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第十回ニューヨークワールドサービスミーティング
第十回ニューヨークワールドサービスミーティング

ＡＡと
ＡＡと そ の 責 任
日本ワールドサービス評議員
鈴木、林

１９８８年度、ニューヨークで行われる第１０回Ａ
Ａワールドサービスミーティングに出席するために、
１０月２１日、成田発１８時１５分発（実際は３０分
遅れた）ユナイテッド航空機で１２時間４６分かかっ
て、時差のため同日、ニューヨーク、ケネディ国際空
港に到着した。無事に税関を通過して、そのまま会場
予定のルーズベルトホテルに直行するため、タクシー
発着場に重い旅行カバンを引きずって現れたのは夜の
８時近くだった。ニューヨークは風が強く、寒くて雨
が降っていた。
整理係からナンバーのついた整理券をもらい、人ご
みで混雑するタクシーの発着場で、どうにか車に乗り
こんだ。日本の評議員２名は、降りしきる雨の中をマ
ンハッタン島へ向けて疾走するタクシーの窓から、長
旅で疲れた目の中に、イーストリバーを超えてニュー
ヨークの高層ビルのライトを認めたのだった。
市内の混雑は東京のそれを上回り、車は至る所で立
往生。運転手は「これじゃ商売にならない。今日はこ
れで仕事はアガリだ］とぼやいた。１時間半近くかか
って、ようやくホテルに着いた。
国を越えた経験の必要から、１９６９年に開始され
たＡＡワールドサービスミーティングも１０回目を迎
えて、今年度のテーマは「ＡＡとその責任」である。
期間は１０月２３日より２７日までで評議員は、委
員会、ワークショップ、問題提起と討論、参加した国
ぐにのいろいろな問題が報告される場に参加する。経
験は討議され、採択される。しかし、これは評議会で
はない。参加国の評議員はたしかに国の中から選ばれ、
理事会から任命されてやってきたＡＡの人びとだが、
これで全世界をカバーできるものではない。だから、
採択されたものも、ミーティングの提案として、会議
が終了後、印刷されて各国、各ゾーンに送られる（内
容の詳細は後日「ワールドサービス報告」にゆずりた
い）。
会議は２７日までだが（会議は英語とスペイン語）、
２８日はニューヨークＧＳＯとグレープバイン社訪問
（パークアベニューサウス４７０番地とビルの入口に

書いてある ）、夜は北米・カナダ常任理事会招待ディ
ナーミーティング（北米・カナダ常任理事会はアルコ
ール症者でない人びとを含む専門委員会の母胎で、主
として「伝統」のかじ取り、ＡＡと外部の協力、ＡＡ
のポリシー、財政などにかかわる人びとの集団、ゼネ
ラルサービスオフィスの運営、北米・カナダ評議会に
情報、サービスを提供している ）。２９日はニューヨ
ークのホテルから小１時間北へ上ってニューベッドフ
ォードという田舎にある、ビルＷと妻のロイスの自宅
を訪問した。ビルの書斉、トイレまで世界のＡＡのミ
ーティング場や予定表がはってあった。妻のロイスは
今年９７才で昇天したアラノンの創始者で、これでＡ
Ａの誕生にまつわる語り部はひとりもいなくなった。
ニューヨークインターグループ主催のヒルトンホテル
でのビルＷディナーミーティングとダンスパーティ
（歓迎のために６０ドルの参加券で２５００人が参加
してくれた ）、３０日は同じくルーズベルトホテルで
常任理事会の専門委員会への出席、３１日朝ホテル出
発、日本時間４時３０分成田着という多忙なスケジュ
ールであった。
この会議のスケジュール、評議員の世話を焼いてく
れたのは、会議担当セクレタリーで、サーラ・プライ
スというＧＳＯの女性である（ＧＳＯのセクレタリー
の資格はソブラエティ６年以上ぐらいで、公募するそ
うである）。
会議の終了日、同じく最後まで司会をつとめてくれ
たＧＳＯのディレクター、ジョンＢから、彼女へのね
ぎらいの言葉と共に満場の拍手が起こった。彼女の柔
和なひとみは涙でうるんだ。日本にかかわりのあるＧ
ＳＯのへレンやロイスとともに、また協力してくれた
職員にここをお借りして感謝しておきたい。
「ＡＡの生き方を通した国連……」会場の両側にか
かげられた各国の旗を見ながら、そんな思いが頭の中
を通り抜けた。ＡＡのサービスの責任の３つの顔、地
域のサービス、国全体にまたがるサービス（ゼネラル
サービス ）、そして国を越えた世界の人びとへのサー
ビス（ワールドサービス ）、この３つの合金で柔軟な
枠組みを備えたものがＡＡの運動である。私たちの回
復の視野は、国を越えて世界的なものになりつつある。
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１９９０年
１９９０年（２年後）
年後）３月
大阪で
大阪で集まろう！
まろう！

若い人たちへ……
たちへ……

ＡＡ日本１５周年記念集会運営委員会
広報 No.l

日
場

［ＡＡ日本１５周年記念集会］
時：１９９０年３月９,１０,１１日（金・土・日）
所：大阪国際交流センター

１９９０年３月にＡＡ日本１５周年記念集会を大阪
で開きます。社会の色々な共同体がやっているのと同
じように、日本のＡＡも１５年の歩みを振り返り、喜
びを分かち合うお祝いの集会を開きます。
北は北海道、南は沖縄まで全国の仲間が集い、外国
の仲間も一緒に楽しいフェローシップの時を過ごしま
せんか。
３年前、東京で１０周年記念集会が開かれました。
その集会を通して、関東のＡＡの一体制が高まり、飛
躍的にメンバーもグループの数も増えました。その後、
だんだんと日本中にＡＡグループが広まり、今度の１
５周年記念集会で、全国のグループの参加のもとに、
全国のＡＡの一体制がたかまり、日本中のすみずみま
でグループができ、まだ苦しんでいる仲間のもとにメ
ッセージが届く全国サービス体系ができるように、各
グループの協力をお願いたします。

第１回神戸インターグループ
回神戸インターグループ・
インターグループ・
コンベンション開催
コンベンション開催
１９８９年２月１１日（土）午前１０時から午後４
時３０分まで、兵庫労働センターにてＡＡ神戸インタ
ーグループ主催によるコンベンションを行います。神
戸インターグループができて約１年３ヶ月。このごろ、
神戸沿線の各ミーティング場も、仲間の数が増えてに
ぎやかになってきました。個性的な仲間ばかりで、只
今、その仲間たちと頭寄せ合って、インドの、お茶（チ
ャイ）を飲みながら、着々と準備進行中です。テーマ
は「ソブラエティ─飲まないで生きること─」です。
神戸の風光明媚、異国情緒あふれる場所でソブラェ
ティの一日を過ごしてみませんか？ ポートタワー近
くのホテルを少数ですが利用できるようにしますの
で、泊まりがけでもＯＫです。同じ歩みを続ける多く
の仲間と接し、そしてハイヤーパワーの力を得て、こ
れからのグループの活力源にしていきたいと思ってい
ます。多くの仲間のご参加よろしくお願いします。
尚、くわしくは下記へご連絡ください。
〒５５３大阪市福島区８−１８−１
太源マンシーン３０２号
ＡＡ関西セントラル・オフィス（ＫＣＯ）
ＡＡ神戸インターグループ実行委員会宛

☎（０６）４５３−３２０６

ウェルカム！
ウェルカム！
ＡＡヤング
ＡＡヤング
ミーティング
ヤンググループ
最近、若い人たちのアルコール依存症が著しく増え
ています。私たちはＡＡのすばらしいアルコール依存
症からの回復にそったプログラムを使って、特に若者
だけのヤングミーティングを開いています。このミー
ティング（話し合い）の内容を簡単に紹介してみます。
①若いのにアルコール依存症（中毒）になるはずがな
い、女性だから恥ずかしいｅｔｃ…。自分がアルコー
ル依存という病気である事を認めるのは一人ではむず
かしいけれども、若い仲間の経験の分かち合いを通し
て問題を真剣にとらえ、年令・性別に関係のない病気
であることを受け入れる。それをきっかけにして幅広
い年令層の仲間のいるＡＡグループにつながってい
く。
②若いメンバー同志でなければ分かち合えないような
問題を、このミーティングを通して解決の方向に持っ
ていくように努力する。そして若さゆえの弱さを強さ
に変え、良いものは更に伸ばしていくことを一緒に進
めていき、ＡＡの中の帽広い年令層の中で仲間意識を
もって回復、成長していけるようにする。
③ＡＡのサービス活動を通して、地域社会の中で人間
関係をより柔軟に、より円滑に育てていく。そして若
者らしい価値のあるしっかりとした考えで、今日一日
のソブラエテイ（飲まないで生きること）をエンジョ
イしながらまだ苦しんでいる人たちに多くのメッセー
ジを運んでいく。
以上がその内容で、毎週水曜日、午後７時から８時
半まで椎名町のカトリック豊島教会でミーティングを
開いています。新しい仲間との出会いを楽しみに待っ
ています。なお、私たちがＡＡヤングとして価値ある
ビジョン（未来像）を持って生きていくために、第１
水曜日はオープンミーティングになっていますので、
各地区、各グループのメンバーの方々や専門分野の方
々のご参加、ご協力をお願い申し上げます。
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☞グ ル ー プ 便 !
［パートⅠ.］

宇部グループ

全国の皆さんに便りが届けられることを、グループ
の全員が諸手を上げて賛同し喜んでいます。
今日は！皆さん！
私たちがＡＡと関わったのは、この地にある高嶺病
院の中にＡＡラーニング・グループ（ＡＡを学ぶため
の）が誕生したことに端を発します。勿論それ以前か
ら院内へ先行く仲間のメッセージは受けていたのです
が……。
敦賀から来ていた仲間が退院した後、ＡＡのグルー
プに関わったのも、きっかけの一つかもしれません。
事後、昨年の９月にグループが誕生しましたが、１
１月には早々と東京、大坂、福岡、長崎の各地の仲間
の手助けを得てＡＡセミナーを持つことができたので
す。仲間の力をつくづく感じ、その配慮に感謝します。
昨年、阿蘇でのラウンドアップは大いに私たちに生気
を与えてくれました。今年の雲仙でのラウンドアップ
もまた、大勢が参加し力を得ました。今の私たちはど
うにか自立の道を歩んでいると感知しています。確実
にステップを踏むことを目標にミーティングを進めて
いますが、霊的なことがらになるといささかとまどい
も感じています。何故ならば我々自身が霊的にぶっ壊
れているということを自覚しているからです。だから
自立しているとはいうものの 、「自律」となると一抹
の不安も感じているこのごろです。スリップも、確実？
に体験しています。でもそれらのことを通して再奥の
自分をのぞき見、アル中の再確認をすることも納得で
きます。何せ地方のことですので近くのミーティング
場といっても往復２時間、３時間、でもそれらの会場
へも手を取り合って分かち合いに出掛けます。
若いグループですが、若いなりにピチピチしていま
す。一つ一つの現実を確かめ合い、見つめ合って一日
一日を歩き続けます。どうぞ、山口へもおいでませ！！
［パートⅡ．］

太田グループ

「赤城の山も今宵かぎり……。南の空へ雁が飛んで
いかァ……」で知られている、赤城山がド〜ンと太田
の町から挑めることができる東上州群馬県大田市は、
東武鉄道伊勢崎線浅草駅から急行で９０分（準急２時
間位 ）、伊努崎、赤城各駅より３０分程のところに位
置しています。
県内最初のＡＡグループとして誕生しまだ間が浅い
フレッシュなグループです。
会場へは大田駅へ降り立ち、駅前広場のほぼ中央に
新田義貞の銅像を横目で見ながら大通り（国道１２２
号線）を渡り、３〜４分ぐらい歩いたところに、太田
カトリック教会の看板が現れてきます。神父さま、教
会関係者の方々のご配慮により、教会脇の２階大広間
で毎週月曜日、午後７時３０分から８時３０分までの

オープン・ミーティングを行ない 、「今日一日」を大
切に、新しい仲間との出会いを待っています。
スタートしてから幾人かの新しい仲間との出会いが
あり、地区メンバーとのミーティング、何時も来ても
らえる仲間とのフェローシップに花を咲かせていま
す。
手さぐりで始めたグループですが、多くの「仲間」
と分かち合いながら、お互いに協力しながら、社会の
中で生きていきたいと思っています 。「不思議な力」
がそうさせているから。
仲間の皆さん、月曜の夜７時３０分、大田の会場で
お会いしましょう。

ＡＡ金沢
ＡＡ金沢
雪上ワークショップ
テーマ

「仲間」

敦賀国際スキー場
１９８９年１月２８日（土）
参加費及び宿泊（食事込み）

２９日 （日）
￥５，０００．−

今年も楽しいスキーシーズンがやってきました。
「飲まないで生きる」喜びを仲間とともに分かち合い
ましょう。今年もまたダイナミックな企画を用意して
います。ぜひ、仲間たちの参加をお待ちしています。
１９８７年の敦賀雪上ワークショップは大成功でし
た。外人グループからもアラノングループからも参加
があって楽しい思い出となりました。
スキーができない人も雪上チャンコ鍋大会もありま
すよ。夜は旅館でミーティング。麻雀もあります。

28 日（土）

29 日（日）

15： 00
17： 00
19： 00
21： 00
23： 00
7： 00
9： 00

12： 00
13： 00
18： 00

＜プログラーム＞
受付開始
夕食
オープニングミーティング
フェローシップ
就寝
朝食
スキーイング（自由滑降)
無力を認める 。（メンバーに
は初心者教室もあり）
雪上チャンコ鍋
自由滑降
解散
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代 議 員 っ て な ん で す か ？

そのためには・・・・
・グループから信頼を受けている
・メンバーの意見を正しく聞ける
・グループの必要性を認識できる
・「１２の伝統」に関心がある
・個人より原理を優先させる決断力がある
その役割とは・・・・
・地区や地域のサービス委員会にグループ代表として
出席、グループの良心を表明
・そこで話されたことをグループに伝える
・ＪＳＯ経由で各グループ、各委員会との連絡窓口
・グループの最新情報をＪＳＯに連絡
・ＪＳＯから到着した資料を把握してメンバーに知ら
せる
・メンバーに各種情報を報告
・６−３−１制やバースディ個人献金の説明をグルー
プに対して行う
*クリスマスプレゼントに！
*ビッグブックから
ミーティングテーマを！
キャンペーン
ビッグブック ¥3.500
¥2.500
〃 小型版 ¥l.600
¥1.440
12 ステップと
12 の伝統 ¥2.000
¥1.600
年内一杯です

（ＪＳＯ）

メンバー
の意見

メンバー
の意見

メンバー
の意見

グループの良心

他のグループと
経験を分ち合う

情報伝達

代 議 員

地区／地域／地方
委員会

代議員とは
・サービス構成の基盤
・グループのサービスリーダー
・グループとＡＡ全体をつなぐパイプ役
・グループの良心を各委員会にて表明

メンバー
の意見

ＪＳ Ｏ

問い合わせ 関西セントラルオフィス（ＫＣＯ）
新グループ誕生の連絡を受けると、ＪＳＯからいろ
いろな書類がそのグループに発送されます。その中に
代議員登録用紙がありますが、あるときメンバーから
問い合わせが来ました 。「代議員って何ですか？ 名
前を登録するからには、その仕事の中身が知りたいの
です 」。その時ハタと考えました。関東地域では４年
ほど前から代議員制をとっていますので、代議員とい
う言葉はもうお馴染みになっています。ではそれ以外
の地域についてはどうだったでしょうか？ 以前に１
度全国的にお知らせを出した記録が出てきましたが、
新陳代謝が活発なＡＡです。また改めて代議員につい
てお知らせしたいと思います。
まず、全国的なサービス体系がまだ整っていない日
本の現状での代議員という立場を図にしてみました。

全国
代議員集会
ＡＡ全体の良心が集約される
その選出は……
・任期は２年、１月１日付けで着任
・グループの投票によって正・副を選出
・ＪＳＯに住所氏名を登録
・他のグループとの兼任はできない
（サービスマニュアル、及び GENERAL SERVICE
REPRESENTATIVE ─ NAY BE THE MOST
IMPORTANT JOB IN AA から、日本の現状に合っ
た部分だけピックアップ）
最後に、代議員とチェアマンとは違うことを付け加
えさせて戴きます。
ＪＳＯ 山本

１９８８年
１９８８年、

ふりかえって
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
8月
10 月

宮城インターグループ
５周年コンベンション
ＡＡ関西コンベンション「生きる喜び」
関東ラウンドアップ 越生
第２回東北ブロックコンベンション
北海道ツアーラウンドアップ
関東甲信越サービスフォーラム
南多摩ＡＡコンベンション（日米合同）
第２回九州地域ラウンドアップ
鎌倉ラウンドアップ
＊オープン・ステップ
7 回
＊オープン・スピーカー
31 回
＊フェローシップ
9回
（ ミーティングを含んだもの）
─ＢＯＸ ８８年
８８年ｌ月号〜
月号〜１１月号参照
１１月号参照─
月号参照─

