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プログラム早分かり

～ ～3月24日のプログラム

歩いて参加する２０周年

オープニングセレモニー
： ～ ： 大ホール15 00 17 00

待望のＡＡ日本２０周年記念集会は、日本７地域
と外国人のメンバーによるテープ・カットでにぎや
かにスタートします。
次に実行委員長の歓迎挨拶、全参加メンバー紹介

と続きます。メンバー紹介は、北から南の地域順に
司会者が呼びかけ、その地域のメンバーが起立して
応えるという手順です。外国人メンバーも各国別に
紹介します。
全メンバー紹介後、各セントラルオフィス・スタ

ッフ紹介。スピーチはＪＳＯ所長、ＡＡの初期から
関わりのある専門家、ＡＡメンバー、外国人メンバ
ーを予定しております。
２０年の節目を一緒に迎え、ソブラエティの喜び

を共に分かち合い、私達参加者一人一人の熱いハー
ートで会場を終始盛り上げていこうではありません
か！

20年の歩み
： ～ ： 大ホール18 30 21 00

ここでは、先駆者の苦労話や手柄話を皆様に聞い
てもらおうというのではありません。
黎明期の人達はどんな思いでＡＡを信じ、それを

仲間に伝えていったのか、メッセージを受けた仲間
がどのように苦労してその地域にＡＡを広めていっ
たのか。今この日を迎える私達の経験と力と希望を
このミーティングの中で分かち合いたいのです。そ
してその分かち合いが明日につながることを私達は
心から願っているのです。いつも聞くことのできる
話ではありません。ただの２０年間の出来事を伝え
る企画ではありません。
その時、その時、どのような人達がどのようにし

て今日のＡＡを作り上げてきたか、その人間模様を
皆様と聞いてほしいと願っています。

時速４キロでオレたちは先に行く！

集合場所集合場所集合場所集合場所：ＪＳＯ：ＪＳＯ：ＪＳＯ：ＪＳＯ前前前前
３３３３月月月月２４２４２４２４日朝日朝日朝日朝８８８８時出発時出発時出発時出発
（（（（雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行。。。。雪雪雪雪？？？？ 当然行当然行当然行当然行くぜくぜくぜくぜ））））

参加参加参加参加にかかるにかかるにかかるにかかる費用費用費用費用：：：： 自分自分自分自分にににに開開開開いてくれいてくれいてくれいてくれ
歩行時間歩行時間歩行時間歩行時間：：：：約約約約６６６６時間時間時間時間
＊＊＊＊自分自分自分自分のののの歩幅歩幅歩幅歩幅でででで自分自分自分自分にしかにしかにしかにしか感感感感じることのできないじることのできないじることのできないじることのできない

楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを。。。。参加参加参加参加をををを待待待待っていますっていますっていますっています。。。。
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（ ）（ ）（ ）（ ）インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル・・・・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 通訳付通訳付通訳付通訳付

9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：00000000国際会議室国際会議室国際会議室国際会議室
２０周年に先駆けて都内で開催される第１回アジ

ア・オセアニア・サービス・ミーティングに出席す
る各国代表者、ニューヨークＧＳＯからのゲスト、
さらに海外からの参加者も巻き込んで、各国のメン
バーのソブラエティの経験を分かち合ってもらおう
というのが、このコンベンションのねらいです。特
、 、に アメリカ的と言われているＡＡのプログラムを

日本と同様にアジアやミクロネシアの人達がどう実
践しているか、その経験も分かち合ってもらおうと
思います。質問コーナーも設けます。
全国の仲間と関係者のみなさま、２日目は早めに

会場に到着して、ぜひインターナショナル・コンベ
ンションにご参加ください。

女性女性女性女性ミーティングミーティングミーティングミーティング
10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000小小小小ホールホールホールホール

私にとってＡＡミーティング、それは女性クロー
ズドでした。絶望の状態でたどりついた私は、そこ
に希望を見つけました。飲まないで生き生きとした
アルコール中毒者がいました。笑顔と安らぎがあり
ました。家族にも友人にも、ましてや男性の前では
とても話せない自分自身の過去を、今を、心を語れ
る正直さを引き出していただきました………同性の
中で。
２日目の午前１０時から小ホールに於て「女性ミ

ーティング」を開きます。全国各地域の女性たちが
集い 「一人ぼっちじゃないんだ 「理解し共感し合、 」
える仲間がいるんだ」そんな思いを、喜びを分かち
合えたらと思います。どうぞ多くの仲間、また専門
分野の方やご家族友人の皆様方の参加を心よりお待
ちしております。

専門家専門家専門家専門家ミーティングミーティングミーティングミーティング
13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000国際会議室国際会議室国際会議室国際会議室

関係者の皆様、ＡＡに対して日ごろ感じておられ
る疑問、不平、不満、文句、あるいはご意見を自由
に出せる場がこの専門家ミーティングです。
それに対し、言いっ放し聞きっ放しではなく、で

きるだけ私たちも理解を深め、さらにあらゆる質間
にも応じていこうという心積もりでおります。昼食
が終わったら、ぜひ国際会議室へお越しください。

ヤングミーティングヤングミーティングヤングミーティングヤングミーティング
15151515：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000国際会議室国際会議室国際会議室国際会議室

今回は２０周年記念集会ということで、ＡＡが日
本に来た２０年前には、まだランドセルしょって学
校へ行ってたか、もしかしたらまだ生れてなかった
か。そんな若い仲間が、なぜアル中になったのか、
なぜこの年で病気を認めることができたのか、今ど

。 、 、うしているのか また 若さゆえに抱えている問題
なぜ自分がヤングミーティングを必要としているの
か、そして明日への希望とは、等々……。
東京、大阪、北海道、上州、宇部。現在ヤングミ

ーティングが開かれている地域の仲間が個人の物語
をスピーカーさせて項く予定です。まだヤングミー
ティングに出たことのない若い仲間、自分の近くに
若いメンバーがいない仲間、気持ちの上ではまだま
だ若いと思っている仲間、今の若い連中一体何を考
えているのかと思っている仲間、ヤングって何だっ
て思ってる仲間、そして関係者のかたがた、当日会
場にてお待ちしています

アトラクションアトラクションアトラクションアトラクション
15151515：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000大大大大ホールホールホールホール

日本ＡＡ２０周年を祝して、２日目の午後の２時
間は、歌と踊りとお芝居で織り成すアトラクション
（催し物）で、みんな一緒に大らかにのびのびとソ
ブラエティを謳歌しよう。担当は英語グループのサ
ンデーナイトグループ（日本語ちょっとペラペラデ
ス 。内容は、日本の伝統民謡を三味線、太鼓と歌）
に合わせて盆踊りを舞台一杯にみんなで踊ります。
参加者は全員ですので、うちわと手拭を持ってきて
下さい（できれば豆絞りを 。そして英語グループ）
からはＡＡに関したユーモア溢れた小芝居と、英語
の歌を交互に演じるお楽しみ番組。英語の歌はシン
プルなみんなで歌えるものばかり、ご一緒にどう
ぞ！
締めくくりはお隣の韓国から霊的ムードですてき

な歌を合唱していただきます。では２５日にお会い
しましょう。

地域主催地域主催地域主催地域主催ミーティングミーティングミーティングミーティング
10101010：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000 各会議室各会議室各会議室各会議室にてにてにてにて

日本全国７つの地域が担当して趣向をこらしてお
こなうオープン・ミーティングです。きっとそこで
は、なつかしいお国なまりに触れ、まぼろしの秋田
おばこ（秋田に限らず日本全国各地の美女たち）の
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面影に出会い、そしてまだ訪れたことのない地域の
仲間との心の触れ合いが待っていることでしょう。
スケジュールは当日配布のパンフを参照してくださ
い 。．
英語英語英語英語ミーティングミーティングミーティングミーティング

13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00 60100 60100 60100 601号室号室号室号室
海外から参加してくれた仲間たち、日本在住の外

国人の仲間たち、そして英語なら任せておいてとい
う方たちへ。英語のＡＡミーティングが開催されま
す。
英語は全くだめなのよという人も歓迎です。雰囲

気だけでも、同じだ！という感じがつかめることと
思います。
全国代議員集会全国代議員集会全国代議員集会全国代議員集会

14141414：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000小小小小ホールホールホールホール
この２０年を契機に、長年の懸案であった常任理

事会を設置し、ＡＡが今後も揺るぎなく発展するこ
とを念じて、全国代議員集会事務局を九州セントラ
ルオフィスに置き、開催のための資料、プログラム

、 。を作成し 先に全国のグループにご案内致しました
ＡＡ２０周年記念集会のプログラムと同時進行では

、 、ありますが 全国のグループの代議員さんをはじめ
一人でも多くのメンバーの方々にご参加頂き、将来
的展望をもって分かち合いをして頂くべく、実行委
員会一同お待ち致しております。
なお従来の集会では経験したことのない、あっと

驚くようなプログラムを企画し、硬い感じの集会を
和やかなものにすべきもくろみを計画しております
ので、ご期待下さい。

発言権発言権発言権発言権はははは参加者全員参加者全員参加者全員参加者全員にありますにありますにありますにあります。。。。それらのそれらのそれらのそれらの意見意見意見意見をををを
参考参考参考参考にしてにしてにしてにして、、、、最終的最終的最終的最終的にににに表決表決表決表決をするのはをするのはをするのはをするのは代議員代議員代議員代議員（（（（あるあるあるある
いはいはいはいは代理代理代理代理、、、、つまつまつまつまリリリリ１１１１グループグループグループグループ１１１１票票票票））））のののの皆様皆様皆様皆様ですですですです。。。。
訂正のお廟い：１月１０付けで各代議員に送付した

グリーンの表紙の『 ＡＡ全国代議員集会」最終報告』「

の本文１ページの上から４行目の３月２６日（土）は

２５日（土）の誤りです。お詫びをもって訂正させて

いただきます。

北北北北からからからから南南南南からからからから
18181818：：：：30303030～～～～21212121：：：：00000000大大大大ホールホールホールホール

南北に細長い日本列島のこと、このＡＡ２０周年
記念集会が開かれる３月の下旬でも、深い雪に閉ざ
された地方もあれば、早くも水遊びに興じている地
方もあります。そんな中でそれぞれの仲間がソブラ
ェティを続けているということは、それなりに違っ
た経験を持っているということになります。その経
験の分かち合いをこのプログラムでは企画していま
す。
ミーティングのあるところまで行くのに２時間も

３時間も車を走らせなくてはならない、そんな苦労
を重ねてソブラエティを続けている仲間も少なくな
いのです。いつも大勢の仲間が集うミーティングも
あれば、誰か新しい仲間が来てくれることを待って
一人でミーティング場を守ること何年という仲間も
いるのです。ＡＡが伝えられた時期も違います。
きっと誰もが共感を覚え、時には笑い、また時に

は涙する多くの話を皆様に聞いてもらえることを私
たちは確信しています。

希望へのミーティング
10101010::::00000000～～～～12121212::::00000000大大大大ホールホールホールホール

「アノニマスバンド」というＡＡメンバーで構成
されたバンドのリズミカルな音楽で開幕します。
そして、希望をテーマとしたメンバーからのメッ

。 、 、セージです 飲まないで 生きる喜びを体験しつつ
いつの間にかオールドタイマーと呼ばれるようにな
ったり、独身生活をエンジョイしているメンバー、
家族と再会したり、結婚したり、子供に恵まれたメ
ンバーに話して頂きます。
希望と喜びのスピーチから、お集まりの皆様に遠

くない自分の将来の姿を夢見てもらえたらと思いま
す。そしてラストは、再びバンドの音楽と共に全員
でフィバーしまょう。

最後まできっと皆様を惹きつけるプログラムで
す。

財務委員会財務委員会財務委員会財務委員会よりよりよりより
ＡＡ２０周年記念集会の運営予算にもバブル崩壊後

の価格破壊が襲ってきた。収入７５０万円が６００万円

に減額。理由はＧＳＭの会合でＪＳＯ負担の１５０万円

にクレームが入ったため。スッタモンダのすえ、６００

万円に決着。６００万円でヤルッキャナイ。予算組み直

し作業開始、何とか収めた。収入は入場券のみ。２，０

００名が参加しないと赤字。願わくば野球のイチローに

あやかって収入倍増！といきたいがプラスマイナスゼロ

で良し。

今まで約１年半出来るだけの事はやって来た。これか

らもやって行く。最終的には我らがスポンサー、ハイヤ

、 。ーパワーが 我々が努力した分だけ面倒みてくれる筈だ
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フェローシップ特別企画
フェローシップ委員会はレクレーションとして、

前夜祭（ディスコパーティー、バンド演奏、演芸な
ど）と早朝マラソンを企画しました。また、これで
は物足りないという仲間のために、会場近辺の遊び
場（もちろんアルコールに縁のない…）を載せた地
図を用意します。仲間と誘い合って、自分たちの手
でレクの企画を立ててみるのも面白いのでは…。
前夜祭は神楽坂の牛込箪笥区民ホールで開かれま

す。日程的に参加できない仲間が大勢いるというこ
、 、 、とは当然考えましたが 会場の都合 時間的な問題

その他様々なことを考慮したうえでの結論です。ど
うぞご了承下さい。

前夜祭ディスコパーティー＊＊＊＊
チケット 軽食つき １枚５００円 好評発売中！（ ）

健康！けんこう！ケンコウ！早朝ジョギング＊＊＊＊
健康とは何だ？健康な人とはどんな人でしょう？

下記の４つの中から選んでください。
１，人の役に立てた人が健康
２，だれとでも仲良くできた人が健康
３．何事にも感謝できた人が健康
４．徒然草を書いた人が吉田兼好
正解は何と４番、…以外を選んだ人。
願わくば心身ともに健康でありたいものですね。

たまにはいい汗を流してみるのはいかがでしょう。
早朝の日差しの中でジョギングを楽しんでみません
か。老若男女を問わず、初めての方も大歓迎。多く
の方々の参加をお待ちしています。ただし健康のた
め、走り過ぎには注意しましょう！
歓迎・会場委員会からのお願い
年も改まり、日本のＡＡにとっては歴史的な大会

である「ＡＡ日本２０周年記念集会」も目前にせま
って参りました。思いなしかこのところ、各メンバ
ーの間にも集会に向けての期待が高まってきたよう
に感じられます。それと並行するように実行委員会
の各委員会の活動も次第に熱気を帯びてきました。
その気配を受けて当歓迎・会場委員会の準備も大詰
めになろうとしています。
さて、今般はその役割のおおまかな説明をさせて

頂きます。なお各役割とも１回が大体５時間位で交
替できるように区切ってあります。それだけに大勢

、 、のメンバーの協力が必要ですので ご共感頂ければ
『是非お手伝い下さるように、声を大にしてお願い
申し上げます 』。

＊＊＊＊役割．は全部で三つです＊＊＊＊

１．受付
・文字通り受付です。まず参加券のミシン日の半
券をもぎる。

・記念パンフレットとネームプレートを渡す。
これだけ…。どう、簡単でしょ！

２．案内
・これも文字通り案内なのよっ！ ただし大宮ソ
ニックシティは広いので使用会場を把握してお
かなければならないのです。その他に会場の整
理と受付へ誘導する歩道橋での案内などがあり
ます （毎月第２土曜日夜７：００～セントラ。
ルオフィスで委員会を開いています。出てくだ
されば把握できます 。）

３．クローク
手荷物をお預かりします。同一ナンバーの札を
二つ用意してありますので、一つを持ち主に、
もう一つを手荷物に確実に付けてお預かりしま
す。お返しするときは、必ず札を頂いてから同
じナンバーのお荷物をお返しします。

◎再度お願いいたします。
１．クロークは非常に手狭です。貴重品はもちろん

の事、全員のお手荷物をお預かりする事は出来
かねます。勝手では御座いますが、当日はなる
べく身軽でご参加下さるようお願い致します。

２．当日ネームプレートは必ずお付け下さい。受付
済の目安となります。

『２０年の歩み』展示コーナーから
世界のＡＡの歴史は！ そして日本のＡＡ２０年

の歩みは！
私達展示委員会は、三日間にわたって各国のＡＡ

の書籍（世界中から集めました）や資料、そして年
表を、大宮ソニックシティ大ホールロビーに展示致
します。
多くの仲間、そしてＡＡを必要としている方々に

深く理解してもらいたいと思います。ＡＡ日本２０
周年記念集会のテーマである「２０年の喜びを明日
に向けて」の通り、多くの仲間と協力者を通して、
資料の収集、展示物の作業をしてきました。
是非プログラム、イベントの合間に立ち寄って下

さいね。そして見て分かち合いましょう。
展示委員会一同、心よりお待ちしています。

編集局編集局編集局編集局よりよりよりより

今回、この特別号を出版したため 月に予定してい2
た定例号は休刊させていただきます。又、この特別
号は案内書として当日も役立てて頂きたく思いま
す。


