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伝 わらなかった
グループ への 連絡
もう一度
もう一度「
一度「代議員って
代議員って何
って何ですか？」
ですか？」………
？」………ＪＳＯ
………ＪＳＯ
以前にこのニューズレターで、「代議員って何です
か」というタイトルで代議員の役割について紹介さ
せていただきましたが、その後も、各地で次々と新
グループが生まれ、代議員の登録もＪＳＯにいただ
いています。しかし、代議員の役割について誤解が
あったり、代議員を通じてグループにお送りした資
料が代議員のところでストップしていたり、登録の
あった住所に送った手紙が、転居先不明で戻って来
たりと、さまざまな問題も同時に発生しています。
そこで、代議員から新グループの登録をＪＳＯが受
けた場合、そのグループに対して、より具体的に大
事なポイントをお伝えするために、〈グループ・ハ
ンドブック〉として、以下のようなお便りとともに、
ＡＡパンフレットと資料一式をお送りすることにし
ました。その内容は以下の通りです。既存のグルー
プのメンバーのかたがたには、この紙面で紹介した
いと思いますので、どうかこのニューズレターを保
存していただけますよう、お願い申し上げます。

グループ代議員様
グループ代議員様
このたびはグループ登録をお送りいただき、ありが
どうございました。グループとＡＡ全体とのパイプ
役である代議員にあなたさまが選出されたとのこ
と、これから２年間、どうぞよろしくお願い申し上
げます。
今回お届けします資料には、ＡＡグループとしての
必要事項や、今後いろいろな問題が生じたとさに必
要と思われる情報が入っています。疑問等がありま
したら、どうぞご遠慮なくＪＳＯまでお問い合わせ
ください。。
また、別便でお送りしますＡＡパンフレット一式は、
グループのかたたちがいつでも参考にできるよう、
サービスとして進呈するものです。特に代議員のか
たには、ぜひともこれらの出版物に親しんでいただ
き将来、グループとしていろいろな問題が生じたと

き、その解決の糸口が必ずこれらの出版物のどこか
に紹介されています。それらを基盤に、グループの
メンバーの方たちとよく話し合いを重ねることで、
グループの良心が有効に働き、どのようなトラブル
も必ず解決されるというのが、ＡＡの経験です。な
お、このＡＡパンフレット一式は、登録を受けてか
ら約３カ月後に送付されます。ご了承願います。
代議員のかたには、今後、ＡＡ全体の情報がＪＳＯ
より毎月郵送されます。これらは、グループのメン
バーの皆様に、代議員のかたを通してお送りするも
のです。ぜひ皆様と分かち合っていただけますよう
お願いします。また、これらの情報が確実にグルー
プに届けられるためにも、代議員の変更がありまし
たら、直ちに新代議員の住所、氏名をＪＳＯまでご
連絡ください。
また、ＡＡはＡＡのメンバー、グループ、各委員会、
催し等から献金で成り立っています。ＡＡメンバー
以外の方からの寄付や献金は一切受け取っておりま
せん。メンバーのメッセージ活動（ステップ１２活
動）に対するお礼や講演科も、外部からの寄付と考
えられています。各グループの皆様には、ぜひこの
点にくれぐれも留意していただけますようお願い申
し上げます。この点につきましては、資料２の「Ａ
Ａの自立について」のページを参照してください。
ＪＳＯでは、いつでも皆様と親しいつながりを保っ
てゆくため、一層の努力をしていく所存です。ご意
見、ご要望をお待ちしています。
〈以下の資料が上記の手紙に添付されます〉
【資料１
資料１．】

ＡＡグループ
ＡＡグループとは
グループとは
①グループのメンバーは全員がアルコホーリクであ
り、アルコホーリクは全員がメンバーになる資格
がある。
②グループとして、完全に自立している。
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③グループの唯一の目的は、１２のステップを通して
アルコホーリクが回復するのを手助けすることであ
る。
④グループとして外部と従属関係をもたない。
⑤グループとして外部の問題に意見を持たない。
⑥グループとしての広報についての方針は、宣伝によ
り促進することよりも、ひきつける魅力に基づくも
のとし、新開、ラジオ、テレビ、フィルムのレベル
では、個人名を伏せる。
〈ＡＡグループ、Ｐ．１１から〉
ミーティーングの種類、ミーティングとグループの違
い、献金、輪番制、係りの役割、外部との関わり、等
々、ＡＡグループを運営するのに必要なことはすべて
パンフレット「ＡＡグループ」に掲載されています。
是非、目を通していただけますようお願い申し上げま
す。
【資料２
資料２．】

ＡＡの
ＡＡの自立について
自立について
＊すべてのＡＡ
すべてのＡＡグループ
外部からの寄付
辞退し
ＡＡグループは
グループは外部からの
からの寄付を
寄付を辞退し
て、自立しなければならない
《伝統
自立しなければならない。
しなければならない。
《伝統 ７》
＊アルコホーリクス・
アルコホーリクス・アノニマスは
アノニマスは永久に
永久に非職業的で
非職業的で
あるべきである。
あるべきである。ここで職業的
ここで職業的というのは
職業的というのは、
というのは、アルコ
ール中毒者
ール中毒者の
中毒者のカウンセリングを
カウンセリングを職業としてお
職業としてお金
としてお金を取
ることをいう。しかしわれわれはサービス
しかしわれわれはサービスのために
サービスのために、
人を雇う必要がある
必要がある場合
がある場合、
場合、アルコール中毒者
アルコール中毒者を
中毒者を雇う
ことができる。
ことができる。その場合適切
その場合適切な
場合適切な報酬が
報酬が払われる。
われる。し
かしわれわれの通常
かしわれわれの通常の
通常のステップ１２
ステップ１２の
１２の、活動には
活動には、
には、
決して支払
して支払われるべきはない
支払われるべきはない。
われるべきはない。
《伝統 ８(長文のもの
長文のもの)
のもの)》
ステップ１２活動には決して報酬は支払われるべきで
はない。伝統８の長文のものに明記されていますよう
に、たとえＡＡ以外の集まりからＡＡのことを紹介す
るよう依頼を受けて出向いたにせよ、お礼や講演料は
受け取らないのがＡＡのやりかたです。けれども、先
方の事情で、あるいはわが国の慣習で、お礼や講演料
が支払われる場合が多々あります。そのような場合、
ＪＳＯでは交通費の実費を差し引いた上で、残額に相
当する金額分のＡＡ出版物を先方にお送りすること
で、いただいた金額を「お返し」しています。では、
交通費の実費をいただいてよいのかどうかの問題につ
いて、また、いただいたお礼をどう処理したらよいか
については、第１１回ワールドサービスミーティング
最終報告書、Ｐ．９０．Ｌ .９を参考に、ぜひ、各グ
ループや委員会で話し合っていただきたいと思いま
す。
【資料３
資料３．】

ディスカッション・
ディスカッション・ミーティングの
ミーティングの

テーマの
テーマの提案
―

略

―

【資料４
資料４．】
定期刊行物「ＢＯＸ９１６
「ＢＯＸ９１６」
９１６」 について
ＡＡメンバーの活字による経験の分かち合いとも、活
字によるミーティングとも呼ばれている「ＢＯＸ９１
６」は、ＪＳＯ内のＢＯＸ委員会が編集、発行してい
る月刊の定期刊行物です。また、各地域のＡＡの催し
もＡＡカレンダーとして掲載されています。一部￥２
００。
（〒７２）、年間予約購読料は￥３，２６４.（送
料込み）で、発行日は毎月おおむね最終日曜日となっ
ておりますが、各号の最終ページ最下段に翌月号の発
行日が明記されていますので、確認してください。
見本として最新号を一部同封させていただきました。
購読をご希望のグループは、部数を明記のうえ、ＪＳ
Ｏまでお申し込みください。なお、部数の変更はでき
るだけ発行日の１０日前までにご連絡いただけますよ
うお願い申し上げます。なお、お申し込みのない場合
は送付できかねますので、ご了承願います。
ＡＡカレンダーに掲載されます催しは、主催が地区レ
ベル以上のものを原則とし、掲載は２か月に限らせて
いただいております。ただし、ラウンドアップにつき
ましては３か月の掲載になりますが、それ以前にお知
らせを希望する場合は、後記の「日本ニューズレター」
の方にご連絡ください。なお、一グループで主催する
催しの案内につきましては、できるだけ地域内の機関
誌、ニューズレター等をご利用ください。
記事掲載の依頼は発行前月の１０日までに、ＪＳＯ内
のＢＯＸ９１６委員会宛にお送りください。また、経
験の分かち合いとして投稿された原稿の掲載の採否
は、ＢＯＸ９１６委員会に委ねていただけますようお
願い申し上げます。
購入した部数の入金方法につきましては、毎回振り込
み用紙がボックスに同封されますので、その用紙に、
グループ名、何月号分、部数を必ず明記のうえ、送付
時の封筒に張られた切手料金を送料として、購入部数
の料金に加算の上、お振り込みください。
ご購読と同時に、ふるって原稿をお寄せくださいます
よう、併せてお願い申し上げます。
【資料５
資料５．】

日本ニューズレター
日本ニューズレターについて
ニューズレターについて
隔月で発行されていますＡＡ日本ニューズレターは、
関係者、メンバーの皆様に、全体的なＡＡの情報をお
知らせするための広報紙です。グループの皆様には、
１部につき７０円のご負担をいただいています。これ
はニューズレターの代金ではなく、全国的な広報活動
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にかかる費用をグループの皆様に支援していただいて
いる金額です。ですからニューズレターにつきまして
は送料を別にいただいておりません。
入金方法につきましては、ＢＯＸ同様、同封されまし
た振り込み用紙に、グループ名、何号分、部数を明記
してお振り込みください。ニューズレターは、毎月で
はなく、１か月おきの発行です。どうぞ有効にご利用
ください。
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【資料７
資料７．】
Ｊ Ｓ Ｏ の 業 務
― 略 ―
【資料８
資料８．】
代議員変更届け用紙
― 略 ―
【資料９
資料９．】
ミーティング会場および日程変更届け用紙
― 略 ―

【資料６
資料６．】

ＡＡ出版物案内
略
（タイトル、価格、内容が紹介されています．）

絵で見る

12 の伝統

伝統 1
第一にすべきは
第一にすべきは全体
にすべきは全体の
全体の福利である
福利である。
である 。個人の
個人の回
復はAAの
AAの一体性にかかっている
一体性にかかっている。
にかかっている。
われわれひとりひとりのソブラエティはグループの
おかげである。グループはわれわれをたよりにして
いる。個人の欲望や野心を押さえないと、グルー

オフィス幹事会
オフィス幹事会からの
幹事会からの
お知らせ

プがめちゃめちゃになって

オフィス幹事会は２月１６日、３月１５日『滝沢』
池袋西口別館で開催しました。内容について要旨をお
知らせします。
Ａ．ＪＳＯの１９９１年の決算書について、記載を証
明するための添付書類を法的にも的確なものとす
る事。
Ｂ．事業報告書を作成し保存する事。
Ｃ．ＪＳＯの運営細則、就業規則、経理視定等を作成
する事。
Ｄ．オフィス幹事会にノンアルコホーリック何人かの
参加を計画すること。

しまうかもしれないと、そ
のうち分かってくる。

′92九 州 Ｒ ｏ ｕ ｎ ｄ

Ｕ ｐ

′ 92東 北 ラ ウ ン ド ア ッ プ
テーマ

果てしない空と
広がる入道雲の下で

7月 24日 （ 金 ） 25日 （ 土 ） 26日 （ 日 ）

素晴らしい時が過ぎて行く

福島県相馬市松川浦海岸
お問い合わせ

７月２４日（金）２５日（土）２６日（日）
宮崎県日南海岸
お問い合わせ

国民宿舎

『気楽にやろう』

青島

九州セントラルオフィス

喜楽荘

022-276-5210

TCO
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『関西地域定期刊行物再発行について
関西地域定期刊行物再発行について』
について』

今春、
『あおしんごう』につぐ『ぶどう樹』
（春季号）
をスタートさせることができて、本当にうれしいです。
『あおしんごう』のおり、原稿を依頼され、そしても
ったいをつけてＯＫしたものの、なかなかうまく書け
ず、仲間の再三の催促の労にもかかわらず、書き上げ
に費やした時間は１０分程度、それでも、初めて自分
の書いたものがいわゆる活字となって掲載されたと
き、胸のときめきは尋常ではなかった。こっそりと何
度も、なんども目を通しては、自分のささやかなプラ
イドをくすぐっていた。これでことが終われはそれに
越したことはなかったが、アルコール中毒者特有の知
的気分（ALCOHOLIC MIND のすこしひねた訳）が待
ち構えていた。「ひょっとしたらもうみんな、わたし
が書いたものを読んでいるのでは？」「あの文章は、
その内容はちょっとひと味ちがっていたのでは？」
「今
日ここにきた新しい仲間の一人ぐらいは、わたしの書
いたものがきっかけでミーティングにきたのでは？」
さらに「ひょっとしてわたしはＡＡの………」などな
ど。
『あおしんごう』の名称はある仲間によって名付けら
れたもので、またその表紙の若々しいイラストも『あ
おしんごう？』とか『赤信号みんなでわたれば怖くな
い』とか、よく仲間と歩きながら酒落めいたこともあ
った。それを目にするのをコワゴワ期待した月もあれ
ば、イヤイヤまちこがれた月もあった。身銭を切って
読んだこともあるし、そうでないときもずいぶんあっ
た。
それから原稿が集まらないとか、手伝ってくれるメ
ンバーが少ない等の理由で中止、そして廃刊となり、
はじめは「しゃあないなあ」とさほど気にもとめず、

それで済んだ。時は流れ、関西地域のグループ数も目
立って増え、以前はそうではなかったのに、ホームグ
ループ以外のミーティングにときおり足を運んでみる
と、初対面のメンバーもかなり目にするようになった。
そしていつ頃からだったか『あおしんごう』が再刊で
きればいいのになあ、という漠然とした想いが浮かび
出していた 。「でも率先してやったら、いろんな責任
もあるだろうしなあ、でも、やってみたいし、そうい
うことで自分を表現しても見たいし………」
今回、刊行物の名称を『あおしんごう』のままとす
るか、それとも別の新たなものとするか、話し合いが
なされ、その結果その名称を新たに各メンバーに募っ
てみたところ、『ソブラエティー』『フェローシップ８
０ WEST』『ぶどう樹」『？』の計四つの名が挙がり、
そして委員のメンバーの誰もが、まさか？ と思って
いた『ぶどう樹』という名称に決まった。これはどう
見てもハイヤーパワーの働きとしか思えなかった。な
お 、『あおしんごう』は自立した〈あおしんごうグル
ープ〉が編集発行の責任をもっていたが、この点に関
しては「グレープバイン」や「ＢＯＸ９１６」等を参
考にした結果、ＫＣＯ内『ぶどう樹』編集委員会とし、
その編集発行の責任をもつに至った。
※夏季号のテーマは〈ステップ１〉ですので宜しく。
『ぶどう樹』編集委員会

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─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ＡＡの文書であ
ることを明確にするため、積極的に使用下さるこ
とをお願い致します。

