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≪ １ ５ 周 年
今 日 一 日 ≫

全国の仲間の愛の手が今、分かち合うときが来た。さ
、 。あ そのプログラムについて具体的なお話しをしよう

３／９（金）
１３：００ スタートの『受付』では、女学生のコン
パに来てしまったのかな？ と見間違うほどの光景に
出くわす。もっとも回復されている方のみに感じるこ
とであろうが。
１４：００～１６：００ オープンセレモニーでの舞
台裏は趣向をこらしてのプログラムで、当日までシー
クレットであるが、ちょっとご紹介。
当然『仲間』の話と私たちの『友人 （勝手に思って』
いることだが）Ｋの話であるが、約１０００人の一体
感を満喫されるに充分なスピーカーをお願いした。
テーマ『今日一日』にふさわしいセレモニーになるだ
ろうと楽しみにしている。
１６：００～１６：３０ 『休憩』できっと懐かしい
友人に出会い、話が弾んでこれから始まるミーティン
グなど忘れてしまうかも”
１６：３０～１８：００ スピーカーズ・ミーティン
グでは 『北海道・東北地域』からかけつけた仲間が、
笑顔で感動を話してくれるだろう。
１８：００～１９：１５ 一番の楽しみ：夕食、
(当日の申し込みは受付出来ませんので、あらかじめ
チケットを購入下さい）

レストランが利用できます。AN11:00~21:00
１９：３０～２１：００ スピーカーズ・ミーティン
グでは『中部・北陸・中国・四国』の「仲間」の登場
です。今、この地域がおもしろいと、ＡＡのキャンバ

。 。スで注目の的です どのような話が聞けるでしょうか
１９：３０～２１：００ サービス・シェアリング・
ミーティングはちょうど同じ時間にスタートですが、
１９９０年を迎え、全国の「地域評議員」がサービス
熱に悩まされるほどの活気に満ちたディスカッション
が飛び交うでしょう。
３／１０
１０：００～１２：００ ＡＡ関西１０周年ミーティ
ングでは、開催地のパワーが爆発 （あほなこと言わ。
んといて）和気あいあいの零囲気で、アラノンメンバ

ーの方や専門の先生のお話を交えて、ＫＣＯの○○氏
の司会で素晴らしいミーティングを味わうことでしょ
う。
１２：００～１３：００ 昼食です。
１３：００～１５：４５ ゲスト・スピーカーズ・ミ
ーティングでは、ＵＳＡ全国担当理事を退任したばか
りのメンバーの話です。話の主題はソビエトにロング
ツアーのメッセージを運び、グループが誕生した内容
や、アメリカ医学会とＡＡがいかにして協力できて来
たかの経験談話、そしてサービスのネットワークの重
要牲について熱弁します。通訳はこの日のために帰国
してくれる私達が愛する有能な女性です。懐かしい再
会となる方々も多いことと思われます。また、質疑応
答の時間もたっぷり取りました。
司会はＪＳＯの○○氏です。お楽しみに。
１５：４５～１６：１５ 休憩です。興奮を分かち合
いましょう。
１６：１５～１８：００ スピーカーズ・ミーティン
グでは 「関東甲信越地域」の「仲間」の話です。、
男性、女性の司会者がリレーで行うミーティング、い
かなることになるか？ ご期待下さい。
１８：００～１９：１５ 夕食です。豪華な気分で舌
つづみできるかな？
１９：３０～２１：００ ラッフル・インフィーバー
では、全国の「仲間」からの献品が山のように並び、
ラッフル・ナンバーを読みあげるメンバーの方はご注
意。当分声が出なくなるかも 笑いの渦が会場にこだ

、 。まし 楽しい思い出を持ち帰ることができるでしょう
ご協力をお願いします。
１９：３０～２２：００ ディスコ・パーティーです
よ。頭を抱えてしまうほどの選択をしなければなりま
せん （申し訳ありません。と申しております）。
１２の電灯の下で１２のステップを踏みましょう。

（ ） 。入場券 回復料 １０００円当日会場でお求め下さい
９：００～２１：００ 第一から第四会議室では、
☆ヤング・ミーティング ☆ＮＡミーティング
☆英語フェローシップ ☆アラノンフェローシップな
どの分かち合いがあります。多くの方の参加をお待ち
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地域地域地域地域からのからのからのからの近況報告近況報告近況報告近況報告

しております。詳細は当日受付でお聞き下さい。
３／１１（日）
１０：００～１１：００ スピーカーズ・ミーティン
グでは、お待たせしました「九州・沖縄地域」の仲間
が話します。北から始まり南で終わります。
ちょっと桜前線とは逆ですが、新しい息吹を感じさ

せてくれることでしょう。

１１：００～１２：００ 『さよならミーティング』
ですが 「今日一日」がこれから始まるスタート 「Ａ、 、
Ａは自分が思ってもみないことが起こる」とよく言わ
れます。きっと参加した一人ひとりの胸に何かが今始
まった、と実感できる集会になることでしょう。
多くの皆様の参加をお待ちしております。

ＡＡ１５周年実行委員会

東北地区東北地区東北地区東北地区

東北は今、冷凍庫に入ったような寒気に覆われ、雪
と氷の世界。それにもめげずメンバー各々春の訪れを
心待ちにしながらミーティング場へ通い続ける毎日を
送っている。春と言えば、９０ＡＡ東北ラウンドアッ
プが、福島市飯坂温泉で６月２日～４日で開催される
予定。今回は東北地区の各グループより選出された実
行委員会によって企画運営される。
この運営の母体となっているのは昨年３月に開かれ

た東北地区懇談会である。その後約隔月に開催地を変
えて開かれているが、４～５００Ｋｍの距離と一時間
をものともせずに集まる各メンバーの頼もしさ。
この懇親会も回を重ねるうちに、問題が明確となり

東北全地域の状況把握、より大きな地区地域に関する
情報交換の場として、又メッセージを有効に運ぶため
にも、東北地区のセントラル・オフィスの設立が必要
との認識が生まれ、仙台に設立されることが確認され
た。今年初めより、年内の設立を目指し１２グループ
が財務委員会を設け設立準備金としての設立献金を始

。 。めた 難題は抱えているが実現することは確実である
岩手では今年設立３年を記念し、初のパブリックミ

ーティングを５月２０日に開催する予定。詳細は後日
お知らせしますが「おでんせ、新緑の岩手へ」
尚、盛岡少年刑務所において毎月第２第４金曜日に

ＡＡプログラムが自立更生、社会復帰に不可欠である
との関係者の深い理解を頂き、所内でミーティングを
聞かせて頂いております。

関東地域関東地域関東地域関東地域
関東地域集会より

１９９０年度より今までの関東サービス常任委員会
が発展的解消したことにより、新しく関東地域集会と
して発足しました。それによって今までの常任委員会
が受け持っていた、各委員会のサービス活動を地域集
会の中でやって行くことになり、新年度より５つの委
員会が構成され、メンバーへのサービスに尽力するこ
とになりました。
このことにより関東のサービス活動が、メンバー及

びグループにより近付いたサービスを遂行することが
出来る事と思います。しかし議長を初めとする各委員
の大半が経験を積んでいないので、どこまでやれるか
は心配ですが、新しい委員会による新しいサービス活
動を期待しております。何はともあれメンバー総ての
協力が無ければ何も出来ません。今後も仲間の協力と
経験の分かち合いをお願いします。

関西地域関西地域関西地域関西地域

今、関西はＡＡ１５周年記念集会一色に塗りつぶさ
れている。１０年前に東京から仲間がきてメッセージ
を運んでくれたのですが、３人の仲間が３００人に増
えて賑やかな限りです。また在日中に大阪のミーティ
ングに度々足を運んでくれていたＪ氏の来日も数年ぶ
りです。いま多くの仲間がＡＡ１５周年のメッセージ
をエネルギッシュに伝えています。米国、韓国、ハワ
イからの仲間、もちろん日本全土から多くの仲間が参
加してくれるというニュースが続々と届いています。
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ＡＡ１５周年は、関西の１０年目にもあたります。
２日目の午前中に関西１０周年ミーティングを開催
し、日頃からお世話になっている方々のお話を聞く予
定になっています。その他、催し物の詳細は実行委員
会からのお知らせをご覧下さい。

来まへんか、大阪へ”“
関西セントラル・オフィス

四国地域四国地域四国地域四国地域
新春を迎え皆さんには心新たに頑張っていることと

お喜び申し上げます。私共高知グループもハイヤーパ
ワーのお陰でソブラエティーを守ることが出来ていま

す。私達の地域では来る５月に、中国四国の代議員集
会とオープン・スピーカーズ・ミーティングを行うこ
とになっています。現在のところ何も決定したことは
ありませんが、代議員集会については尾道の仲間にア
ドバイスを受けましたが、色々と話しているうちに余
り形にはめようとはせずに、気楽にやれば何とかなる
と、倉敷の例を聞かせて頂き参考にさせて貰う心算で
す。期日、会場、テーマなど決定しましたら改めてお
知らせいたします。
５月と言えば季節柄花はありませんが、新緑と本当

に美味しいカツオを楽しみに大勢の仲間の参加をお待
ちしております。最後になりましたが、中国地区では
県立保健衛生センターの方がＡＡに強く関心を持って
下さり、Ｋ氏をはじめ多くの仲間が、今日はどこの保
健所、明日はどこの病院と忙しい毎日を送っているそ
うです。全国の仲間と一人でも多くお会い出来ること
を願ってペンを置きます。

本年７月５日から８日までアメリカ・シアトルで開
催される５５周年記念大会に参加するためのツアーを
下記のとおり設定いたします。参加登録と現地ホテル
の申し込みは、ニューヨークＧＳＯ径由（日本ではＪ
ＳＯかＫＣＯを通じて）に限りますが、ツアーも是非
一緒に参りましょう。ご検討下さい。

１．使用航空会社 米コンチネンタル航空
２．往復航空運賃 １３７，０００円
（他に米国出入国税として２，４００円必要）

３．コース
Ａ ７月 ４日（水） 成田 １８：００発

シアトル着 ０９：３０
宿泊 シアトル

７月 ５日 シアトルＡＡコンベンション
７月 ６日（金） 〃 〃
７月 ７日（土） 〃 〃
７月 ８日（日） 〃 〃
７月 ９日（月）シアトル 発１３：００
７月 １０日（火） 成田 １６：１０着

Ｂ ７月 ４日（水） 成田 １８：００発
宿泊 シアトル

７月 ５日（木） ＡＡコンベンション
７月 ６日（金） 〃 〃

７月 ７日（土） 〃 〃
７月 ８日（日） 〃 〃
７月 ９日（月） 自由行動
７月 １０日（火） シアトル発１３：００
７月 １１日（水） 成田 １６：００着

Ｃ ７月 ４日（水） 成田 １８：００発
宿泊 シアトル

７月 ５日（木） ＡＡコンベンション
７月 ６日（金） 〃 〃
７月 ７日（土） 〃 〃
７月 ８日（日） 〃 〃
７月 ９日（月） シアトル～アクロン

宿泊 アクロン
７月 １０日（火） アクロン探訪

（ＡＡ発祥の地）
宿泊 アクロン

７月 １１日 水 アクロン～シアトル ７（ ） （
月９日から１１日までの航空運賃、宿泊費は
別料金となります約９０，８００円）

７月 １１日（水） シアトル発１３：００
７月 １２日（木） 成田 １６：１０着

４． 申込締切日 ３月３１日 現在、参加者は全国
で８０名から１００名と思われますが、シアトル便の
ある、ノースウエスト航空、日本航空、コンチネンタ

シアトルシアトルシアトルシアトルＡＡＡＡＡＡＡＡ５５５５５５５５周年周年周年周年コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション
ツアーツアーツアーツアー参加参加参加参加のおのおのおのお誘誘誘誘いいいい
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ル航空のうち、低廉なコンチネンタル航空に発注が集
中すると思われます。申し込みだけで結構ですから、
ＪＳＯまでご連絡下さい。
５． 費用確定日 ５月１５日 参加者が５０名を超

せば、１３７、０００以上になることはありません。
６． 入金締切日 ５月２５日
７． 連絡先ＪＳＯ シアトルツアー委員会

１．ゼネラル・サービス・ミーティング議事録
第１回ゼネラル・サービス・ミーティング（地域評

議員による会議、８９年１０月８～１０日東京にて開
催）の議事録がこの度まとまりました。

ｌ部 ５００円（送料２１８円）
２．サービス・フォーラム議事録
第２回関東甲信越地域サービス・フォーラムの議事

録も完成し、当地域のグループには既に配布済みです
が、他の地域の方でもご希望がありましたらＪＳＯに
お申し込み下さい。昨年の８月に開催された、もので

『 、 』すが いま グループで伝統は生かされていますか？
というテーマのもとに、どこのグループでも日常ひん
ぱんに生じている身近な問題をみんなで話し合った記
録です．

１部 ４００円（送料２１０円）
３．ＡＡポスター『不安はありませんか？』
あるメンバーが歯の治療で歯医者さんへ行ったら、

待合室にＡＡのポスターが貼ってあったそうです。生
活の場に密書したＡＡを目指すためにも、ご近所のお
医者さんや、学校の保健室、いろいろな相談機関や、

。会社の医務室などにもう一度アタックしてみませんか
（ ） 。地元の連絡先 ある場合 を紙面に添えて是非どうぞ

１部 ２００円
４．スポンサー・メダル
４年ほど前に販売されたスポンサー・メダルも、今

や知る人ぞ知る忘れられた存在になってしまったよう
です。片面には『ちょっと待て、飲む前にスポンサー
に電話しよう』もう一面には「第一のことは第一に─
ＡＡ」と書かれたシルバーのメダルです。新しく来た
人にスポンサーからどうぞ。

１個 ２５０円
５．点字によるミーティング・ハンドブック
以前、ミーティング・ハンドブックの一部の内容を

点字にし、皆様にご案内しましたが、このたび、ハン
ドブックの全体の点字翻訳が完成し、目の不自由な方
にも同じようにご利用いただけるようになりました。
１部 ７５０円です。

ＪＳＯからのお知らせ
労されている仲間には申し訳無いほどの恵みだと感
謝しております。神奈川県中央に位置する本厚木は、
小田急線の町田と小田原のちょうど中間辺りです。
厚木にグループをと先行く仲間からの後押しをえて、
偶然女性ばかり四人で発足することになりました。
決して男性メンバーを敬遠した訳ではありませんか
ら、くれぐれも誤解しないで下さい。
幸せの代名詞、四つ葉のクローバーにあやかって命
名したグループです。多くの仲間のご来場を心から
お待ちいたしております。

松の内の娠わいも平常に戻り、寒さは厳しいものの
春の息吹がどこそことなく感じられる今日このごろ
皆様いかがお過ごしでしょうか。新たな出会いと共
感、希望と回復、の分かち合いを願い、恒例のＡＡ
関東春季ラウンド・アップの日程が決まりましたの
でお知らせいたします。多くの方々の参加とご協力、
ラッフル献品などをお願いいたします。

実施日 ４／２８（土）２９（日）３０（月〉
実施場所 秩父 農園ホテル

5911-l埼玉県秩父市上宮地町上野台
時間、費用等の詳細につきましては決定次第書面に
てお知らせ致します。

９０関東春季ラウンドアップ実行委員会

９０９０９０９０春季春季春季春季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のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

クループクループクループクループ誕生誕生誕生誕生のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ
クローバー厚木グループ

神奈川県は港横浜を初め、天下の剣箱根の山々、夏
に賑わう湘南の海、江ノ島・鎌倉と全国的に名高い
恵まれた環境です。特にＡＡ東京圏に近い交通事情
から、常に仲間と交流が出来るところは、地方で苦

文書委員会文書委員会文書委員会文書委員会からのからのからのからの

おおおお知知知知らせとおらせとおらせとおらせとお願願願願いいいい

従来、関東サービス常任委員会の広報委員会が担当
しておりました、ニューズレターの編集、発行の編
集方針や発行責任を今年度から、日本ゼネラル・サ
ービス・ミーティングの文書委員会が引き次ぐこと
になりました。と申しましての、従来からの実際場
の仕事は今までのスタッフにそのままお願いしてお
ります。今後の編集方針といたしましては、記事は
できるだけ全国の仲間に共通の話題を提供したいと
思っております。また各地で起きた出来事でも、全
国の仲間と経験の分かち合いに役立つものなら、ど
んどん掲載して行く方針です。読者の皆様からの投
稿を心からお願い申し上げます。


