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《２０周年へ向けての日本のＡＡの棚卸し》
パート Ⅱ

〠100 91-
東京都中央郵便局

916私書箱

日本ゼネラル・サービス・ミーティングも多くの方
々のお力添えをいただき、回を重ね、前４４号の紙面
でもお知らせしておいた通り、来る６月２４・２５・
２６日の３日間、例年どおり東京、深川のホテル・Ｂ
＆Ｇにて開催される運びとなりました。
このサービスミーティングも回を重ねるに従い、遅

々とした歩みではありますが、いよいよ本来の目的に
向かえるようになったと感じられ、事務局と致しまし
てここに厚く御礼申し上げます。
開催までの日時も後２カ月と迫ってまいりましたゼ

ネラル・サービス・ミーティングは皆様ご存じのよう
に、日本全国のＡＡメンバーにより各地域から選出さ
れた、全国地域評議員１９名、ワールド・サービス・
ミーティング評議員１名、新たに選出されたＪＳＯオ
フィス運営委員７名、ＪＳＯスタッフ３名が中心とな
り、全国的見地に立ったサービスの諸問題について情
報や意見を交換し、経験と力と希望を分かち合う場と
なっていますが、ＡＡのサービス、一体性、回復に関
心を寄せられる方なら、どなたもオブザーバーとして
同じ分かち合いの場に参加することができます。
今回からは、各地のセントラルオフィススタッフ６

名の方にも参加していただき、セントラルオフィスス
タッフ会議という分科会を開催する計画です。
事実、過去５回の開催の際にも、多くの方々に参加

をいただき、貴重なご意見をお聞かせ願ったり、また
参加された方がここで分かち合った経験をその後の地
域のサービス活動に大いに役立てられたとも聞いてお
ります。
ぜひ、一人でも多くの方に参加していただきたいと

願いまして、以下に参加に対しての説明をさせていた
だきます。
今回のテーマとしては、前第５回と同様の〈２０周

年へ向けての日本のＡＡの棚卸し『パートⅡ 〉とさ』

せていただきました。このテーマに決定された背景に
は、方針委員会を通じて各地の後期の評議員に向けて
テーマ及び議事内容のアンケート調査を行った結果、
返送いただいた回答の中にこのテーマを希望する提言
が非常に多かったことと、前回のサービス・ミーティ
ングのとき、時間等の制約もあって十分に話し合いが
尽くされなかったという感じをだれもが抱いていたと
いうことがあります。
地域的に、また全国的に見て、本当に日本のＡＡが

ＡＡの伝統やステップ、概念に沿った方向で進んでき
たか否かを、来年３月２４～２６日に開催されるＡＡ
日本２０周年記念集会の前に今までの歩みを振り返
り、もう一度原点に立つための棚卸しを、各地域の多
くの経験を持ち寄って十分な分かち合いを尽くしたい
と願っております。
概略のプログラムは以下のとおりです。

２４日
１０；００ 受付
１１：３０ ランチパーティ
１３：３０ 元オフィス幹事挨拶

新オフィス運営委員挨拶
１５：００ ＪＳＯよりの報告と説明

出版局関係 ２０周年史
事業報告 決算 事業計画 予算等

１９：００ ＡＡ日本２０周年記念集会について
２５日
０９：００ Ｗ・Ｓ・Ｍ評議員について
１０：００ 全体会議 棚卸し〈ＡＡとは〉
１３：００ 全体会議 棚卸し〈役割〉
１６：００ 全体会議 棚卸し〈評議員〉
１９：００ 分科会

ａ サービスネットワーク
ｂ 専門家協力
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会場 東京都江東区深川会場 東京都江東区深川会場 東京都江東区深川会場 東京都江東区深川１１１１－－－－６６６６－－－－３３３３
ホテルホテルホテルホテル・・・・Ｂ＆ＧＢ＆ＧＢ＆ＧＢ＆Ｇ
第一第二会議室第一第二会議室第一第二会議室第一第二会議室

交通 東京駅交通 東京駅交通 東京駅交通 東京駅よりよりよりより車車車車でででで 分分分分10
地下鉄東西線門前仲町西口地下鉄東西線門前仲町西口地下鉄東西線門前仲町西口地下鉄東西線門前仲町西口３３３３番出口番出口番出口番出口
よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩７７７７分分分分

費用費用費用費用

日 日 日24 25 26
6 900 6 900宿 泊 ， ，

1 000 1 000朝 食 ， ，
4 000 1 500 1 500昼 食 ， ， ，
2 000 2 000夕 食 ， ，

Ｃ 広報
ｄ 財務
ｅ 文書
ｆ オフィススタッフ会議

２６日
０９：００ 全体会議

各分科会報告、協議、採択
１５：００ 終了

このびっしりと詰まったスケジュールの中で行われ
る分かち合いの結果が、今後の日本のＡＡを理想に一
歩でも近づけ、今後の発展の布石とするために、事務
局と致しましては一人でも多くの皆様の参加を重ねて
お願いする次第です。
公私ともにご多忙な時期とは存じますが、下記の要

領をご参照されご希望の方はＪＳＯ内の事務局までお
申し込みください。なお、宿泊、食事も事前の予約が
義務づけられておりますので、事務局としての締め切
りは５月末日とさせていただきます。

記記記記
日時日時日時日時 １９９４１９９４１９９４１９９４年年年年６６６６月月月月２４２４２４２４日日日日 ＡＭＡＭＡＭＡＭ９９９９；；；；００００００００

〃 〃～〃 〃～〃 〃～〃 〃～６６６６月月月月２６２６２６２６日日日日 ＰＭＰＭＰＭＰＭ３３３３：：：：００００００００

ニュージーランドＷＳＭ評議員
来日ワークショップ

（通訳付）

前号で予告しましたワークショップの詳細が決ま
りました。
今回来日するニュージーランドのワールドサービ

ス評議員の一人は、地方裁判所判事の経験があり、
特に矯正施設へＡＡのメッセージを運ぶ経験につい
て興味深い話が聞けるのではないかと思います。ま
た、病院、施設、矯正施設へのメッセージ活動やＡ
Ａの広報活動、専門分野との協力関係について、ニ
ュージーランドの経験を参考にしながら、日本のＡ
Ａの今後の指針を探っていけるような集まりにした
いと考えています。
アルコール関連分野の関係者の皆様、ＡＡの仲間

の皆様、関心のある方ならどなたでも、是非参加し
て、たくさんの経験の分かち合いをしませんか。
５月２９日（日）９：３０～１６：００

於 東京都中央区「月島区民館」三階
お問い合わせはＪＳＯまでお願いします。

初日の昼食が高額となっていますのは、ランチパー
テーのためです。

、 、以上が開催の概略ですが お分かりにならない点は
事務局までお問い合わせください。なお、事務局手
不足のため、誠に勝手ながらお申し込みは、こちら
に用意してありますお申し込み用紙に必要事項をご
記入され、費用と共に現金書留にてお送りいただく
こととしておりますので、用紙をご請求ください。

各地のラウンド
アップの予定

九州ラウンドアップ
（金）～ （日）7/15 17

大分県玖珠郡九重町飯田高原九重ハイランドホテル

小野浦ラウンドアップ
（金）～ （日）8/26 28

愛知県知多郡美浜町小野浦知多半島ユースホステル

「 」東北ラウンドアップ 猪苗代 一緒にやろうin

（土）～ （日）福島県猪苗代湖畔翁島荘9/10 11

関西ラウンドアップ
（金）～ （日）9/23 25

神戸市しあわせの村・野外活動センター

関東甲信越秋季ラウンドアップ「Ｙｏｕ遊」
（金）～ （日）11/4 6

神奈川県立三浦臨海青少年センター
少年自然の家三浦臨海学園
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《１２ステップ・グループ》の
モデルの役割を担って

先日、ＧＡ（ギャンブラーズ・アノニマス）のニュ
ーズレターを読んでいたら、ＧＡがアメリカで始まっ
たのは、ＡＡメンバーでもあったギャンブル狂が、Ａ
Ａのミーティングの知恵をギャンブルに当てはめて、
１９５７年に最初のＧＡミーティングを始めたという
ことが分かった。一方、ＡＡに助けを求めて出席した
過食に苦しんでいた人が、ＧＡメンバーからＯＡ(オ
ーバーイーターズ・アノニマス)のミーティングを始
めるよう勧められ、そのやり方を教えてもらいながら
ＯＡが１９６０年にロスアンゼルスで発足したとい
う。
１９５３年に創立されたＮＡ（ナーコティクス・ア

ノニマス）も、ＡＡをモデルにしてグループを始めた
が、そのメンバーのほとんどが、グループの始まりの
ころには、多かれ少なかれＡＡのミーティングで力を
もらったということである。
そこで、だいぶ以前に送られてきたＡＡＧＳＯ発行

の専門家向けニューズレター「アバウトＡＡ （１９」
８８年春号）の記事を思い出し、昔のファイルを取り
出した “他の自助グループはＡＡとの関係をどのよ。
うに考えているか”という見出しの記事からいくつか
ここに紹介したい。
ＣＡ（コカイン・アノニマス）のメンバーは、

「わたしたちはＡＡに指針を求め、ＡＡから多くの軽
験を学ばせてもらっている。でもステップ１に無力の
対象が明らかにされているように、ＣＡはＡＡの指針
を大いに頼りにしているが、ＡＡの人達とは違うとい
う感じがある。ＡＡもＣＡもやるべきことがたくさん
ある。それはアルコールからの回復であれ、コカイン
からの回復であれ、それぞれがそれぞれの仲間同士の
援助をすることだ 。」

“ ”の記そしてＮＡのニューズレター ニューズライン
を参照しながら、ＮＡ（ナーコティクス・アノニマ事

ス）常任理事メンバーの話がこう紹介されている。
「ＡＡはその助けの手を純粋にアルコホーリクだ

けに向けることで、まだ苦しんでいるアルコホーリク
は安心してその手をつかむことができる。でもいつも
ＡＡの中で問題になるのは、アルコール以外の問題の
人がＡＡミーティングにやってきて、その問題が頻繁
に話されることで、メンバーどうしの共感があいまい
になり、そのため、どの人にとってもこの場が自分の
場所だという安心感が損なわれてしまうことだ」
さらに続けて、
「そこでＡＡはこの問題について大いに話し合いを

重ねた結果、その方向を再確認した。それは、ノン・
アルコホーリクの依存症者をＡＡメンバーとして受け
入れることはできないが “１２のステップ”と“１、
２の伝統”を取り入れたいというグループにはそれを
自由に提供していこう、というものだった。
協力すれど従属せず の精神のなかで彼らはアルコ“ ”

ホーリク以外の人達に対する支援を果たした。この難
題にこのような腎明な解決方法を示したことで、ナー
コティクス・アノニマス（ＮＡ）が生まれた 。さら」
にテキサスのあるＡＡ常任理事は 「ＡＡの１２のス、
テップのおかげで、わたしばかりではなく、数え切れ
ないほどの人の命が救われました。ＡＡがＡＡの持つ
すべてのものを自由に分かち合おうとする婆勢、そし
て目的を一つにしぼる必要性をあくまでも守ろうとす
る姿勢を貫いていることで、あらゆる問題を持つ人の
回復の道が開けたのだと思います 。」
同じ病気、あるいは同じ経験を持つ人の間には同

情はないが、共感がある。この共感こそが、自助グ
ループの始まりなのだろう。自分の話をしたとき、
「大変でしたねえ」と言われるか 「そう、そう、、
そうなのよね 「ぼくもまさにそうだった」と言」

われるかの違いだろう。共感を持ったとき、初めて
自分の心がほかの人と通い合えたという安心感があ
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新 刊 案 内
どうやってどうやってどうやってどうやって飲飲飲飲まないでいるかまないでいるかまないでいるかまないでいるか
翻訳改訂版翻訳改訂版翻訳改訂版翻訳改訂版（（（（184184184184ページページページページ））））1111，，，，200200200200円円円円（（（（ 240240240240））））〒￥〒￥〒￥〒￥

ＡＡ内の用語や翻訳が整理され、このほど新しい
版となって登場しました。
〈目次のページから〉
やめたばかりの人からよく聞かれる質問と回答

参照ページ
宴会やお酒の出る集まりではどのように

139振る舞い、どうしゃべったらよいのか…………
45家に酒を置いてもよいのか………………………

143今飲んでいないことを人に説明するには………
129セックスについては………………………………
64眠れないのだが……………………………………
66飲んでしまった夢をみたが………………………

138バーや飲み屋に入ることは………………………
70孤独になったときどうしたらよいのか…………
90楽しくて幸せな限り、安全だろうか……………

123専門的な援助を求めた方がよいか………………
138昔の仲間や昔の習慣には見切りをつけるべきか

そしてすでに飲まない生き方の経験を重ねている
人にとっても、どの項目を読んでも、飲まないで生
きる喜びと尊さが感じられ、是非再読していただく
ことをお勧めします。

回復回復回復回復へのへのへのへの道道道道ＰＡＲＴｌＰＡＲＴｌＰＡＲＴｌＰＡＲＴｌ１１１１．．．．それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの場合場合場合場合
， （ ）， （ ）， （ ）， （ ）１８８１８８１８８１８８ページページページページ １ ２００１ ２００１ ２００１ ２００円円円円 ２４０２４０２４０２４０〒〒〒〒

お待たせしました。日本のＡＡメンバーの個人の
物語集として１９９１年９月に発行された第一巻に
引き続き、このたび「回復への道」第二巻がいよい
よ完成しました。
仲間の皆様への投稿の呼びかけにより今回収録さ

れました第二巻には、ヤング・メンバー、女性メン
バー、ＡＡの経験の長いメンバー、非常にユニーク
な経験を持つメンバー等、年齢も社会背景もさまざ
まな８人のメンバーの回復への道を歩む経験が集め

。 、られています 日本のＡＡのオリジナル版ですので
身近な共通体験を感じていただけることと思いま
す。

わたしの責任

誰誰誰誰かがかがかがかが、、、、どこかでどこかでどこかでどこかで助助助助けをもと めたらけをもと めたらけをもと めたらけをもと めたら必必必必ずそこずそこずそこずそこ
ににににＡＡＡＡＡＡＡＡのののの（（（（愛愛愛愛のののの））））手手手手がががが
あるようにしたいあるようにしたいあるようにしたいあるようにしたい。。。。
それはわたしのそれはわたしのそれはわたしのそれはわたしの責任責任責任責任だだだだ。。。。

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
明碓にするため、積極的に使用くださることをお願
いいたします。

る。その安心感があるからこそ、自分の居場所が見
つかった、自分もここにとどまってよいのだと感じ
ることができるのだと思う。ＡＡが、アルコホリズ
ムからの回復というただ一つのことだけにしつこい
ほど固執しているのは、この共感を大事にしている
からこそであり、だから、まだ苦しんでいるアルコ
ホーリクに回復のメッセージがより効果を持って運
ばれるのだ。
とはいえ、ＡＡのプログラムも、多くの人に助け

られ、さまざまな宗教や直接的にはオックスフォー
ド・グループの知恵と経験を基盤に生まれたものだ
ということを、わたしたちは忘れてはいけないと思

う。
だから、アルコールではない問題を持ってＡＡに

助けを求めてやってきた人に対してわたしたちにで
、 、きることは １２ステップ・グループの先輩として

わたしたちが持つ、グループやミーティングを運営
するための方法や、ステップ実践の知恵を積極的に
分かち合っていくことだろう。そのことが、その人
の問題を分かち合うための自助グループの誕生に向
けて、ＡＡメンバーが応援できることなのだろう。
専門家や家族や周囲の人達からわたしたちがＡＡ

に向けてもらったように。


