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AA日本 周年記念集会20
広報委員会からのお願い

〠100 91-
東京都中央郵便局

916私書箱

２０周年記念集会実行委員会が発足してまもないこ
ろ、記念集会とラヴンドアップとは違うのだというこ
とが私たちの間で話題になりました。私も全く同感で
したが、一体どこが違うのか、どういうふうに違うの
かということになると、正直のところよくわかりませ
んでした。感覚としては、どこかが違うという感じだ
けで、もし、ひとに聞かれたらどのような説明をした
らよいのか、かいもく見当がつきませんでした。
私ども広報委員会でも多少の論議はあったのです

が、いつしか立ち消えになりました。しかし、どこか
頭の中に入り込んでいて、なぜかすっきりしない感じ
でしたが、あるとき委員の一人がこのように言いまし
た。
「ラウンドアップはおおざっぱに言って、ビギナー

が対象であり、記念集会は一般の人たち（関係者及び
専門家を含む）が対象になるのではないか。今までの
感謝を含めて。もちろん基本的にはともに同じではあ
るけれど…」
その委員の言った言葉を正確に記しているわけでは

ありませんが、このような言葉だったと思います。私
はその時、記念集会とラウンドアップとの違いがわか
ったように思いました。つまりラウンドアップでは、
大勢の仲間と共にこれからはみんなと一緒に良くなり
ましょう、仲間と一体となって回復しましょう、とい
うことなのだと。確かにラウンドアップの場にはその
ような雰囲気があるように思えます。そして、記念集
会においては、われわれは何とかここまでやれること
ができるようになりました。われわれＡＡの人間がこ
こまでになれたのは、皆さまのご支援とご協力があっ
てこそなのです、今後ともよろしくお願いをいたしま
す、という気持ちを表す場なのだと。
私はあまり文章を書き慣れていない人間ですので、

かなり極端な表現になりましたが、私個人はこのよう
に思いますが、いかがなものでしょうか。
さて、２０周年記念集会まで余すところ半年あまり

となってしまいましたが、今のところイマイチ盛り上
がりが感じられないのは私だけでしょうか？ 近ごろ
になってやっと実行委員の面々も目付きが変わってき
たように感じられます。いままで盛り上がりがイマイ
チだったのは広報の責任だ、という声もあると聞いて
おります。それはそれで謙虚に受けとめてはいるつも
りです。どのようにしたらよいのかわからない、と言
い訳をしながらやってきましたし、秋のラウンドアッ
プが終わったら本格的に動こう、などという甘い考え
があったことは事実として受け止めてはいます。
しかし、記念集会まで半年しかない、ということも

事実としてあります。正直言いましてチケットの売上
が思っていたほどではないのです。実行委員会では、
２，０００枚～２，５００枚の数を目標にしているの
ですが。
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全国代議員集会開催について
ＡＡ全国代議員集会準備室

２０周年記念集会の会場で「常任理事会が必要か否
か」を話し合い、表決するための集会について、ＡＡ
全国代議員集会準備室で決定された事項についてお知
らせします。
①正式名称は「ＡＡ全国代議員集会」です。
参加権はＡＡメンバーならだれにでもあります。
（ただし、表決のときには議場閉鎖いたします）

③表決権は代議員にあります。
全国代議員集会での表決権は、ＪＳＯに登録されて
いるグループの代議員にあります。ですから、登録
されていないグループには表決権はありません。投
票はグループ正代議員（出席できない場合は副代議
員）によって行うこととします。

④委任状についての解釈としては、
.ＪＳＯに代議員登録がされているが、当日の集ⅠⅠⅠⅠ

会に正副いずれの代議員も参加できない場合は、ホ
ームグープで参加できるメンバーに代理の役割を委
任し、その旨が記載されたグループ（代議員）の委
任状を持つ代理メンバーに限って表決権を認める。
.ＪＳＯに代議員登録されているが、だれも当日ⅡⅡⅡⅡ

の集会に参加できない場合には、当日の議長にすべ
ての権限を委託し決定事項に同意するものとする。
運営費用についてE

、 。準備段階での費用については 準備室の負担とする
その後の費用については、全国代議員集会での献金
でまかなう （全国レベルの集会でもあり、この集。
会の主旨からも当日の会場献金で集会開催のための
経費をまかなうことが妥当と話し合われ、決定致し
ました 。）
集会の進行 ・選挙管理委員会については、ＧＳＭF 、

のネットワーク委員会にゆだねる決定を一度致しま
したが、再度協議するものといたします。

１１月に九州地域集会が開催されます。最終決定は
その集会での話し合いになります。
この全国代議員集会の最終責任はＧＳＭにあるもの

と理解し、そのＧＳＭによってすべての権限が準備室
。 、に委託されたものとも解釈しております それだけに

招集、開催にはまだまだ作業が残されております。
当日の集会議長の選定（だれが議長を行うのか 、）

議事進行をどのように進めるか、開催費用の概算はど
れくらいか、委任状はどのような形式か、いつごろま
でに案内を送るのか等、頭を痛める日々が続きそうで
す。
年内に「ＡＡ全国代議員集会の開催要項の最終報告

書」を全グループ代議員に送付致します。１月初旬ま
でには「ＡＡ全国代議員集会開催案内」と、添付文書
として委任状２通をお送り致します。
混乱した頭で原稿をまとめているため、何か間違い

はないかと心配しておりますが、とにかく、２０周年
記念集会にはみんなで出掛けようではありませんか。

ＡＡでは現実に、各コンベンションでは常にギリギ
リまで申し込みが少なく、間際になっての申し込みが
多いという事情があるものですから、実行委員会とし
てはそんなには不安に思っていませんが、チケットの
売り上げ枚数を聞くとチョット考えさせられます。
各グループ代議員のお手元にはすでにプログラムが

郵送されていると思います。もう半年しかない、とい
うよりも、まだ半年もあるという考えもあります。で
すから、各グループメンバーの皆さんと話し合って、
希望とか、要望とか、その他もろもろのことがありま
したら、ＪＳＯ宛にご一報下さいませんか。東京の蒲

、 、田で 第一回目のステップセミナーが開催されてから

２０年目の節目を数えるＡＡ２０周年記念集会が平成
７年の３月に開催されるわけですが、一般的に考えれ
ば、それは少年から青年に脱皮することです。いろい
ろな考えもあるとは思いますが、伝統１に書いてある
一体性を深める絶好の機会だと感じられます。仲間の
皆さんのご協力がなければ盛り上がることなど考えら
れないコンベンションです。全体で仲間意識を感じ取
れるような大会にしたいものだと、誰もが考えている
と思っています。
一人一人の力が集まって、大きな、より強い力を得

、 。るために 皆さんのご協力を切にお願いする次第です
２０周年記念集会広報委員長
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このたび「１２のステップと１２の伝統」の勧訳改
訂版が１０月１日付けで発行されました。ここで改訂
版発行に至った経過をご説明させていただきます。
本書の内容につきましては、難解で分かりにくいと

いう声がＪＳＯに寄せられていました。そのような声
は特に、近隣にＡＡミーティング場がなく、本書だけ
を頼りにステップを実践しようとしている人たちから
出たものです。
また、原版がタイブ印刷であったため、最新の第５

刷の在庫が切れた時点で新しく版を起こさなければな
らないという事情もあり、そこでこれを機会に翻訳を
改訂するかどうかの検討がなされました。
そこで１９９２年の７月に全国のグループ代議員に

アンケートを出し、本書の翻訳改訂についてメンバー
の意見を伺いました。その意見をもとに、１９９２年
のゼネラルサービスミーティングで話し合いを行い、
その結果、ともかく翻訳改訂作業を開始し、その内容
を点検して結論を出そうということになりました。そ
して翌１９９３年のゼネラルサービスミーティングで
改訳の一部を出席者全員に読んでいただき、その結果
賛成２２、反対１で改訂の決定がなされ、翻訳作業が
続行されました。
「ステップの和訳はＡＡメンバーの手で」という根

強い要望があり、その要望どおりに、以下の手順で翻
訳作業が行われました。
１．ＡＡメンバーによる翻訳
２．アメリカ人のＡＡメンバーとの翻訳確認作業
３．文筆の専門家のＡＡメンバーによる日本語表現

のチェック、訂正
４．各地の提言委員により内容確認
以上のような経過で今回の翻訳改訂版が発行される

にいたりましたが、各地のＡＡメンバーの総力を結集
して生まれた今回の改訂版によって 「１２のステッ、
プ」が個人の回復のために 「１２の伝統」がＡＡグ、

ののののステップステップステップステップと のと のと のと の伝統伝統伝統伝統12 12
翻 訳 改 訂 版 発 行翻 訳 改 訂 版 発 行翻 訳 改 訂 版 発 行翻 訳 改 訂 版 発 行 に あ た っ てに あ た っ てに あ た っ てに あ た っ て

ＡＡ日本出版局

ループの存続のために、より一層身近なものとなりま
すことを願ってやみません。
なお、当初の印刷会社の見積りでは大幅な値上がり

が余儀なくされていたため、本年度のゼネラルサービ
スミーティングでも価格の改定の問題が大きく取り上
げられました。そこで、何とか販売価格を押さえるた
めに、表紙をソフトカバーにし、原稿はすべて出版局
で打ってフロッピーで印刷会社に持ち込み、印刷会社
に出向いて校正作業をすることで、経費を押さえまし
た。そのような次第で、表紙はソフトカバーになりま
したが、従来の価格で頒布することができました。扱
いやすく、持ち運びに便利になったという声もお寄せ
いただいていますが、従来のもののほうが良いと思う
方、また、それ以外にもご意見がありましたら、出版
局までどしどしお寄せくださいますようお願い申し上
げます。
最後になりましたが、ここでどうしても付け加えて

おかなければならないことがあります。それは、これ
までの「１２ステップと１２の伝統」を翻訳してくだ
さった方のご苦労とご努力についてです。ゼネラルサ
ービスミーティングの話し合いの中でアメリカ人のメ
ンバーが、この「１２＆１２」は中学生が十分理解で
きる英語だと言っていましたが、翻訳の確認で原文を
すべてあたってみると、日本人にとっては単語も表現
も非常に難解であり、何度も壁にぶちあたり、そのた
びにアメリカ人のボランティアＡＡメンバーが助けて
くれたので乗り越えられた部分が多くあります。しか
しながら、最初にステップが翻訳されたころは、まだ
日本語のＡＡミーティングが始まったばかりで、ＡＡ
のプログラムの経験を重ねた人は少なく、全員が伝統
の背景やつながりにはじめて触れたわけで、そのよう
な環境の中でこの難解なステップと伝統の翻訳をする
ことがどれはど大変なことであったかという思いはペ
ージをめくるごとに強められました。日本ＡＡの２０
年史の編さんをすすめる作業のなかでも、今は故人と
なられた前翻訳者が、原文の難解さに悩んでおられる
様子を記録した文章に出合いました。今回の改訂版の
発行にあたり、ここまでの道をつけてくださった日本
ＡＡの先達にあらためて心からの感謝の念を送らの
せていただきます。
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第第第第１３１３１３１３回回回回ワールドサービスミーティンングワールドサービスミーティンングワールドサービスミーティンングワールドサービスミーティンング開催開催開催開催さるさるさるさる

１０月９日から１３日までの５日間をかけて、南米
コロンビア、カルタヘナのカルタヘナ・ヒルトンで第
１３回ワールドサービスミーティングが開催されまし
た。前回、前々回と「１２の概念」が取り上げられま
したが、今回は「基本に帰ろう」をメインテーマに、
アノニミティ、スポンサーシップ、出版物、伝統、サ
ービス、霊的なものといったＡＡの基本プログラムに
ついての経験の分かち合いが、世界２５カ国から選出
された３７名のＷＳＭ評議員によって行われました。
日本からは後期評議員の美松さんと新評議員でノ

サンディエゴ
ＡＡどこにでも・あらゆるところに

アルコホーリクス・アノニマス 国際コンベンション
1995年6月29日～7月2日

サン・ディエゴ、カリフォルニア州

ＡＡＡＡＡＡＡＡののののビッグイベントビッグイベントビッグイベントビッグイベントがががが盛盛盛盛りだくさんりだくさんりだくさんりだくさん
まず木曜日の夜は「歩行者天国 。ウォーターフロントでダンスを！ 本物のヤン」

グ、気持ちのヤング向けのダンスパーティーも別会場で開催されます。金曜日の夜は
ジャックマーフイー・スタジアムでフラッグセレモニーとオープニングのＡＡミーテ
ィング。土曜日の夜はオールドタイマーＡＡミーティング。そして日曜日の午前中の

、 。お別れＡＡミーティングと 参加者全員が参加できるビッグイベントが待っています

ミーティングミーティングミーティングミーティング、、、、ミーティングミーティングミーティングミーティング、、、、ミーティングミーティングミーティングミーティング
マラソン・ミーティング、テーマ・ミーティング、ワークショップ、パネル、特別

ミーティング、地域別ミーティングが会期中、あちこちで開催されます。

美美美美しいしいしいしい町町町町、、、、そしてそしてそしてそして太陽太陽太陽太陽がががが一杯一杯一杯一杯ののののサンディエゴサンディエゴサンディエゴサンディエゴ
太陽が一杯の砂浜、歴史的な町並み、ショッピング、スポーツ、動物園、公園、シ

ーワールド、オールドタウン、文化、そして、わずか４０キロ先にはメキシコが！
気候は、最高が２２度程度、夜は１６度ぐらいと理想的な気温です。地元の歓迎委

員会のＡＡメンバーが皆様をお待ちしています。

TEL-03-3590-5377さらに詳しい内容についてのお問い合わせはＪＳＯまで。

募集人員 先着１００名様まで
￥１３９，０００．－

ン・アルコホーリクの岡崎直人氏が参加し、毎日朝の
９時から夜の１０時近くまで５日間にわたって続くハ
ードなスケジュールをこなし（日本のＧＳＭよりずっ
と厳しいスケジュールなのです）このほど帰国しまし
た。
その報告につきましては次号のこユーズレターで特

集する予定ですが、各地域におかれましてはＷＳＭ報
告会を年間スケジュールに組み込んでいただけますよ
うお願いします。


