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―第４回全国評議会開催―
テーマ：グループの良心を評議会へ

〠100 91-
東京都中央郵便局

916私書箱

速報
１９９９年２月１２，１３，１４日の３日間、東京

深川、ホテルＢ＆Ｇに於いて開催されたＡＡ日本全国
評議会のプログラムをお知らせいたします。
詳細については誌面の都合でお伝えすることはでき

ませんが、全国各地域の評議員と常任理事会とのＡＡ
の将来を見据えた議論が長時間にわたり、熱くかわさ
れたことをメンバーの皆様、ＡＡのまわりの友人たち
にご報告します。

プログラム
２月１２日

AM10:00~

PM13:00~

PM14:30

PM15:00~PM18:00

PM19:00~PM21:00

２月１３日

AM08:00~AM12:00

PM13:00~PM14:00

PM14:00~PM18:00

PM19:00~PM21:00

２月１４日

AM07:00~PM08:00

AM08:00~AM11:00

AM11:00

評 議 員

（北海道） 寺澤・広報 （関東甲信越）浜辺・財務

（北海道） 長澤・出版 （関東甲信越）三村・病設

（東 北） 大八木・ （中部北陸） 原田・広報議事

（東 北） 露野・議事 （中部北陸） 平田・議事

（関東甲信越）石井・ （関 西） 岸本・病設病設

（関東甲信越）小泉・ （関 西） 元山・財務議事

受 付

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

全体会議 Ⅰ

全体会議 Ⅱ

全体会議 Ⅲ

各委員会分科会・

全体会議 Ⅳ

全体会議 Ⅴ

全体会議 Ⅵ

事務受付

全体会議 Ⅶ

終 了

（関東甲信越） 木村・財務 （中四国） 中村・議事

（関東甲信越） 青木・出版 （中四国） 山崎・出版

出版（関東甲信越） 久力・広報 (九州・沖縄)岩下・

財務（関東甲信越） 東濱・広報 (九州・沖縄)松尾・

Ａ類常任理事

岡 崎 直 人（代表理事） 広報 担当

笹 隈 みさ子

Ｂ類常任理事

評議員 山 宮（議長 全体サービス） 担当WSM BOX916

今 井･ （全体サービス） 企画・ 担当M JSO

池 田 （全体サービス） 広報・専門家協力担当

小 泉 （全体サービス） 財 務 担当

金 田 （東日本圏） 出 版 担当

今 井・ （西日本圏） 病院・施設担当F

評議員WSM

湯 浅 国際協力担当

Ｊ．Ｓ．０．

野 崎 広 報担当

小宮山 評議会 担当

山 本 出版・国際協力 担当

、 、 、なお 評議会の前日には 常任理事会が行われましたが

同じく評議員の連絡会もプログラムをはさみ、懸案事項に

ついて検討、意見交換が行われました。

全国評議会も４回目を数え、これまでに組み上げて来た

骨格に、肉付けをしていかなければならない時を向かえま

した。それぞれの役割の責任を感じ、ＡＡの基本原理を再

確認しながら、限られた時間を有効に活用いたしました。

以下に財務担当常任理事からの１９９８年の決算と今年

度の方針をお伝えいたします。

【【【【１９９８１９９８１９９８１９９８年度年度年度年度のののの会計処理会計処理会計処理会計処理についてについてについてについて】】】】
前年度は、ＪＳＯの移転や所長の病気休養という全く予

測のつかなかった事態が発生し、特別献金の実施に対する

ＴＥＬ03-3590-5377AA 日本日本日本日本ゼネラルゼネラルゼネラルゼネラル・・・・サービスサービスサービスサービス・・・・オフィスオフィスオフィスオフィス
FAX 03-3590-5419〠171-0014 4-17-10 4F東京都豊島区池袋 土屋ﾋﾞﾙ



2 1999 2 25 74( ) 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 №

の全体サービスに対する十分な理解と協力が不可欠である

ことが確認されました。各評議員と常任理事、オフィスス

タッフとが相互に協力して活動することの必要性も指摘さ

れ、実行して行こうということにになりました。

【【【【今年度今年度今年度今年度のののの重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】

今回の評議会の前に行ったアンケート結果では、他の数

々の貴重な意見、提案と並んで、ＡＡのメッセージをより

広く、より正しく伝えて行くためにも、ビッグブックをミ

ーティングで使いたい、より安く、よりハンディなビッグ

ブックを作れないか、という声が数多く寄せられました。

評議会ではこうした要望に応えるためにも、現在進行中

のビッグブックの翻訳改定作業に出版活動面の最優先課題

として取り組んで行く方針が採択されました。

在庫のなくなったポケット版については、その完了を待

って直ちに新版として出版し、再版引当金の蓄積が進んで

（ ） 、いない 出版資金準備の出来ていない 大型版については

， 。頒布価格を１ ８００円に引き下げることを決定しました

在庫一掃計画は、夢物語ではありません。ここ数年間の

ビッグブック頒布が、ポケット版、大型版を合わせると年

間１，０００冊程度の水準で推移してきていることからみ

ても、また、メンバー一人一人が、その計画の一端を購入

という形で担うことで、大型版ビッグブックの早期発行を

実現できるという意義を考えれば、決して実現不可能なこ

とではないと考えられました。

一方、翻訳改定によって必要性が生じるであろう、１２

ステップの言葉を含む、日本語の表現の変更については、

来年度評議会の承認という手段を待たず、わかりやすくか

つ最善の表現を見出すよう最大限の努力を重ねるという、

出版担当常任理事の責任感のあふれる、誠意ある言葉に応

えて、全面的に出版局スタッフの裁量に委ねることが確認

されました。

財務担当常任理事 小泉財務担当常任理事 小泉財務担当常任理事 小泉財務担当常任理事 小泉

ためらいも手伝い、ＡＡ日本全体サービスの財政は相当に

厳しい状況に追い込まれました。

しかし、収入面では献金額が前年度実績をかなり下回っ

たものの、それを上回る額の印刷物／書籍頒布収入の伸び

が見られ、さらにＢＯＸ購読数の伸びもあって、再版引当

金取崩し額を除く収入合計では、前年度実績を１８０万円

以上も上回りました。

これは前回の評議会席上で確認された 「ＡＡの書籍は読、

んで貰わなくては本来の価値が出て来ない、まだ苦しんで

いる人にＡＡのメッセージを伝える手助けとして、また自

分自身の回復への道しるべとしても、できるだけ多くの人

に本を読んで貰うことを第一に考えるべきだ」という前向

き姿勢を、メンバーから評価していただいた数字ではない

かと考えます。今回の評議会では、従来、積立過剰が指摘

されていた、主要書籍再版のための出版準備費用(再版引当

金積立）の見直しを実行し、９８年度の赤字を補填（運営

資金２３８万円を保持）した上で新年度に向かいたいとい

う提案が、本当に長時間の審議の末、満場一致で認められ

ました。

［［［［今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて］］］］

全体サービス活動の拡充強化のために必要と考えられる

今後の支出（３人体制となったＪＳＯ人件費増大を含む）

に対しても、ＪＳＯと各セントラル・オフィス間の職務分

担の見直し、効率化を推し進める必要性が強調された一方

で、前向きの姿勢で対処して行くことが決議されました。

各オフィスにおいてＡＡのサービス活動の推進力として

働いていただくスタッフの処遇向上は、ＡＡが社会の一員

としてしっかりと活動してゆくためにも、スタッフの一人

一人に意欲的に活動していただくためにも、必要不可欠の

ものだという判断が示されました。

その一方で、今回実施されたような見直しを再度行うこ

とは不可能であること、今回のような危機的状況に陥るこ

とを避けるためにも、また中期、長期的にも安定した活動

状態を実現して行くためにも、各グループおよびメンバー

メッセージメッセージメッセージメッセージをををを伝伝伝伝えていくことがえていくことがえていくことがえていくことがＡＡＡＡＡＡＡＡのののの使命使命使命使命ですですですです

グループグループグループグループ、、、、メンバーメンバーメンバーメンバーのののの熱意熱意熱意熱意をををを実現実現実現実現していくためにもしていくためにもしていくためにもしていくためにもビッグブックビッグブックビッグブックビッグブック新刊発行準備新刊発行準備新刊発行準備新刊発行準備をををを前向前向前向前向きにきにきにきに進進進進めましょうめましょうめましょうめましょう。。。。

まだ苦しんでいるアルコホーリクに、自分たちの経験を伝え、ＡＡという自助グループがあること、酒をやめたい
思いがあればだれにでも回復できる道があることをより多くの人に伝えたい。ＡＡメンバーであれば誰もが抱いてい
る想いではないかと思います。メンバー一人一人にできることは、ミーティングやメッセージの場で自分自身の経験

、 、 、 。をありのままに話す 隣の席を勧めたり 声をかけるなど いろいろな形で温かく迎えていくことだろうと思います
その一方で、ＡＡのことをより広くより深く知ってもらうには、ＡＡの本を読んでもらうことも重要です。ＡＡの

本がもう少し安くなり、多くの人に読んでもらえるように力を合わせていこう。これが今回の評議会で一致した最終
結論であったように思います。
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インターネット・ホームページについてインターネット・ホームページについて

現在の世界的な流れのなか、ＡＡも情報伝達の分
野にコンピューター・ネットワークを活用して行く
ことが必要となっています。そこで、ＡＡ日本も常
任理事会・広報委員会の責任でホームページを開設
して様々な所からのアクセスに対応しています。
ホームページで案内される情報は以下のようにな

っています。
◎ＡＡ（アルコホーリクス・アノニマス）とは？
◎ＡＡの書籍・出版物
◎各地域のセントラルオフィス

……ＡＡと連絡をとるために
◎全国のミーティング会場リスト
◎各地のイヴェント案内
◎ニューヨークＧＳＯ発信のＡＡＷｅｂへのリンク
評議会の広報分科会でも上記の内容についての、

検討、審議が行われました。世界的な問題であるこ
とと、ＡＡの経験の蓄積もまだ少ないこともあって
今後の活用については、慎重に対応しなければなら
ないでしょう。ニューヨークＧＳＯ広報担当者から
の情報のいくつかを紹介します。
ＧＳＯのＡＡホームページは各地のホームページ

へのリンクは行なっていません。そして、伝統６に
従い、ＡＡ以外の施設や団体へのリンクも行ってい
ません。提携しているかのように受け取られる可能
性を避けるため、外部の機関へのリンクは行いませ
ん。ＧＳＯはアメリカ／カナダのＡＡのためにサー
ビスをする所であり、ほかの国はほかの国で独自に
ゼネラルサービスオフィスを開設しています。それ
らの海外のゼネラルサービスオフィスへのＧＳＯか
らのリンクは行われています。
著作権法による制約はホームページ上の資料にも

当てはまります。ＡＡ出版物を守る著作権と同じで
す。地域のホームページがＡＡワールドサービスの

資料を載せたいということであれば、事前にＧＳＯ
に許可を求める必要があります。
ＡＡのことならあらゆることについて言える事で

すが、ホームページにかかわる問題、たとえば自立
やアノニミティーの原理をどう実践するかについて
も、１２の伝統から答えが見つかります。アルコホ
ーリクスアノニマスの集まりの中で何かを決定する
ときは、よく情報を伝えられたグループの良心には
かるのが普通であり、それはホームページを開くか
どうかの決定についても当てはまります。地域や地
区、セントラルオフィスが作成したホームページに
ＧＳＯもアクセスして欲しいという依頼を受けるこ
とが、たまにですがあります。けれどもＡＡのＧＳ
Ｏは各地のホームページの情報センターではありま
せん。ＧＳＯはあらゆる問題について…これにはホ
ームページも含まれますが、ＧＳＯに集められた経
験を、いつでも分かち合っていきます。けれども何
よりも大切なことは、伝統に則るということです。
地域で開くにせよ、地区やセントラルオフィスが

開くにせよ、ＡＡの経験によれば、まず委員会を作
り、ホームページ開設についてあらゆる角度から検
討していくことをお勧めします。もちろん伝統につ
いてもあらゆる配慮が必要です。その内容、方針、
ホームページを開き維持するにあたっての手続き等
を決定する責任は、よく情報を伝えられ、考えに考
え抜いたグループの良心が担って行くようお勧めし
ます。最初の段階で、地元の共同体の良心をどう収
集していくかの方法について合意をとりつけ、委員
会はその進行状況をみんなにお知らせしていくこと
が大切です。委員会でコンセンサスが得られたなら
ば、その所見を全グループ（地区、地域等）に伝え
きちんと情報を伝えられたグループの良心による投
票によって決定がなされるようにします。
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技術面の問題についてはこの分野のエキスパートに
相談に乗ってもらう必要があるでしょう。この技術
分野のスピードが非常に早いからと言って、審議に
までスピードを持たす必要はまったくないというこ
とを覚えておいてください “ホームページチェア。
パーソン”を指名もしくは選出し、その人に、まか
された僕としてサービスを担う委員会／グループの
責任者になってもらったらどうでしょうか “ホー。
ムページチェアパーソン”が一人でミーティング情
報の更新にまで責任を持つとしたら、苦労が多すぎ
ます。
以上とともに、Ｅメールアドレスに関する問題専

門家との対応などについても、経験を伝えてもらい
ました。
ＧＳＯは、１２番目のステップ活動が実現できる

よう、ＡＡグループ、セントラルオフィス、各地の

委員会へサービスを提供することに関わっていま
す。
まだ苦しんでいるアルコホーリクに各地のＡＡメ

ンバーがＡＡの（愛の）手を差し伸べることができ
、 、るよう 私たちにどのような機会を提供できるのか

その方法をスタッフみんなでよく検討します。ＧＳ
Ｏのホームページは、それらのたくさんの方法のな
かの一つのやり方でしかないのです。
この言葉のように、日本のＡＡも第一のものを見

失わないように対処できればと考えます。

新刊好評発売中

昨年の暮れに発売が始まった〈ベスト・オブ
・ビル〉の売れ行きが好調です。多分、仲間の
心にじかに訴えるハイヤーパワーの働きがある
のだと思います。
まだ、読んでいられない方は早めに注文して

ください。また、新しい仲間へのプレゼントに
も最適です。

【【【【ベストベストベストベスト・・・・オブオブオブオブ・・・・ビルビルビルビル】～】～】～】～グレープバイングレープバイングレープバイングレープバインよりよりよりより
信信信信じるじるじるじる心心心心／／／／怖怖怖怖れれれれ／／／／正直正直正直正直ささささ／／／／謙虚謙虚謙虚謙虚ささささ／／／／愛愛愛愛

定価 円定価 円定価 円定価 円400

ホームページのお知らせ

Ｎ・Ｌ．６２号に掲載したアドレスが変わったのですが、お知らせをすることを忘れていま
した。お詫びすると共に訂正いたします （なお、ＢＯＸ９１６掲載分は、新しいアドレスに。
なっています ）。

(http://www4.justnet.ne.jp/^serenity/)

第 3回 ア ジ ア オ セ ア ニ ア サ ー ビ ス ミ ー テ ィ ン グ

≪わたしたちの第－の目的＞

３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～３０３０３０３０日日日日（（（（火火火火））））シドニーシドニーシドニーシドニー：：：：クアランティホテルクアランティホテルクアランティホテルクアランティホテル

東欧でＡＡが定着した今、世界のＡＡの目はアジア・オセアニアに注がれています。まだ苦しんでいるアルコ
ホーリクに手助けするというＡＡの第一の目的を果たすチャンスがこれほど多く残された地域はほかにはありま
せん。数多くの宗教、数多くの言語、数多くの人種が混在し、経済的にも混乱の状況にあるアジア諸国に向け、

、 、ＡＡの第一の目的を果たす方法を話し合い 経験を分かち合うアジア・オセアニア・サービスミーティングには
わが国のほかに、韓国、香港、台湾、タイ、グァム、ニュージーランド、オーストラリアが参加申し込みを済ま
せています。アメリカもアドバイザーとして参加します。


