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、 、関東の医療少年院に ある団体の人達のなかに交わり
慰問訪問というかたちで院生にＡＡメンバーとして２年
ばかりメッセージを運んでいたことがあります。アルコ
ールの病気の話をしても、とんちんかんな話にしかなら
ず「何だこれは！」なんて思いつつもそこに収容されて
いる少年たちが少年のころの私とよく似ているので、ほ
のかな感情に励まされながら続けていました。
１年ほどたった頃に、訪問団のかたたちの集まる会合

があって経験の分かち合いをしたことがあります。私も
その中の一員として招かれました。婦人のかたたちが多
く、男性は私の他に数えるくらいしかいませんでした。
気恥かしさと嬉しさのなかにいた私は、ある婦人の話に
とても感動を受けました。その婦人が初めて少年院の慰
問団に加わり院生に会ったとき、その少年に何を話して
いいのか、どう話しかけていったらいいのか困っている
とき、その少年に 「おばさん、ぼく少年院に人ってよ、
かったよ」と、言われたそうです。その時から婦人はそ
の少年に会うのはもちろん、少年院にいくのがとても楽
しくなったと話していました。
少年院にいくとき、同じ東京都内ですからＪＳＯにも

たまに顔をだしました。私の顔はこんなですから、出さ
れたほうが迷惑という顔をほかでは時として感じること
がありますが、そこはＡＡの良さで何も手伝うことをし
ない私が入っても問題はありませんでした。
１９９４年５月２９日にニュージーランドＷＳＭ評議

員のメンバーを迎えて、東京でワーークショップが開か

れました。ＪＳＯの山本さんから、矯正施設の話がある
ので出席してみませんか、と声をかけられ、仲間３人と
出席しました。
ニュージーランドのＡＡは、日本のＡＡにメンバー数

の規模など似ているそうです。でもその中で話されたこ
とは目新しいことばかりでした。ＡＡのメッセージ活動
は、個人としても、グループとしても、全体としても、
とても自由に運んでいるということが伝わってきまし
た。
矯正施設へのＡＡ活動も同国のすべての施設にＡＡの

。 、回復のプログラムが届いているということでした また
回復者もＡＡミーティングに数多く出席しているという
ことも話されていました。そしてそのことがとても嬉し
そうでした。
ワークショップにゲストスピーカーとして招かれてい

た法務省の方が 「日本でも今までに組織だったもので、
はないが、施設などにＡＡのメンバーがメッセージ活動
を続けている。が、単発的に活動しているからＡＡの中
でより活動的になっていかない。今後はチームを作って
活動していってはどうなのだろうか」と話されていまし
た。また、ニュージーランドの仲間も「愚図愚図してい
るとおしりがイスにくっついちゃうぞ！」といっていま
した。ワークショップが終った後で、当時ＪＳＯに勤め
ていた林さんから「おれたちだけでもいいから始めてみ
ないか」と声をかけられ、一緒に参加した仲間たち、と
いっても３名ですが、やっていこうということが決まり
ました。
やっていこうと決心してみたものの、何をどうしてい

いか分からなかったというのが本当だったような気がし
ます。しかし、こういうときのＡＡのプログラムは動く
ことが一番効果があると伝えられていますので動いてみ
ることにしました。
まず手みじかなところで、行けば会ってくれそうなと

ころにいきました。刑務所を仮釈放で出た人たちとか、
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裁判で執行猶予になり、保護観察つきになった人たちを
扱っている保護観察所を訪ねていきました。ここはホー
ムグループのミーティング案内を以前に送ったことがあ
り、ＡＡのことを少し知っていただいていたので快く会
ってくださいました。私自身の話をし、ＡＡで回複して
いることを知っていただき、他のアルコホーリクにもこ
のことを伝えたいので、よかったらＡＡにできることを
させていただきたいとお願いしました。
７月に第１回の、ＡＡメンバー有志による集まりを浜

松で開きました。各々の知り得ることや活動を持ち寄っ
て今後のことを話し合いました。
関東では東京の更生保護会にＡＡのメンバーがメッセ

ージをしていること、浜松の保護観察所を訪問しＡＡの
話ができたこと、そのことでＪＳＯに連絡し若干の資料
を送ってもらったこと、豊橋の保護観察所に近い将来訪
問できること等の情報が交換され、さらに、これからの
集まりの目的、また８月には静岡刑務所にアプローチし
ていくこと、豊橋交通刑務所（正式には豊橋刑務支所）
にもアプローチしていくことなどが話されました。ＪＳ
Ｏも積極的な窓口となって、退職された林さん、山本さ
んがあたってくれることになりました。
「矯正に関する（刑務所メッセージなど）チームづく

りの話し合い」という呼び名でとにかくスタートしたわ
けです。
同年７月に豊橋の仲間が保護観察所からの紹介を受

け、更生保護会にＡＡのメッセージを運ぶことが許可さ
れました。しかも、保護司の同席なしに、直接寮生と私
たちＡＡメンバーとだけで話をすることが許可されたの
です。後で知ったのですが、更生保護会にまったくの第

、 。三者が入ること自体 非常に難しいことが分かりました
８月には静岡刑務所の職員とお会いすることができ、

ＡＡのことをお報せできました。
また同じく８月に豊橋刑務所の職員ともお会いできま
。 、 、した いずれもメンバーが電話にて ＡＡのことを伝え

面談の約束を交わしたものです。
９月には豊橋刑務所で、この集まりのメンバーと地元

の豊橋グループのＡＡメンバーとで、豊橋刑務所の管理
、 、の職員のかたにメッセージを運ぶことができ その結果

同年１２月から所内の教育カリキュラムの一環としてＡ
Ａのミーティングがスタートしました。１２月には富山
のメンバーが富山刑務所を訪れ、職員と面談、ＡＡのこ
とをお報せすることができました。
第２回の集まりは９月に東京で開きました。東北、関

東甲信越、中国四国から送られた情報（矯正関係施設の
所在地）を一つにまとめ、まるで宝物のように抱え東京
に行きました。
今もそうですか、この頃は手元にあるＡＡの資料（矯

正に関して 、またメッセージ活動の情報は、私たち集）

まりのもの以外はほとんどありませんてした。しかしこ
、 、 、の集まりの中で 個人からグルーフ グループから地域

地区の範囲までこの活動を広めていきたいということが
話され、１０月に開かれるＪＳＯ全体会議に、ＪＳＯの
小委員会として活動できるようにお願いしていこうとい
う確認がされました。
その話のために東京まで出向いた私たちの願いも空し

く、ＪＳＯの全体会議では、この件は敢えなく却下され
ました。ＡＡの基本は個人が個人に伝えるところに意義
があるもので、組織立つものではないし、もっと経験を
積んで、必要になったら考えていったらいいのではない
かというのがその場の意見でした。
私のその時の感情を正直にいいますと 「なにをとろ、

くさいこと言ってるんだ！」という思いでした顔は笑っ
、 。ていたと思いますが 胸の中は怒りであふれていました

しかし、その後活動していく時間の中で、この時言わ
れたことが真実だと信じるようになりました。
私たちの病気の根本には、いかなるものにも怠惰を働

かせ、支配を作り上げる「たよる」という好ましくない
ものが存在していることが、私なりに理解できました。
当時のＪＳＯ運営委員会の方々には感謝しています。
浜松の第３回の集まりで 「矯正施設委員会」という、

名称で空中分解していかないようにやっていこうという
ことが、３人から７人の集まりになった中で話されまし
た。この時から、事務局を決め、会計を置き、献金を呼
び掛けていくことになりました。また、ノン・アルコホ
ーリクの方も委員会に参加してくださるようになりまし
た。
ノン・アルコホーリクで常任理事の森岡先生には、先

生が法務省保護局から依頼された保護局編纂の「更生保
護」という全国５万人の保護司向け機関誌に、ＡＡの回
復のプログラム、当委員会のことも載せて頂きました。
刑務所で服役している人が刑期を終える前に仮釈放に

なることがあります。また、犯罪を犯し、裁判官から判
決が言い渡されても、実刑にならず、執行が猶予される
場合もあります（２年とか３年とか）この仮釈放時、ま
た執行猶予の間、犯罪を犯した人は保護司の補導の下に
おかれます。アルコールが問題で犯罪を犯してしまった
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人が保護司の補導のもとにおかれた場合、当然その人
の飲酒は保護司の援護の対象になることでしょう。こ
こで保護司のかたがたが、飲酒に問題のある人を担当
した場合、その人の飲酒の問題をどう補導するかが重
要な課題となってきます。ＡＡグループ、ＡＡのメン
バーが保護司のかたがたへＡＡをメッセージすること
の重要性がここにあります。保護司のかたがたを通し
てＡＡを知ってもらえたなら、再犯を防ぎ、執行猶予
取り消しという事態にならずにすみます。さらに飲酒
に問題のある人が保護司を通してＡＡを知り、ＡＡの
プログラムを受け入れるようになったとしたら、それ
はすばらしいことです。
このことから、矯正施設へのメッセージと同じく全

国の市町村や私たちの身近におられる保護司のかたが
たへのメッセージが大変重要なことになります。とこ
ろで、保護観察所の方からアルコールの問題をもつ当
事者が紹介されるようになり、直接メッセージができ
るようになりました。また、メッセージをした刑務所
にはその後もＡＡのパンフ、書籍等を進呈し所内の教
育カリキュラムに利用していただいています。
豊橋の刑務所では、所内ＡＡミーティングの出席者

も増え、ＡＡに関心を持つ人が出てきたと聞いていま
す。
中国四国の地域集会に招かれ、この集まりのことを

。 、伝えさせてもらいました 同じく当地のクリニックに
刑務所の方からアルコホリズムの啓蒙の依頼があり、
引き続いてＪＳＯ、当委員会、中国四国セントラルオ
フィスから資料、情報の提供が行なわれています。
関東では、更生保護会のノン・アルコホーリクの方

が、関東圏の同じ施設、矯正施設へＡＡのことを積極
的に報せてくださっています。また関東のＡＡメンバ
ーが施設の寮生にＡＡの回復のプログラムを届けてい
ます。そして、関東域の刑務所にもノン・アルコホー
リクの方の紹介でコンタクトがとれ、近い将来面談で
きることになっています。
委員会も各地域の手助けを借り、大きなイベントの

中で第４回から第８回までの委員会を開かせて頂きま
した。
中部北陸のメンバー、ＪＳＯを退職された林さんに

アメリカＡＡの矯正施設に関するパンフを翻訳しても
らい、貴重な資料としてメンバーに送付しています。
第８回の委員会に出席してくれた東北の仲間が地元

の保護観察所等にメッセージを運んでいます。また東
京のアルコホーリクの回復のための施設の職員のある
ＡＡメンバーが、アルコールが原因で氾罪を犯したと
いう人達の手助けも積極的にしています。本年３月に
開かれた第一回「全国評議会」で、私たちの集まりを
常任理事会病院施設委員会の小委員会「矯正委員会」

と名称を改め、ＡＡ日本の全体サービス構成の中でメ
ーツセージ活動ができるようになりました。名称を改

。 、めた理由に他意はありません この委員会にかかわり
多くのものを提供してくださっているノン・アルコホ
ーリクの方々は、保護観察所、更生保護会、医療関係
者、行政機関の関係者等と多方面に及んでいます。私
たちはこの方々の力添えを頂きながら、アルコホリズ
ムから回復することも知らない、またＡＡがあること
も知らない 「まだ苦しんでいるアルコホーリク」に、
直接的、間接的にＡＡメッセージを運び続けることを
目的にした集まりにしていきたいためです。また、上
記のＪＳＯ「全体会議」の中で提案頂いたことを委員
会の基本的な考えとし、ＡＡ日本の全体サービスのネ
ットワークの中での運動を続けさせて頂くことを願っ
ています。与えられた紙面の都合上、報告する義務を
すべて果たせないことに心残りを感じます。また、残
りの行数（これは自分で勝手に決めている）を私の経
験と、委員会から皆様へのメッセージにあてさせてい
ただきます。
私が収容されていた刑務所は８年以上、無期という

長い懲役ばかりです。飯を食いながら人を殺した話を
笑いながら平気でするようなものばかりでした。この
刑務所で「幸せの黄色いハンカチ」という邦画が上映
されました。詳細ははぶきますが、酒に酔って人を殺
し刑務所に収容された男が出所し、妻の待っているわ
が家に戻るまでの物語です。その男を妻が受け入れる
という印の「黄色いハンカチ」が、鯉のばりのように
風になびいていました。このクライマックスをみなが
らほとんどの懲役は泣いていました。鼻をすすりしゃ
くり上げていた者もいました。私もその中の一人でし
た。
ＡＡの回復のプログラムはどんなアルコホーリクに

も効く、と私は信じています。またどんな人にも自分
に正直になる能力が残っているとも信じます。
一緒にやりませんか！ 一緒に考えませんか！



4 1996 6 20 58( ) 年 月 日 ＡＡＡＡＡＡＡＡ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 №

新刊案内

ポケット版 374ページ １、８００円「今日を新たに」

評議会で決定された今年度の出版物発行計画の第一弾で
す。従来の「今日を新たに」の引用部分の一部が改訂さ
れ、索引もつき、ペーパーバックでハンディに生まれ変
わりました。表紙はお抹茶のような渋めのグリーン。毎
日の黙想のために、またミーティングのテーマにご利用
ください。何人かで集まってバースディのプレゼントに
ご利用になるのでしたら、みんなのバースディの日付の

。ページにそれぞれ寄せ書きを添えてはいかがでしょうか
なお、従来の大きな版のものも引き続き販売しており

ますが、現在の在庫終了後の再販の予定はございませんので、どうぞご了承くだ
さい。 こちらは 、 円です。2 800

ＡＡ出版局

日本のＡＡの情報もインターネットでアクセスできます！

現在ジャスト・ネットを利用して試験的にＡＡ
のホームページを開設しています。内容は、①Ａ
Ａとは 序文、ステップ、伝統②ＡＡに連絡する─
ために ＪＳＯ／各セントラルオフィスの住所、─
ＴＥＬ／ＦＡⅩ番号③全国のミーティング会場の
リスト 会場名、開催曜日と時間、会場住所④Ａ─
Ａ書籍／出版物の紹介、となっており、③番のミ
ーティング会場は毎月月初めに最新のものに入れ
替えています。
アクセス先は
《 ： ． ． ． ． 》http //WWW justnet or jp/ebf/uhdsppag/serenit ty WELCOME HTM

なお、アメリカ／カナダを中心にしたＡＡの情報もインターネットで入手で
きます。こちらは英語、フランス語、スペイン語のみですが、
アクセス先は、
《 ： 》 です。http //WWW.alcoholics-anonymous.org


