますか？

承認する。」

そのような宗教的集まりに参加しているメンバーは多くいますが、

Q.ＡＡクラブといったようなものはあるのでしょうか？

ＡＡは―伝統 6 に従って―そのような集まりを主催したり後援した

いいえ。多くのクラブが、ＡＡミーティングの「家主」の役割を果た

りすることはありません。

しているように見えますが、各ミーティングはそれ自身主体性を

Q.「平安の祈り」の起源を教えて下さい。

持っており、クラブの運営や方針に関与することはありません。

数多くの根拠があって、「平安の祈り」はラインホールド・ニーバ

Q.ＧＳＯはミーティングの一覧表やスケジュールを発行しています

ー博士の手によるものとされています。彼はニューヨーク市のユ

か、また、どうやってミーティングを探すことができますか？

ニオン神学校に永年勤務していました。（偶然ですが、ラインホ

いいえ。ＧＳＯはミーティングの一覧表やスケジュールを発行して

ールド・ニーバー跡はＧＳＯの入っているビルに隣接した通りにあ

いません。ＧＳＯが発行しているのは無料の『アメリカ／カナダに

ります。）

おける、セントラル・オフィス、インターグループおよび電話応答

Q.グループが会場を借りている施設が、私たちに損害保険に入る

サービス一覧』です。また、海外のオフィスの一覧も用意していま

事を要求しています。ＧＳＯはグループにも適用される総合的保険

す。現在のミーティング情報に関心のある方は、最寄りのセントラ

契約を行っていますか？

ル・オフィスまたはインターグループへ問い合わせてください。

ＧＳＯの加入している損害賠償保険の適用範囲は地元のグルー

Q.セントラル・オフィスやインターグループ・オフィスは、ＡＡなので

プまで及びません。各ＡＡグループは自立しており、ＧＳＯに従

しょうか？

属しているわけではありません。損害保険補償を必要とするグル

はい。セントラル・オフィスとインターグループは、地元の重要な

ープは、補償事項について地元の保険取扱機関か代理店に相

サービスと 12 番目のステップの機会を提供します。セントラル・オ

談するのがよいでしょう。施設の契約している保険の「付帯条項」

フィスおよびインターグループとは、地域内のグループを連携さ

に、ＡＡグループの活動を加えてもらえるかどうか、必要であれば、

せる機能を持ったＡＡのサービス・オフィスです。セントラル・オフ

これによって生じた費用を家賃に上乗せしてもらえるかどうか、家

ィスとインターグループは、すべてのグループに共通した機能を

主に相談したグループもあります。この場合、ＡＡグループが施

果たすために設立され、通常は地域内のグループによって維持、

設（たとえば教会など）に帰属しているような誤解を与えないよう

管理、運営されています。より詳しい情報については、ＡＡガイド

注意する必要があります。

ライン『セントラル／インターグループ・オフィス』を見て下さい。
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Q.男性、女性、若者、ゲイ、医師、弁護士などを対象にしたスペシ
ャル・グループもＡＡの一部なのでしょうか？

Q.ビッグブックの第 8 章「妻たちへ」は、誰が書いたのでしょうか？
一般にはロイスが書いたと誤解されているようですが、「妻たちへ」

外部との従属関係や他に目的を持たなければ、スペシャル・グル

の章の執筆者はビルです。『PassItOn）』（※日本語翻訳なし） の

ープもＡＡの一部であり、ＡＡ共同体において長い歴史がありま

200 頁で、ロイスは次のように話しています。「ビルがそれを書い

す。医師、警察官、航空パイロットなど、ある特定の職業に就い

たのです。私は腹が立ちました…腹が立つというより傷つきました。

たメンバーを対象にしたスペシャル・ミーティングは、地元のミー

いまだに、なぜビルがその章を書いたのか解りません…私はビル

ティング案内には載せられていませんが、それらは一般のＡＡメ

に言いました、『ねえ、私に書いてほしいと思っている？』彼はノ

ンバーや外部に対してオープンにされていないからです。外部と

ーと答えました。彼はその章も本の他の部分と同じ文体である方

の従属関係や他に目的を持たなければ、これらのミーティングも

が望ましいと考えていたのです。」

ＡＡミーティングと見なされます。経験によると、最初のうち一般の

Q.イキパ※は、ＡＡの一部ですか？

ＡＡメンバーに対して気楽になれない新しい仲間にとって、スペ

※ICYPＡＡ、theInternationalConferenceofYoungPeopleinＡＡ.

シャル・ミーティングが役に立つことがあります。スペシャル・ミー

はい。イキパもＡＡの一部で、州や地方レベルにおけるＡＡ各委

ティングにやってきた仲間がどんなアルコホーリクであっても、他

員会内の若者の集まりを意味しています。ただし、彼らの主催す

のミーティングが利用できなければそこから追い出されることはな

るイベントが、ＡＡメンバーによる、ＡＡメンバーのためのものであ

い、という合意があれば、ＧＳＯはそのスペシャル・グループをリス

り、ＡＡ外部と帰属関係にないことが条件となります。

トに加えます。例えば、女性ミーティングに男性がやってきて、彼

（2008 年 3 月 5 日 ＪＳＯ翻訳ボランティア）

が利用できるＡＡミーティングが近場になかった場合、女性ミーテ
ィングであっても、その夜は男性に対してオープンにするといった
また一人、大切な人を失った

例が挙げられます。
Q.ＡＡの会議、コンベンション、および類似のイベント情報を、

1981 年、信濃町にＡＡのオフィスができた。そこに一

『BOX459』や『グレープバイン』に載せてもらうための基準はどのよ

人のノンアルコホーリクがやってきた。以来 20 余年、Ａ

うでしょうか？

Ａのプログラムを愛し、一人一人のメンバーを愛し、数え

ＧＳＯでは、ＡＡのイベントの定義として、ＡＡメンバーによる、ＡＡ
メンバーのための、ＡＡのことをするための催しだとしています。こ
れらのイベントで、２日間以上であることが掲載の条件です。１日

きれないほどの宝物を私たちに与えてくれた。
まさにハイヤーパワーの贈り物みたいな人、山本幸枝さ
んが天に召されてしまった。

限りのイベントやグループの記念日を載せる紙面の余裕はない

今、20 年以上のソーバーを持ったメンバーたちは様々

のです。 ※日本の BOX-916 には、１日限りのイベントも掲載します。

な場面で山本さんとの出会いを経験していると思う。ＪＳ

Q.ＡＡラウンドアップを開催しますが、参加料を取っているからＡＡ

Ｏの所長として、ＷＳＭ（ワールドサービスミーティング）

の伝統に従って活動していない、と言うＡＡメンバーもいます。

評議員として、日本各地で分かち合いを行い、ＡＡのプロ

「会費もないし料金を払う必要もない」ことと、ＡＡラウンドアップの

グラムを分かりやすく伝えていただいた。

参加料とは大きく異なります。多くのラウンドアップ、コンベンショ

また、優れた英語力は、日本のＡＡの成長に欠かせない

ン、会議が催されていますが、ほとんどの場合は出費をまかなう

ものとして、たくさんの翻訳を残していただき、ＷＳＭ評

ために参加料を取っています。参加したいがお金を払う余裕が

議員として、ミュンヘン、ニューヨークへ、アジア・オセ

ないというＡＡメンバーのために、主催者が特別な手配をすること

アニアとの接点として、ＡＯＳＭ（アジア・オセアニアサ

もあります。

ービスミーティング）のセクレタリーを 1995 年の第１回

Q.ＧＳＯには私たちのグループの歴史に関する情報があるでしょう

から 3 回まで務められた。

か？
時にはＧＳＯのアーカイブ・スタッフが、あるグループの起源や歴

少し早すぎる旅立ち、なんともやりきれない思いです。

史について情報を提供できることもありますが、それは、長年の

心からご冥福をお祈りいたします。

間にそのグループからＧＳＯに寄せられた情報の量に拠ります。
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