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『『『『報告報告報告報告のののの概要概要概要概要』』』』
日本ゼネラルサービスミーティングも開催するた

びに内容が充実し、今回も有意義な分かち合いとな
った。ミーティングの詳しい内容は、来春の一月に
『報告書』にまとめ、全国のグループに配布される
予定なので、ここではその報告書を手にするまでの
案内として概要をお伝えしたい。

第１回のゼネラルサービスミーティンはじめにはじめにはじめにはじめに
グに向けて、全国７地域の「グループの良心」によ
って選出された第一期の評議員も、ＡＡのフェロー

、「 」 、シップのなかの しもべ としての役割を果たし
昨年に引き続いて今年でほぼ全員が退任する。サー
ビスで大切なのは次の「しもべ」と経験を分かち合
うことにある。そこでその精神を生かすため今回か
ら「報告書」の中に“退任する評議員からのメッセ
ージ と題して、役割を終えるに当たっての評議員”

の経験の報告が掲載されることになった。
その内容をメンバーの一人一人に読んでいただ

き、評議員を選出する大切さや役割についての意義
が深まることを願っている。
プログラムの本題に入ろう。
まず、最初のプログラムである。ランチパーティ

ミーティングの印象から伝えたい。
第４回目の開会は健康的な緊張感（今回新任した

評議員）とリラックス（退任する評議員）した雰囲
気で始まった。すべての評議員が一言スピーチをリ
レー方式（司会者が提案した方法で、次の人に話し
てもらうときにレイを首にかけてバトンタッチす
る）で話す中で、私個人が印象に残った評議員の話
の一部だがここで紹介したい。
「 。評議員として３年の任期を務めることができた
この３年間の経験で学んだことは、サービスとはい
ろいろな人の意見を聞き、自分の考えに当てはめて
いくことだった。それまでの自分は、自分の意見が
受け入れられないとサービス活動に意欲を失い、つ
い投げ出したい衝動が先に立つことが多かった。し
かし、３年間の経験を通じて知り得たことは他の人
の意見にも耳を傾け、たとえ自分の意見が受け入れ

られなかったとしても感情をしずめ辛抱することが
どれだけ大切であるかを学んだ。なぜなら、ＡＡで
いう『一緒にやる』ということは、いろいろな考え
方を受け入れ、サービスにとって一番よいことを選
択することにあるからである。どんな話し合いの場
であっても、ＡＡの一体性が保たれ、グループの良
心が反映されるとき、そこに存在する事実は自分に
とってもＡＡにとっても良いことであることを私は
確信したからである…」
このような評議員一人一人の熱意がこもったスピ

ーチが終わり、最後に司会者が今日からの３日間を
全員が満足して帰りましょう〈満足〉という文字を
書いた扇子を広げて、全員の拍手喝采の中でパーテ
ィが終了しプログラムに入った。
「「「「実施状況報告実施状況報告実施状況報告実施状況報告」」」」ではではではでは
☆献金フォーラム実施報告について
実施地域評議員による報告があった。

☆地域評議員分担金改定について
改定に伴う諸問題の報告があった。

☆出版基金の状況について
状況報告と監査報告があった。

☆ＷＳＭ派遣費用の特別献金について
目標額達成の報告と帰国後の報告会についての
実施概要が報告された。
「「「「アンケートアンケートアンケートアンケートによるによるによるによるディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション」」」」ではではではでは
☆評議員からのレポートによる諸問題
☆事務局が提起した問題
☆セントラルオフィスが提起した問題
☆当日の会場からの問題などについて討論がされ
た。
「ＡＡ「ＡＡ「ＡＡ「ＡＡ２０２０２０２０周年記念集会周年記念集会周年記念集会周年記念集会」」」」ではではではでは
☆実施のための委員会編成について
☆開催月について
☆開催日程・期間について
☆会場規模について
☆テーマ決定の手順について
☆ポスター作成の手順について
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などが主議題として話し合われ、委員長が決定さ
れた。
委員会編成についても全国レベルの編成を事務局

が提案し、動議を加えほぼ賛同を得た。
開催会場の規模については、各地域の評議員ごと

に集まり緊急会議を行い、予想される地域別の参加
者数を確認しあって、２，０００人規模の会場を確
保することを予定とした。
その他の議題は、事務局が草案し、次回のＧＳＭ

で検討することとなった。
記念誌記念誌記念誌記念誌『『『『日本日本日本日本ＡＡＡＡＡＡＡＡ２０２０２０２０年年年年のののの歩歩歩歩みみみみ』』』』についてについてについてについて
☆２０年誌発行に当たって、各地域の担当者を中心
に、地域内の各グループ誕生の歴史やサービス構
成の発展の推移を来年末までにまとめる。

☆ＪＳＯでは、特に日本のＡＡの誕生当時からの資
料を収集する。

「ＪＳＯ「ＪＳＯ「ＪＳＯ「ＪＳＯのののの活動報告活動報告活動報告活動報告とととと今後今後今後今後のののの計画計画計画計画」」」」ではではではでは
☆１９９２年度の事業計画と予算についての報告に
よる討議

☆１９９３年度の事業計画の重点項目と予算編成に
ついての討議

☆ＪＳＯ法人化構想についての討議など熱心な討論
が行われた。

「「「「セントラルオフィスセントラルオフィスセントラルオフィスセントラルオフィスとととと地域地域地域地域サービスサービスサービスサービス」」」」ではではではでは
☆オフィス職員からの問題提起による討議
☆昨年度のＧＳＭ以降の顕著な動向についてなどを
分かち合った。

「「「「１２１２１２１２＆＆＆＆１２１２１２１２のののの改訂改訂改訂改訂についてについてについてについて」」」」ではではではでは
☆グループ代議員に送付したアンケート結果を基に
討議。
この議題は参加したメンバー全員に関心が強

く、熱心な討論の結果、翻訳準備を開始するまで
とし、結論は翻訳終了時まで持ち越すこととなっ
た。

「「「「分科会報告分科会報告分科会報告分科会報告とととと採択採択採択採択」」」」ではではではでは
〔〔〔〔方針方針方針方針ではではではでは〕〕〕〕
☆ＷＳＭ評議員選出方法の変更について
①ＧＳＭで選出することとした。
②立候補資格をサービスマニュアルで示されている
ものだけとし、他の条件は設けないこととした。

③立候補には評議員２名の推薦を必要とすることと
した。

④選出方法の変更については、評議員が各地域の代
議員に充分な説明と理解をしてもらう努力をする
ことが同意された。

☆アピール権が出されたときの対応について分かち
合われた。

☆常任理事会の設置に向けての分かち合いを行っ
た。

☆ＧＳＭの東京外での開催について確認し合った。
〔〔〔〔財務財務財務財務ではではではでは〕〕〕〕

☆出版基金のお願いを目標額が達成されなくても、
今年１２月いっぱいで打ち切ることにした。

☆ＪＳＯの運営と献金状況のバランスについて分か
ち合われた

☆支援システムをどのように広めて行くかを話し合
った。

、 。☆献金を辞退する外部とは について分かち合った
〔〔〔〔広報広報広報広報ではではではでは〕〕〕〕
☆マスメディアにメッセージを運ぶための分かち合
いを行った。

☆地域の社会資源の有効活用についての情報交換を
行った。

☆ＡＡのポスター作成についての意見交換を行っ
た。

☆ＡＡ以外の団体と催し物を共催するときの問題点
について分かち合った。

〔〔〔〔文書文書文書文書ではではではでは〕〕〕〕
☆ＢＯＸ９１６の頒布価格を２００円から２５０円
に変更することを採択した。

☆評議員会承認出版物を活用するための方法とし
て、グループのミーティング場にＪＳＯが示す種
類の書籍１セットを定価の４割引で頒布し、グル
ープ販売見本として提供するシステムが採択され
た。

☆各地域の図書館にＡＡの本を寄贈する活動につい
ての分かち合いを行った。

☆ＢＯⅩ９１６、ニューズレターの著作権はＪＳＯ
出版局にあることを採択した。

〔〔〔〔ネットワークネットワークネットワークネットワークではではではでは〕〕〕〕
☆地域評議員の地域割についての再検討について分
かち合った。

☆全国のサービス体系についての議題（選挙マニュ
アルや委員会の呼称等）を次回のテーマにするこ
とが確認された。

〔〔〔〔専門家協力専門家協力専門家協力専門家協力ではではではでは〕〕〕〕
☆各地域のパブリックミーティング開催のときの留
意点やＡＡ以外の会合でＡＡメンバーがスピーチ
する場合の留意点などが話され、次回のテーマと
することが確認された。

以上、余りにも簡単な項目だけの報告で、読後に充
分な感触が得られないと感じるが、各項目について討
議内容を詳しく掲載した『報告書』を是非ともお読み
いただき、このゼネラルサービスミーティングのもつ
意義や、目指すところについて深い理解をいただくこ
とをお願いし、結びとしたい。

ＧＳＭ事務局 今井



年 月 日 ( )№ 36 1992 10 20 3ＡＡＡＡＡＡＡＡ日本日本日本日本ニューズレターニューズレターニューズレターニューズレター

伝 統 の 範 囲 内 で の 広 報 活 動
－ 発行の広報ワークブックから抜粋－GSO

合、従属関係にあるような印象を与えるからである。
けれどもＡＡは、他の機関にとっての資源として、常
に援助と協力に応じられる心構えであることを明確に
伝えて行けるよう留意していこう。

伝統伝統伝統伝統８８８８： ＡＡ： ＡＡ： ＡＡ： ＡＡはどこまでもはどこまでもはどこまでもはどこまでも非職業的非職業的非職業的非職業的でなければならでなければならでなければならでなければなら「「「「
ないないないない。。。。しかししかししかししかし、、、、サービスサービスサービスサービス・・・・センターセンターセンターセンターのようなところでのようなところでのようなところでのようなところで
はははは専従専従専従専従のののの職員職員職員職員をおくことができるをおくことができるをおくことができるをおくことができる 」」」」。。。。

わたしたちは自分たちが一番よく知っていることを
着実にやっていく。その一番知っていることとは、個
人の回復であり、メッセージ活動（１２番目のステッ
プ）である。わたしたちは、アルコホリズムを何から
何まで熟知しているオーソリティではない。わたした
ちは回復のプログラムを分かち合っているが、専門家
ではない。アルコホリズムについての公けな定義もも
たない。わたしたちはこの病気の被害者ではあるが、
その病気の原因や治療法について深い見識があるわけ
ではない。

伝統伝統伝統伝統１１１１１１１１：：：： われわれのわれわれのわれわれのわれわれの広報活動広報活動広報活動広報活動はははは宣伝宣伝宣伝宣伝によりによりによりにより促進促進促進促進すすすす「「「「
ることよりもることよりもることよりもることよりも、、、、ひきつけるひきつけるひきつけるひきつける魅力魅力魅力魅力にににに基基基基づくづくづくづく。。。。新聞新聞新聞新聞・・・・電波電波電波電波
・・・・映画映画映画映画のののの分野分野分野分野でででで、、、、われわれはいつもわれわれはいつもわれわれはいつもわれわれはいつも個人名個人名個人名個人名をををを伏伏伏伏せるべせるべせるべせるべ
きであるきであるきであるきである 」」」」。。。。
ＡＡは秘密結社ではない。わたしたちは相手をえり

好みせずにメッセージを運んでいる。まだ苦しんでい
るアルコホーリクがＡＡメンバーと出会う機会が全く
無かったとしたら、その人は一体どうやってＡＡを見
つけ出せばよいのだろうか。しかしながら、公（マス
コミ）のレベルで個人名を伏せる必要性については、
きちんと認識している。わたしたちはＡＡという集合
体全体の正確な全体図をメディアに対して与えてゆか
なければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上はワークブックからの一部の抜粋ですが、各地

域の広報活動の一助になることを望んでいます。

現役のアルコホーリクが助かりたいと望んだとき、
そしてそのときＡＡがそこに在り、助けの手を差しの
べることができたとき、ＡＡのプログラムは効果を示
。 、 、す しかしその人がそうなるまでの背景には 上司や

医師、関係機関、施設や身内の人など、ともかくＡＡ
の事を知っている人達やＡＡへの接触の仕方を知って
いる人達からかなりの手助けを受けていたことと思
う。
最初のころからＡＡはその「愛の手」があることを

知らせ続けること、その用意をすることについては、
良好な広報関係を頼みとしてきている。ここにＡＡの
伝統のなかでＡＡについてお知らせをする活動を通し
て、関係機関の方々に引き続きわたしたちと共に活動
していただけるよう、広報ワークブックからの抜粋を
示した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ＡＡの集まりの導きとなる原理は１２の伝統に表さ

れている。伝統を守る責任は、ＡＡの中だけにあり、
ＡＡメンバーがまず伝統をよく理解し、外部の人達に
きちんと説明できなければ、伝統についての理解を求
めたり、伝統を守るための協力を求めることはできな
い。マスメディアから熱心なアプローチを受ける場合
も多いが、メディアがＡＡの伝統を知らないために、
不本意にも、結果的にＡＡメンバーにとって問題とな
ることもある。わたしたちは経験から、メディアに対
して伝統を説明することがどれほど重要かを学んでい
る伝統とはあくまでＡＡメンバーのものであり、伝統
はメディアのものではないからである。

伝統伝統伝統伝統６６６６： ＡＡ： ＡＡ： ＡＡ： ＡＡはいかなるはいかなるはいかなるはいかなる関係関係関係関係あるあるあるある施設施設施設施設にもにもにもにも、、、、外部外部外部外部のののの「「「「
企業企業企業企業にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、保証保証保証保証やややや融資融資融資融資ややややＡＡＡＡＡＡＡＡのののの名前名前名前名前をををを貸貸貸貸すことすことすことすこと
をしてはならないをしてはならないをしてはならないをしてはならない。。。。金銭金銭金銭金銭やややや所有権所有権所有権所有権やややや名声名声名声名声のののの問題問題問題問題がががが、、、、わわわわ
れわれのれわれのれわれのれわれの大事大事大事大事なななな目的目的目的目的からそれさせるからそれさせるからそれさせるからそれさせる恐恐恐恐れがあるからでれがあるからでれがあるからでれがあるからで
あるあるあるある 。。。。」」」」
アルコホリズムは今日ではいろいろな分野から多く

の関心を集めている。ＡＡのプログラムについて熱心
に語ってくださる関係者も、ＡＡグループやＡＡの各
委員会と協力してくださる方々も数多い。ではこれら
の機関のプログラムのなかにＡＡはどの程度まで関わ
るべきなのだろうか。
非常にシンプルな指針となる原理が経験によって与

えられている。つまり、わたしたちは協力するが、従
属はしない。わたしたちはアルコホリズム関連の他の
機関と共に活動できることを強く望んでいるが、公の
立場で、外部の機関に併合されることは望まない。も
しＡＡが別の機関と公の立場の中で結び付けられた場
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第 12回ワール ドサービス ミーテ ィ ング
1992年10月25日～29日

ニューヨーク

ＪＳＯオフィス幹事会より

８月は例年どおりの夏休みだったので、９月、１０
月の会合についてご報告します。
１．ＪＳＯの運営機構である当幹事会の幹事は、自己
叙任と個人的依頼によってその任に当たって来た
が、選挙による選出に切り替える。この意向を第４
回ＧＳＭに伝える。

２．ＢＯⅩ９１６の印刷費上昇のため、１０年間、２
００円だった頒布価格を変更せざるを得ない。討論
の結果やはりＧＳＭに検討を依頼することとした。

３．ＪＳＯ法人化の論議を積極的に進めていく。

ミュンヘンで骨身に染みいるほど感じ取ってきたた
め、実は今は英語に対する恐怖心が一杯で、もうたま
らない気持ちで、逃げられるものなら逃げ出したいと
いう心境なのです。アメリカ人だってよその国の人が
話す英語を聞き取るのは難しいし、日本人だって方言
が解らないことだってあるでしょ、と英語のグループ
のメンバーが慰めてくれるのですが、あまりの力不足
に絶望的になっているところです。多分また今回も、
一つの会議が終わるたびにそれぞれの人に、話された
内容を確認するため、飛び回ることになるでしょう。
けれども、たとえそうであっても、ヨーロッパやポ

ーランドやアフリカやオーストラリアのＡＡの話を直
接聞けるチャンスというのは、一生のうちでもそうた
びたびあるとは思えませんので、一方では、非常に胸
躍る期待感もあふれてきています。
恐怖感と緊張感と、そしてそれにも増す期待感とと

もに、ともかくやってみようと思います 「日本にも。
ＡＡがあるなんて。日本にもアルコホーリクがいるな
んて」と、前回一様に驚いていたヨーロッパや南アフ
リカの評議員の方たちとも、もっと深い話ができたら
と願っています。
行ってまいりま～す ＷＳＭ評議員 山本!

編 集 部編 集 部編 集 部編 集 部 か ら の おか ら の おか ら の おか ら の お 願願願願 いいいい
南北に細長い日本列島のこと、北で雪の便りを聞く同時

期に、南ではサーフィンなどのマリンスポーツに興じる人

達もいるという多様性は、ＡＡの中にも多くあることと思

います。ラウンドアップやイベント開催のニュース、メッ

セージを運ぶためのユニークな新企画、それにその成果な

どを是非とも私たちニュズレタースタッフまでお知らせく

ださい。

、 、どうしても 関東中心になりがちな紙面を変革しようと

各地のオフィス特集、定期刊行物の特集などを組んで参り

ましたが、私たちだけで考えることではどうしても行き詰

まってしまいます。個人的な経験の分かち合いの場として

はＢＯＸ９１６がありますが、このニューズレターを各地

の活動経験の分かち合いの場として活用していたださたい

と願っています。 スタッフ一同

全国各地のメンバー、グループの皆様のご支援をい
、 （ ）ただき ワールドサービスミーティング 以下ＷＳＭ

評議員２名、いよいよニューヨークに出発します。も
っとも、このニューズレターが発行されるころには、
ちょうどその幕が閉められたところで、ほっとしてい
るころだと思いますが。
「サービス、それは全員の特権」というメイン・テ

ーマのもとで開催される今回のＷＳＭには、サービス
構成や全国レベルのオフィス、出版機能を持つ２４カ
国のＡＡから、それぞれの国で選出を受けた３９名の
評議員が参加し、言語、住む国を問わずまだ苦しんで
いるもっと多くのアルコホーリクにＡＡの回復のメッ
セージを確実に運ぶため、意見交換やそれぞれの国で
の経験を分かち合います。
具体的には 「わたしの責任 、献金、１２の伝統、、 」

、 、 、１２の概念 サービス等について 全体会議や分科会
ワークショップと会場を移しながら、話し合いを重ね
ます。
今回はわたし自身、ミュンヘンに続いて２回目の出

席のため、最初のときのような、一体どういうことが
行われるのだろうという不安感はないのですが、それ
ぞれのお国訛りの英語の聞き取りがいかに難しいかを

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。


