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 BOX-916のお問合せは

2019年

9月号

 

1 0 0人の仲間がいれば、10 0通りのストーリーがある

BO X - 9 1 6では、皆さんの物語をお待ちしています。

 

『AA成年に達する』

今月のおすすめ書籍

価格 2,940円

『どうやって飲まないでいるか』

入院している仲間や、ＡＡに繋がったばかりの仲間から、
「飲み会のときはどうすればいいのか」など、不安混じり
の質問をいただくことがあります。この本には、それらノ
ウハウが 31 項目、さらに「やめたばかりの人からよく聞
かれる質問と回答」というインデックスもあり、安心して
お勧めできる書籍だと思います。ぜひ、ご活用ください。

価格 735円

この本は副題にあるとおり、「ＡＡ小史」です。12 の
ステップや 12 の伝統、12 の概念に至るまでの苦しみ
が数多く描かれています。ご自身の経験を踏まえて、
先行く仲間の知恵をより深く理解する助けになると思い
ます。なお、第２章から始めると読みやすいかもしれま
せん。

●誌上ミーティングへようこそ！　

●仲間たちからのメッセージ

●AAの友人からのメッセージ
　アディクションリハビリテーションセンターすとぉりぃ　施設長　加藤 みお子 氏

●ＡＡ３ヶ月カレンダー　　●刊行の目的と編集方針　　●JSOコーナー

《ＡＡ日本45周年記念集会まで6ヶ月
　関西地域にエールを！！ 献金で応援を！》



『アルコホーリクス・アノニマス』

写真は、ビッグブックと愛称されているＡＡの
基本書籍『アルコホーリクス・アノニマス』です。
この書名から、ＡＡという名がつけられました。

アルコホーリクス･アノニマスⓇ

は、経験と力と希望を分かち合っ

て共通する問題を解決し、ほかの

人たちもアルコホリズムから回復

するように手助けしたいという共

同体である。

ＡＡのメンバーになるために必要

なことはただ一つ、飲酒をやめた

いという願いだけである。

会費もないし、料金を払う必要も

ない。私たちは自分たちの献金だ

けで自立している。

ＡＡはどのような宗教、宗派、政

党、組織、団体にも縛られていな

い。また、どのような論争や運動

にも参加せず、支持も反対もしな

い。

私たちの本来の目的は、飲まない

で生きていくことであり、ほかの

アルコホーリクも飲まない生き方

を達成するように手助けすること

である。

ＡＡグレープバイン社の
許可のもとに再録

１２のステップ

１．私たちはアルコールに対し無力であり、思いどおり

に生きていけなくなっていたことを認めた。

２．自分を超えた大きな力が、私たちを健康な心に戻し

てくれると信じるようになった。

３．私たちの意志と生きかたを、自分なりに理解した神

の配慮にゆだねる決心をした。

４．恐れずに、徹底して、自分自身の棚卸しを行い、そ

れを表に作った。

５．神に対し、自分に対し、そしてもう一人の人に対し

て、自分の過
あやま

ちの本質をありのままに認めた。

６．こうした性格上の欠点全部を、神に取り除いてもら

う準備がすべて整った。

７．私たちの短所を取り除いてくださいと、謙虚に神に

求めた。

８．私たちが傷つけたすべての人の表を作り、その人た

ち全員に進んで埋め合わせをしようとする気持ちに

なった。

９．その人たちやほかの人を傷つけない限り、機会ある

たびに、その人たちに直接埋め合わせをした。

１０．自分自身の棚卸しを続け、間違ったときは直ちにそ

れを認めた。 

１１．祈りと黙想を通して、自分なりに理解した神との意

識的な触れ合いを深め、神の意志を知ることと、そ

れを実践する力だけを求めた。

１２．これらのステップを経た結果、私たちは霊的に目覚

め、このメッセージをアルコホーリクに伝え、そし

て私たちのすべてのことにこの原理を実行しようと

努力した。
ＡＡワールドサービス社の

許可のもとに再録

Alcoholics
AnonymousⓇ
AA Preamble
AA の序文

＊10月号の発行日は、9月 29日（日）です。



　過去を遡ると、所どころ虫喰い穴のように記憶が抜けている。

時々、奇跡が起きて穴が塞がるのだが、“いつもどんなふうだったか”

を思い出すには覚悟がいる。

　先日の病院メッセージの際、過去の私は“家族は決して私を見捨

てないからまだまだ酒は止めない”、とたかをくくっていて、その

くせ酷くしがみついていたので、まさか入院当日を迎えた私は、自

分勝手な酔いから引き剥がされ、冷水を浴びせられた様な背筋も凍

る気持ちだったんだという、探していた答えにたどり着けて、また

一つ穴が塞がった気がした。

　ホッとするけれど、少し嫌な気分になる。いつもこうだ。

変えられないのに、過去の自分を繰り返し振り返るのは、懺悔や後

悔からだけではなく、これからの自分を変えていきたいと願うから

である。

誌上ミーティングへようこそ！

募集テーマ　8 ～ 10月号　「プライド」「酒へのとらわれ」
「過去を見つめる」「第一のものは第一に」

年間テーマ　「自立―金銭とスピリチュアル（霊的）なものが交わるところ」

☆☆☆投稿大募集 !! ☆☆☆

E-メールでの投稿はbox916@dol.hi-ho.ne.jp あてに、
郵送でもFAXでもご投稿いただけます。

　年間テーマは2019年全国評議会までのＡＡ日本のゼネラルテーマです。
　皆様の広報活動の体験等を是非お寄せください。

☆彡お好きなテーマでご投稿ください。もちろん自由テーマでの経験と力
と希望の分かち合いも大歓迎です。 
誌上ミーティングの場へ、たくさんの仲間の参加をお待ちしています。
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　AA日本45周年記念集会が、令和
２年３月20日～ 22日に開催される。
私は平成２年２月14日にAAミーティ
ングに初めて参加。２回再飲酒。今
なんだけど、何故かハイヤーパワー。
未だかつて、ミーティングでの自分
の話しは、まとまらない。AA日本20
周年記念集会が、初めてスポンサー
と参加した大宮は、雨が降っていた。
　私は、長い間、飲まない酔っぱら
いを続けていた。ステップ４、ステ
ップ５にしても。飲んでいた頃、私
は子供３人。夫との所に置いてきた。
三男に埋め合わせの時には、「僕を
産んで良かったか」と言った。私は、

「嬉しかったし、家族みんなで喜んだ、
育てられなくて御免なさい、すいま
せんでした」と、謝りました。
　AA日本25周年記念集会は、三男
と何時間、集会の中で過ごした。
　ビッグブックを翻訳改訂にあたり、そ
の前に「12のステップと12の伝統」は翻
訳改訂されていた。私は、「12＆12」は
改訂されないと思っていたが、ステップ
２の正気から健康な心に改訂していた。
私は、AAを信じても、狂気のままで行
動するなあと、お先真っ暗になり、

ステップが改訳されたことに、抗議
の電話をJSOに何回も掛けた。職場、
AAの仲間、自分自身の誤りの正当
化等、もう、いい加減かったるくな
った。ビッグブックの文庫版を持ち
歩いて、読むようにし、自分の問題
だけを重視するようにした。
　抗議の電話を掛けていた頃の、
JSOの元職員の方（ノンアルコホー
リクの女性の方）に30周年記念集会
でお会いすることが出来ました。ビ
ッグブックを改訳したときの抗議の
電話のお詫びと、ビッグブックを 
文庫にしてくれた御礼と感謝を伝え
ました。彼女はすごく喜んでくれま
した。名古屋35周年、横浜40周年、
私の中に先行く仲間の笑顔が残って
いる。
　45周年の実行委員会の歓迎係の一
員として、関係者、アラノン、家族
の方にAAの仲間がお逢い出来るこ
とを楽しみにしています。
　AAの愛と希望を、飲酒の問題で
苦しんでいるアルコホーリクに届く
ことを。

関西泉州地区/ホタル

―ＡＡ日本45周年記念集会によせて―
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AAとの出会い

　ＡＡを知ったのはインターネッ
トでした。
　朝から缶ビールを飲むのが止め
られなくなり、どうにかしなくて
はと一人で悩んでいました。
　飲みながらインターネットで

「アル中」と検索していました。
たくさんのアル中サイトの中から
JSOのホームページに飛ぶことが
できました。JSOのホームページ
の中に北海道のオフィスのリンク
を見つけ、HCOのホームページ
に辿り着きました。
　片手に缶ビールを持ったまま、
酔っぱらってHCOに電話をしま
した。職員が出て「ミーティング
に行ってください」と言われまし
た。
　その日、地元の教会でミーティ
ングが開かれていました。最寄り
の地下鉄の駅を教えてもらい、道
を教えてもらいました。なんとな
く、場所はわかりました。
　夕方までビールを飲んでいて、
ミーティングが始まる時間はちょ
うど酒が切れて不安と恐怖感がや
ってきます。手も震えてきます。

人が集まるところになんて行ける
訳がない。でも私はその日、ＡＡ
のミーティング場に行こうと思い
ました。
　教会の扉にかかるＡＡの看板が
とても怪しく見えました。ふすま

（教会の和室が会場だったのです）
を開けると会場ではもうミーティ
ングが始まっていました。たくさ
んのオジサン達に圧倒され、引き
返そうと思いました。するとサッ
と私の前に座布団が置かれ、オジ
サンが「ここに座りなさい」と目
で合図しているようでした。私は
うなだれたまま、その座布団に座
ることができました。しばらくミ
ーティングに参加していると女性
の仲間もいることに気づきました。
　訳が分からないままミーティン
グが終わり、帰ろうとすると仲間
が近づいてきてミーティング場の
地図とハンドブックをくれました。

「よかったらまたおいで」と。そ
れが私とＡＡの出会いです。
　今、ソーバーを7年頂きました。
あの時、ホームページがなかった
ら…オフィスがなかったら…ミー

0 3SEPTEMBER　2019



ティングがやっていなかったら…
私は生き延びることはできなかっ
たでしょう。私はたくさんの仲間
のサービスのおかげでミーティン
グ場に辿り着けたのです。
　酒を止めた今、私も苦しんでい
る仲間の手助けがしたい。苦しん
でいる仲間がミーティングに辿り
着けるよう、私に出来ることをや
らせて頂きたいと思っています。
私達が自分たちの献金で部屋を借
り、オフィスを運営、管理してい
るって誇らしいことです。
　私一人ではとても酒を止めるこ
とは出来なかった。あれほど落ち
ぶれてひねくれた私にＡＡの仲間
は温かく、心底ありがたかったで
す。今日一日、ハイヤーパワーの
道具になれますように。

北海道／はまなすG ／はるか
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今から記すことは（しるす）、事
実です。わたくしの棚卸しでもあ
ります。
また、今から記すことは、一個人
の物語でありAAを代表した意見で
も、地域や地区やグループを代表
した意見でもありません。そのこ
とは、ご了承願いたいと存じます。
表題で、「記事を書いてくれない
か！？」「原稿を書いてくれませ
んか！？」とお願いされた仲間に
何度も会ったり見たりしてきまし
たが、実際にじっくりと話したこ
とはありません。そんな彼からの
電話でしたので驚きもありました。
原稿依頼の携帯をとった時には、
３カ月も続く腹痛のため、診察を
しに病院に向かう車中で運転中で
した。警察官が見ていれば違反な
のでしょう。けれどもそのこと自
体が神の配慮だったのかも知れま
せん。思えば、違反を犯し続けて
きて、「やっとたどり着いた先が
AAだったのかも知れません。」
お酒を飲み始めたのも未成年の学
生時代だったし。
お酒にまつわるトラブルで何度も

警察のお世話になりました。前科
はありませんけれど。

「今月の締め切りで、５月号に載
ります。」との言葉でした。
なにぶん、痛みと神の配慮に驚き
ながらの話でしたので、家に着い
てから確認の電話をしました。
アル中になって想ったこと。それ
は、「人の心の痛みが判る。」よう
になったこと。
まずそれを書きます。
確かに傷ついて今はお酒をやめて
ます。「お酒が飲めなくなって哀
しいか！？」と聞かれれば、紳士
のように飲めるならばもう一度飲
んでみたいと言うかも知れません。
でも不思議です。今は、後悔はあ
りません。
仲間との出逢いがわたくしを変え
たのでしょう。
今から思うと以前の自分は若さを
武器に生意気で鼻っ柱が強く我欲
の固まりみたいな男でした。「昔
の自分は生意気ないやな奴でし
た。」振り返って冷静に第三者の
目で客観的に自分を見つめる事が
出来るからそう言いきれるのかも

広い心
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知れません。
オープンスピーカーズミーティン
グやラウンドアップやフェローシ
ップやミーティングで学ばされた
ことは、「謙虚にならなければ、
広い心にはなれない。」という事。
また、余裕を持って、聴く態度、
真心、思いやりの心、やさしさが
無いと出来ないとも言えます。な
かなか出来ない事ではありますけ
れど。
さて、初めてAAを知った時の
STEP １の時のころを書きたいと
存じます。
小さい頃から父母によく言われて
来たことです。（家から一番近い
病院）←「変なことをしたらあの
病院に入れるからね。」

（注）家から100メートルありませ
ん。そこは精神病院でした。
と言われた先生に紹介状を書いて
貰って、石川県のアルコール依存
症専門のプログラムをもつ病院に
入れたのも、今は亡きその先生の
お蔭でした。（埋め合わせをしな
いうちにお亡くなりになってしま
われました。）何かの機会に、今
の院長先生（ご子息）にお返し出
来たらと想いながら書いてます。

（話がそれました）
「とにかく鍵のかかる檻の中の部
屋に入れて下さい。」と、お願い

した時に、「貴方は、今は、この
病院では救う事が出来ないから、
そこへ行きなさい。」と言われて、
母の軽四に乗せられて向かった先
は石川県でした。

「言っておきますが、とにかく診
察の前には必ず２～３日お酒を断
ってから行くように。」
と言われて訪ねたのが平成８年12
月３日でした。ですから、最後に
飲んだお酒は、11月の末です。（最
後のお酒がいつだったかはっきり
覚えていません。）
退院したのが平成９年３月３日だ
からよく覚えているのかも知れま
せん。
〒933は、私の住んでる市の郵便
番号でしたから、９．３．３と言
う日を特に記憶しているのかも知
れません。ひな祭りの桃の節句か
らかも知れません。

「家に火をつけてみん～な」燃や
して灰にしてしまえば楽になる…。
本気で考えてましたから、家族に
も危機感は強かったに違いありま
せん。
父も母も憔悴しきっていました。
わたくしも疲れていました。人生
をなげてました。
お酒を売っている、お酒が好きで
入った会社を病気のため退職し、
ドンドン堕ちて行った過程は、凄
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まじいものでした。
フィアンセとも別れました。友人
達もどんどん去って行きました。
誰も相手にしてくれませんでした。
唯一良き理解者は、「母」だけで
した。
お酒にのめり込む。皆さんと多分
同じ過程だったと存じます。

「せいちゃん、病院、入ろうね。」
父も姉も妹も見放していました。
大学を卒業して、東京本社の食品
商社にトップで入社したわたくし
に待っていた辞令は「金沢へ行っ
て来い。」でした。
豪快な酒好きの酒飲みが、段々堕
ちて行くさま…。惨めでした。
唇をかみ締めて、「これは現実で
ない。」「妄想だ。」「夢だ。」
何度と想った事でしょう。

『今だから話せる。』『仲間がいた
からこそ話せる。』

『先行く仲間の経験がわたくしを
導いてくれました。』
仲間によってアル中に落ちて行く
さまは、それぞれですが、話を聞
いて行くとみんな共通点があるよ
うに思います。それは、NO(ノー
)と言う自己表現ができないと言
う点です。
2000年１月３日と2004年１月３日
にわたくしは中学校の同窓会の実
行委員長を致しました。卒業して

初めての同窓会です。無論お酒を
飲みません。烏龍茶で通しました。
その時わたくしは43歳。独身。結
婚歴無しです。まだ人生をやり直
せると信じています。
入院の準備をもうすでに母親がし
て石川県に向かったとき。母は大
手のスーパーで緑と青の上下のパ
ジャマを準備してました。今だか
ら笑い話ですが、その旨のロゴに
は、『Budweiser KING　OF　
BEERS』とかいてありました。
何しろ母は必死で買い求めたので
しょう。３Lのサイズはそれしか
なかったと当時を振り返ります。
わたくしは、「これからお酒をや
めてゆく人間になんて買い物をす
るのか」と当時思ったものでした。
今だから笑い話の昔ばなしとして
話せるのです。わたくしは、聞き
ました。

「看護婦さん。このパジャマを着
ててもいいでしょうか！？」返っ
てきた答えは、

「そうですね。寝るときだけにし
ましょうか。」でした。

「他の患者さんの刺激になるとい
けませんものね。」

「広い心でした。」
内観をしました。小学校低学年の
母について内観をした時には、涙
が止まりませんでした。
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誰よりも愛情を精一杯注いでくれ
た母の愛がどれほど大きな偉大な
ものであるかをはじめて知ったか
らです。
わたくしは、父を憎んでいました。
進学の時も、就職のときも、結婚
を決めた時もみな反対されました。
わたくしは、父のせいでこんな目
に遭っているのだと父を恨んでま
した。
小学校高学年の母について内観す
るように言われた時にはあれほど
嫌だった父のことしか頭に浮かび
ませんでした不思議と。仕事で疲
れているのに休みの日には自転車
に乗れなかったわたくしの手伝い
をしてくれました。言語障害児で
いじめにあっていたわたくしを、
普通に発音させるために、４キロ
先の大きな川岸で、「あいうええ
おあお」「かきくけけこかこ」と
発音練習をさせるために毎日連れ
て行ってくれました。男の愛情は、
背中で語り、無骨だけれども厳し
くもあった父の愛情を始めて理解
できたような気がしました。涙が
止まりませんでした。
今でこそ流暢に話せますが、父や
母や家族や友人やAAの仲間の愛
に支えられて生かされて生きてい
るんだ。と理解できました。前は、

「生きてるんだ！！！」という気

持ちが強くて人の意見にも耳を傾
けることはしませんでした。
上記に書いたように「生意気で嫌
な奴でした。」

「今でも我欲も強いかも知れない。
根っこの部分では、根本的に昔と
ちっとも変ってないかも知れな
い。」
でも今のわたくしには確かにAA
がある。仲間がいてくれる。助言
をしてくれる。困った時には「愛
の手を差し伸べてくれる。」「突き
放して自分で考えろと言ってくれ
る。」

「何かしら生きてゆくためのヒン
トを与えてくれる。」
感謝してます。言葉では言い伝え
出来ないくらいに。
AAに感謝。仲間に感謝。自分と
係わってくれてる人達に感謝。気
付きを与えてくれる人にも感謝。
自分にも「ありがとう。」みんな
にも「ありがとう。」
広い心は、ゆとりが無くては与え
られないし、どん底を知らなけれ
ば与えられないし、
苦労をしなければ与えられないし、
いただく姿勢が無くては貰えない。
夢を追っている人ってカッコイイ
よね。今は傷ついて泥だらけかも
しれないけれど、いつかまた、晴
れの舞台に出れるよね。わたくし
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は、いつも自分にそう言い聞かせ
てます。
仲間がいるから、遠回りをした 
から、貴方がそこにいたから、み
んなが支えてくれたから、今の自
分があるんだよね。狂った頭でガ
ソリンをまいてみ～んな火をつけ
て燃やして灰にしてしまえば楽に
なる、と想った頃と今は確かに違
います。悪戦苦闘はしているけれ
ども。

『無償の愛』とよく言われるけれど、
生かされているんだよね。何かし
ら生きて行く目的がそれぞれに与
えられて生かされているんだよね。
わたくしは、まだまだ未熟者だけ
れども、『いつか笑える日が来る
日のために生かされて生きてるん
だ。』そう自分の心にいい聞かせ
ています。
いつになるかはまだわからないけ
れど。

「平安お祈り」を小さな声で唱え
ながら。
未だ入院中で病院からAAのミー
ティング会場に通って時のことで
す。素にお琴を書いてわたくしの
広い心のお話は終わりにしようと
存じます。

実際にあった話です。（表現は多
少違うかもしれませんが）

目の前に茶碗があってそこに一杯
のお酒が注がれている。両側には
両親が縛られていてその茶碗の両
側に座らされている。その両親の
後ろには、それぞれ日本刀を持っ
た鬼が立っていて、私はその茶碗
の前に正座させられていて、「も
しもお前がこの一杯のお酒を飲め
ば、両親の命は保障して逃してや
る。ただし、もしもその茶碗の一
杯のお酒を飲まなければ両親の首
は即刻に刎ねてしまう（はねて）。
さぁ、飲むのか！？飲まないの
か！？」
わたくしは、そのミーティング場
の司会者にこう言いました。

「そんな場合でも、わたくしは、
お酒を飲んではいけないのです
か！？」と。
司会者は答えてくれました。

「そんなに強い意志を持って両親
とお酒の問題を自分の命と引き換
えに考えるお前に免じて、助けて
やる。」と言って、ハイヤーパワ
ーと言う神様が降りてきて「今の
は夢だ。」と答えてくれて神様は
みんなを救って下さる。
わたくしは、その司会者に色んな
事を金沢在住の時に教えられま 
した。

「いずれはよう、自分のミーティ
ング場を持って、一家を構えなく
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てはいけないなぁ…。あきちゃん
よう！！！・」

「経験と力と希望を分かち合って
愛と共感と安らぎがどこにあって
もあってもあなたと共にあります
ように。」
と言う順番は伊達についているの
ではないとわたくしは思っていま
す。
また、自分でグループを持ってみ
て（あくまでもしもべですが）」
先行く仲間の偉大さを感じずには
いられません。
ボブとビルにも、AAのメーセー
ジを運んでくれた仲間たちにも。
感謝の気持ちを忘れてはいけない。

『一人ではお酒はやめ続けられな
い。仲間がいるからこそソブラエ
ティーが保たれる。』と言うことを、
わたくしも、私たちも忘れてはい
けない。
たとえどんなに小さな真心でも、
たとえどんなに小さな思いやりで
も、「お酒をやめたいと願えば、
必ずそれは、現実となって現れ
る。」それは、私の責任だし、わ
たくし達AA全員の使命でもあり
ます。
ふりかえれば、地獄のような日々。
今も決して満足に日々を過ごして
いる訳ではないけれども。
原点のあの日。

平成８年12月３日を忘れてはいけ
ないし、STEPを辛いかもしれな
いが踏み続けなければいけないと
思います。
こんなわたくしでお役に立てる 
なら。
ありがとうございます。
不一富山にAAグループ復活を！

（未来の）海王丸G ／あき
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　仕事で始発に乗る為、朝４時起
床を16時間続けている。昔だった
ら泥酔の果て、気を失うように布
団の上に倒れ込んでた時間である。

「一生、目を覚ますことがありま
せんように…。」いつの頃からか
泥酔し意識は朦朧としながらもバ
チ当りに、こんなことを祈りなが
ら眠りに落ちる習慣がついていた。
陽が高くなった頃、尿意を感じ、
ガンガンする頭を抱え目を覚ます。

「また今日も生きてた…。」今日も
一日が始まると思うとゆううつに
なり、消えて無くなりたいと思う。
景気付けのつもりで栄養ドリンク
を飲む感覚で、ビンの底に少し残
っている焼酎を“グビッグビッ ”と
ラッパ飲みする。「こうしては居
られない！」と思う。何をするの
か？コンビニに焼酎を買いに行く
のである…。
　飲んでいた頃は雨の日が好きだ
った。その日は一日、６帖１間の
アパートにこもり、ひたすら焼酎
を飲み続ける言い訳が自分の中に
出来上がるからだ。逆に晴れた日
は、世間の人並に、何か建設的で、
健康的な事をしなくては…。とい

う強迫的な思いにかられ“ギラギ
ラ”する太陽が呪わしかったのを
覚えている。ソーバー３年の時、
先行く仲間に発破をかけられ病院
清掃という仕事に就いた。早朝、
５時半頃、自宅を出発し、職場で
ある病院に到着するまで、自転車
２台と電車を使い２時間程かかる。
こんな遠距離通勤、意志薄弱の自
分には、とても無理。と思い、先
行く仲間達の手前、せめて１年程
の腰掛程度と思っていたが、沢山
の仲間と“不思議な力”に後押しさ
れいつの間にやら16年。「あの、
呑兵衛で怠け者の自分がこんなに
仕事が続くなんて、絶対、オレの
力じゃねぇよなぁー。」と那須お
ろしの冷たい向かい風を受け自転
車のペダルをこぎながら、毎朝の
ように思う。家を出る頃は冬場は、
まだ星がキラキラ輝いている。

「キレイだなぁー。」などと感じる
心の余裕など何年経ってもない。
寒さの為、手がかじかんで顔が痛
い。耳がちぎれそうである。吐く
息が白い。大雪が降った朝などは
泣きたくなってくる。前の晩にミ
ーティングに出ると睡眠時間は４

沢山のものに見守られ支えられて
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時間程度。冬場の早朝、キラキラ
光る星を眺めながら「仲間はみん
な、まだあったかい布団の中で寝
てんだろうなー。なんでオレばっ
かり…。」などと自己れんびんに
何度浸ったかわからない。その度
に「誰に頼まれた訳でもない、自
分で選んだ人生。」と、自分自身
に言い聞かす。「あれだけ飲んだ
くれて遊びほうけていたのだから、
今、苦労しても罰は当たるまい
…。」とも思う。いずれにせよ“怠
惰”が欠点という、本質的な部分
はあまり変わっていないようだ。
　白河駅に行く途中に、ソーバー
９ヶ月の時、胃がんの為、亡くな
った父が眠っているお寺がある。
自転車で参道を通り抜け、門のと
ころまで来ると、亡き父がそこに
立っているという不思議な感覚が
毎朝のように湧き上がる。「今日
も一日、父さんの意志がかなえら
れるよう私の考え方を導いてくだ
さい。そして、今日も一日お袋が
元気で健康で生きられるよう力を
貸して下さい。」こんなお祈りを
自転車をこぎながらブツブツと繰
り返す。不安の先取りが趣味で恐
れの強い自分がなんとなく安心感
が持て、援軍を得たような心強い
気分になれ“勇気”が持てる。20分
程かけ駅に到着すると、ここ５,

６年程の間に駅舎に住みつき始め
た、白と黒のブチの丸々と太った
オスの野良猫が待っている。自分
の姿を見つけると、遠くからでも

「ミャーミャー。」と鳴きながら駆
け寄ってくる。小分けにしてある
安いエサをリュックから出し野良
猫に与える。昔、誰かに飼われて
いたのだろう。「ウマ、ウマ。」と
言いながらものすごい勢いで食べ
る。職場の人間関係で色々あり辛
く、ゆううつな時、この野良猫に
何度助けられたかわからない。 
おかしなはなしだが本当に感謝で
ある。
　亡き父からパワーをもらい、 
一匹の野良猫に癒され、そこから
電車に揺られ40分。更に再び自転
車に乗り20分。今日も一日、職場
までの小さな旅が始まる。

福島／なみきG ／テツオ
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　いつからか…。半分義務感でホ
ームグループのミーティング場を
開けていた。調子の良くなさそう
な、AAをたくさん必要としてい
る仲間を見ては、心のなかで優越
感を感じていた。“俺は回復して
いるアル中”
　仲間とともに、ヤンググループ
の立ち上げに参加する機会を与え
られた。様々な仲間との出会いに
刺激を受け、全体サービスにも積
極的に参加するようになっていっ
た。そして、ごく平凡な社会生活
を送れるようになった。ソーバー
になってから入社した職場では、
社会のお役に立てることの喜びを
噛みしめながら働いた。今日一日
を大切に…。しかし、目まぐるし
く過ぎ去っていく日々のなかで、

「人」としての一丁前のプライド
が育まれていき、それは知らず知
らずのうちに肥大化していった。
ミーティングの回数を減らしてい
くことが回復・成長だと思い込ん
でいた。
　辛かった…。仕事もサービスも、
一生懸命にやればやるほど辛くな
っていく。地元のスポンサーに電

話で相談すれば、返ってくるのは
正論ばかり。「ミーティングには
行っているか？ホームグループは
どうだ？」。職場では、周囲から
自分がどう見られているかを常に
気にしていた。会社の自分に対す
る評価が低いと不満を募らせた。
ある仲の良かった同僚とは、些細
なことから軋轢が生まれ、まとも
に口もきけなくなっていた。プラ
イベートでは、ソーバーになって
から交際を始めた女性と喧嘩ばか
りしていて、やがて別れた。いろ
いろと理由をつけたが、要は“居
づらくなって”お世話になった職
場を退職した。飲んでいたころの
自分に戻りつつあった。
　勇気を出してひとつ行動に移し
た。私は、初めて自分からグラン
ドスポンサーに電話をかけていた。
鹿児島のグランドスポンサーの懐
かしい声に導かれるように、少し
ずつ今の自分の話をした。聞けば、
鹿児島地区は周年イベントを三日
後に控えているそうだ。実はその
ころ、スポンサーの電話番号を着
信拒否設定し、ホームの仲間の
LINEはブロックしていた。肥大

プライド
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化したプライドを抱えながら、自
分の力で精一杯強がって生きていた。
　三日後、私は鹿児島に降り立っ
た。イベント会場では、新たな出
会いや懐かしい再会があった。各
地域のそれぞれのAAの良さがあ
る。その後、私はグランドスポン
サーのホームグループミーティン
グを訪ねた。時折鹿児島ことばの
飛び交う、ゆったりと優しい空間
に身をゆだねながら、思わず涙が
あふれた。帰路、車で駅まで送っ
てもらい、温かいご飯を食べさせ
てくれた。静かな夜の駅、ホーム
のベンチに二人並んで腰かけ、最
終電車が来るまで分かち合った。
いよいよ最終電車がやってきた。
乗り込む前に「○○(スポンサー )
が、マチャと連絡がとれない、っ
て心配していたから、また連絡し
てあげて」と。宿に戻り、電話し
た。「そうやって、自分で気づい
て行動に移したのなら、それでい
いと思いますよ」。心配し、見守
ってくれていたスポンサーに心か
ら感謝した。凝り固まった身体と
こころの余計な力が抜け、少し身
軽になって帰阪した。
　それから、私はホームグループ
の活動に復帰し、ホームを中心に
ミーティングを歩いた。そこには、
変わらないAAがあり、変わらず

温かい仲間がいた。ホームの仲間
は、私がいない間も、ミーティン
グ場を守ってくれていた。私自身、
誰よりもAAを必要としていた。
飲んでいなくても、病気なのだ。
しばらくして、新たな仕事やサー
ビスの役割が与えられた。
　私は、地元の島根で、AAにつ
ながった。勇んで大阪へ出ていっ
たものの、23歳でアルコール依存
症と診断を受け、25歳で地元の精
神科病院に入院した。同じアルコ
ール依存症者で、別の自助グルー
プに参加し先に回復の道を歩んで
いた父に助けられた。入院してい
た病院の本棚にビックブックが置
いてあった。調べると、行ける範
囲にミーティング場があった。絶
望的状態だった私だが、手の届く
ところにAAの愛の手があった。
退院後、初めて参加したAAミー
ティングは、2012年10月2日松江
みなみグループミーティング。先
行く二人の仲間が温かく迎えてく
れた。“無償で与えられた贈りもの”
　今日もこれから、チェアパーソ
ンとしてホームのミーティング場
を開けに行く。無償で与えられた
ものを無償でお渡ししていくため
に。

大阪／城東ヤングウィンドG ／マチャ
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　5年前の私はひたすら飲み続け
ていました。働きもせず、ただひ
たすらに鬱々と…朝、目が覚める
とコンビニで缶ビールを買い、お
店の前で飲みながらその日一日を
考えていました。大した考えもな
く街をうろつき定食屋でまたビー
ル。ランチタイムが終わるまで飲
んでいました。そして、夕方にな
る頃、行きつけの居酒屋へ…「い
つもの！」と言うと出てくるのは
冷酒とお通し。たいして食べもせ
ず、日付が変わる頃まで飲んでい
ました。そのあとはスナックやら
キャバクラやら…基本的に家飲み
だった私が、底をつく頃になると
そんな毎日を繰り返していました。
気が狂ったように飲み続け、お酒
をやめたくてもやめられない状態
になっていきました。
　私はその頃、お世話になって 
いた精神病院の診察の時も朝から
飲み続け、酔っぱらった状態で診
察を受けていました。先生はずっ
と前から気づいていたと思います。
結局最後は自分の口から正直に 
お酒のことについて話しました。
先生は私が打ち明けるのを待って

いたのかもしれません。その後、
アルコール病棟のある精神病院を
紹介されました。
　その当時、そんな生活を送れて
いたのがとても不思議です。仕事
もせずに飲み歩くなんて…お金
は？私はクレジットカードで飲み
歩いていたのです。２～３枚のク
レジットカードを使い、限度額ま
で飲み続けていました。カードで
支払いが出来なくなると、父や母、
姉、友人、嫁に行った妹など周り
の人たちからお金を借りてさらに
飲み続けていました。つまり、お
酒が飲めれば何でもよかったわけ
です。本当に狂気的な自分がいま
した。返すあてもないのにお金を
借りまくるひどい人間でした。
　2014年に入院した時，母が見舞
いに来てくれました。母からのお
土産はクレジットカード会社から
の請求書でした。使った額など当
然覚えていません。どこで飲んだ
かもぼんやりとしか覚えておらず、
ただその金額に驚いていました。
結局、借金については父が肩代わ
りしてくれましたが、その借金は
完済するまで数年かかりました。

人の役に立つこと 
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人に迷惑をかけ、傷つけた損害は
とても大きく、自分勝手な自分が
生み出した結末はとても悲惨なも
のでした。これからどうやって生
きていけばいいのかさえ分からず、
病院の中で悩み続けていました。
　退院後、AAに繋がり、プログ
ラムの中で自分勝手な自分、特に
恨みの感情などが大元にあって、
それが生きる障害になっているこ
とに気づかされた時、古い自分を
捨て去る覚悟を決めました。古い
人格を捨て、新しい人格を身に着
けること…これが私の人生のテー
マとなりました。しかし、古いジ
ャケットを脱ぎ捨て、新しいジャ
ケットに新調するようなそんな簡
単なものではありません。
　今でも、その自分の欠点に苦し
められる時は多々あります。しか
し、私を変えてくれるのに役立つ
ことがあります。それは、人のお
役に立てていると感じることです。
始まりはAAのサービスでした。
仲間のためにミーティング場を開
けること、コーヒーのサービスを
すること、司会をすること…ただ
やっていくだけだと、つらくなっ
た時、続けるのが難しく思うかも
しれません。しかし、仲間からさ
さやかな「ありがとう」の一言が
あるだけで、少しばかり感謝され、

お役に立てているという実感がわ
いてきます。代議員として地区委
員会や地域集会に参加した時も同
じです。私が述べる意見は個人の
ものではなくグループの良心を述
べているのだと思う時、こんな私
をグループの代表として任命し、
しもべとして奉仕を任せてくれた
グループの仲間に応えたいという
自分がいます。そして、役割を果
たせた時、お役に立てたという実
感と任されたことへの感謝がわい
てきます。仕事においてもボラン
ティアの活動においても同様です。
私は今、障がい者のグループホー
ムに勤務しており、私と同様、利
用者さんたちは病気の人たちなの
で、うまく手助けができた時はお
役に立てたという実感と嬉しさが
沸き起こります。様々な場面でこ
のAAプログラムを実践していき
ますと、孤立していた社会に戻り、
社会の一員になれたような気がし
ます。自分の身を出来る範囲で犠
牲にし、関わりを持つと感謝され、
お役に立っていると実感できます。
しかし、もっと感謝されたい！と
思うその心は自分にとっては危な
い考え方です。飲んでいる頃の自
分はその考えで失敗しており、だ
んだんと高慢になっていくのも過
去の自分がそう言っています。む
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しろ、謙遜に生きる時、それ以上
の気持ちはなくなり、またお役に
立てた時，同じような充実感で満
たされます。
　お酒ばかり飲んでいた頃は気づ
かなかったのですが、きっと人生
でそういうものに渇望していたの
かもしれません。本当に生き方が
わからなくてお酒ばかり飲んでい
たんだなぁ…と、今はそう思い 
ます。そして、生き方を教えてく
ださったAAのプログラムに感謝
しています。その生き方は今でも
学び続けており現在進行中です。
ずっとずっと死ぬまでこの生き方
は続くでしょう。これからもたく
さんの仲間との出会いの中から 
生き方を学ばせて下さい。

千葉/浦安/ひさあき
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　私は、朝起きて仏壇の前に座り、
仏壇の中にいる両親の写真に向か
って今日１日私に力を貸し、私を
助け、私を見守って下さいと手を
合わせてお願いする。そして、前
日に今日は、何をして１日過ごそ
うと決め、その計画に従って、行
動する。その具体的な行動計画が
立ててある事により、それが嫌な
事や苦手な事でも充実した１日に
なり、楽しく明るい自分にしてく
れる。
　朝、目が覚めて、350mlの缶ビ
ールを飲んでいた自分とは違う。
今、2週間に１度、精神内科に通
院して、主治医の先生から、ノッ
クビンというお酒を飲む事が、嫌
いになる薬、精神面でも安定する
薬を出してもらっている。このよ
うに、私は、今、薬の力を借りな
がら、健康な心と体に戻そうとし
ている。そんな自分がいるなんて
ありえないし、信じられない。こ
れは、奇跡だと感じる。   
　もう１つの奇跡と言えば、朝起
きて、チョコレート菓子を食べて
から、ご飯を食べて、１日が始ま
る当たり前の事なんだけど、飲ん

でいた頃の自分では、ありえない
事でした。１日の食事が、全て缶
ビールを飲んでお腹を満腹にし、
満足感を感じていたからだ。又そ
れが自分にとって幸せな時間でも
あった。       
　AAの12のステップ２に出てく
る自分を越えた大きな力について
私はこう思う。それは、１年前に
主治医の先生から「AAのミーテ
ィングに行きなさい」と言われ、
いつ、どこでミーティングがやっ
ているかが書かれているチラシを
もらった。それを見ながら、水曜
日の夜７時にミーティングをやっ
ている場所に、「初めてなんです
けど」と言って出席した。そした
ら仲間が「よくいらっしゃいまし
た」とこころよく出迎えしてくれ
た。そしてAAというものについ
て説明してくれた。その頃の私は、
今と違って歩行器を使わなければ、
外出が出来なかった。家事にして
も出来ない事が多く、自分の思い
通りにいかない事ばかりで、自分
に対していらいらしていたし、精
神的にも暗くて、他人と接する事
を望んでいなかった。でもAAに

当たり前の事から始める 
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つながった頃、叔母に紹介された
会社のモニター会場に行き、その
会場においてある電流が流れてい
る椅子に30分座る事で、血流がよ
くなり、令和になった今、歩行器
がなくても歩ける体に治してくれ
た。これは、根気強く毎日そのモ
ニター会場に通う事、そして日常
生活においても、よく寝て、バラ
ンスのとれた食事をする。これは、
当たり前の事だろうけど、今まで
の自分では、なかなか出来ること
ではなかった。それが自分を越え
た何か大きな力につながっている
ように感じます。私の知らない所
で、わからない所で私に神様が力
を貸してくれている。また神様が
今はこれでいいのだとか、それは
違ぞと私に教えてくれているよう
に感じます。そんな事を言ったら、
皆さんにうぬぼれてんじゃない
の？自己満足じゃないのと言われ
そうですが、でも私は、そう思い
ます。これからもAAの仲間と12
のステップをやる事で知らない自
分を発見したり、自分はこんな悪
いことをしてきたの？と反省がで
きる人に変われたらいいなと思い
ます。そんなきれい事を並べても
口だけでなく、本気で行動しなけ
ればなかなか自分を中心にしたこ
の性格また生活のリズムはかえら

れないです。自分では、意識して
ないですが、家の外で、知人に会
うと「元気になったね」とか「お
酒飲んじゃ駄目だよ」と言われま
す。そんな時私は、笑いながら、

「うん」と返事をする毎日です。
そうやって自分の事を気にかけて
くれる人にありがとうございます
と感謝の気持ちを伝える自分、そ
して、１日が終わる時私は、仏壇
の前に座り、仏壇の中にいる両親
の写真に向かって、今日も１日飲
まないで、過ごせました。と報告
する事が出来ています。なかなか
足の痛みやしびれは、消えません
が、でも治りかけている足に喜び
を感じ、これからも飲まない健康
な１日を過ごし続けていきたい。
そうする事で、過去に酒を飲んで
いた自分が迷惑をかけてきた人達
につぐなう事ができるようになる
と思います。

静岡／富士山静岡G ／くま
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　私は、｢あなたはアルコール依
存症であり、お酒を一生飲めませ
ん｣ と言われ、精神病院に入院し、
退院後スリップし、20年間勤めた
会社をクビになった時に、１回目
のドン底を経験しました。
　それから、中間施設に１年半通
い、再就職したのですが、たった
１ヶ月で会社に行けなくなり、 
｢もう一生働けない、妻子を食べ
させるには自分の生命保険しか残
っていない｣ と、生まれて初めて
自殺を考えた時が、２回目のドン
底でした。
　幸運にも診察日で主治医に正直
に話したところ、「あなたが自殺
するか分かりませんが、その状態
では帰せない。」と入院させてく
ださいました。２、３日で退院し、
中間施設を卒業し、「もうミーテ
ィングはヤダ」と２年程度引き 
籠った時に、本当のドン底を経験
しました。
　１日中寝ていて、テレビも見れ
ませんでした。コーラを吐くまで
飲みました。通院とノックビンの
おかげでお酒は飲みませんでした。
　引き籠り２年の時に、窓から外

を見て ｢なんで皆、会社や学校に
普通に通えるのだろう？｣ と思い
ました。押入れの布団を叩いて 
｢お酒を止めてもどうにもならな
いじゃないか｣ と、「お酒を止め
ていれば何とかなる」と１年目に
聞いた先行く仲間の言葉を恨みま
した。トイレの便器に座っている
時に、４年もお酒を止めているの
にどうにもならない自分に気付き、
初めて心から ｢神様助けて下さい。
何でもやります。｣ と叫びました。
ところが神様の声が聴こえません。
神様に「何でもやってやるから話
してみろ！」と心で思いました。
その時に、「そういえばスポンサ
ーはこう言っていた。」「先行く仲
間がミーティングでこう言ってい
た。」と、頭に浮かんできました。
　初めて自分からやってみようと
思いました。それまではスポンサ
ーの提案も、「怒られないように
やる。」とか、「やってやってる。」
みたいだったと思います。その時
から、本当に少しずつですが回復
に向かいました。
　お酒だけの問題では無く、私そ
のものが狂っているとやっと気付

お酒を飲まずに経験できて 
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けました。お酒を飲まずに経験で
きて、良かったです。

埼玉/つばさG/オイカワ
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「能力のある人は能力を、お金の
ある人はお金を、時間のある人は
時間を」亡きオールドタイマーが
話してくれたことは今でも心に残
っている。スペインでのワール
ド・ サ ー ビ ス・ ミ ー テ ィ ン グ

（WSM）に参加したときだ。夜遅
くに空港に着いた。歓迎係の若い
女性が出迎えてくれた。聞けばソ
ーバー 3 ヶ月だと言っていた。高
速道路を猛スピードでの運転。内
心ヒヤヒヤだったが、無事会場に
着いた。二日目の歓迎の夕食会で、
その彼女が話した。「今私は感動
で胸がいっぱいです。私もソーバ
ーを続けていれば、皆さんと同じ
ような経験ができるのだと信じる
ことができました」と大粒の涙を
流していた。ある国のWSM評議
員が話した。「私は、参加するた
めのスーツがなくて、友人のメン
バーから借りてきた。しっかりと
責任を果して来い！」と激励され
てくることができた、と言ってい
た。スペインの元WSM評議員が
話をした。この会場に向かう公園

にＡＡメンバーがベンチに座って
いた。彼は、1 ヶ月前にスリップ
してＡＡに来なくなった仲間です。
声をかけ、会場まで一緒に来まし
たと。全員が拍手した。最終日の
終わりの言葉でＡ類常任理事（ア
ルコホーリクでない理事）がアフ
リカへのメッセージの旅を話をし
た。何時間もでこぼこの道を走ら
せ、会場に着いた。真っ暗で誰も
いなかった。あきらめて帰ろうと
すると、暗闇から一人の牧師さん
が慌てて出てきた。「待ってくだ
さい。何時間もあなた方の来るの
を私たちは待っていたのです。今
から案内します」と言った。案内
された場所は１本の大きな木があ
る草原だった。数十人の仲間が待
っていた。私たちは月明かりでミ
ーティングをした。生涯これほど
感動したことはありませんと。こ
のWSMに参加するために休暇届
けの申請に、ＷＳＭのプログラム
を添付し、上司や同僚にも説明し
た。全員が「任せておけ」と言っ
て暖かく送り出してくれた。ＡＡ

12の伝統に触れて
伝統8　アルコホーリク・アノニマスは、あくまでも職業化されず

アマチュアでなければならない。ただサービスセンター
のようなところでは専従の職員を雇うことができる。
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につながって、生まれて初めて職
安に行った時だ。職安のおばさん
が、面接する会社に電話してくれ
た。「この人はアルコール中毒者
ですけど、働きたい意欲は十分あ
りますから面接してください」と。
そして、「アルコール中毒者でも
今は飲んでいないのだから、胸を
張って面接に行きなさい」と言っ
てくれた。その応援を受け、今ま
で仕事を続けることができている。

「ＡＡは飯を食わせてはくれない」
と時々聞くことがあるが、それは
違うと反論したい。ＡＡに来て数
か月が過ぎた頃、JSOの職員に「ソ
ブラエティってどんな意味がある
んですか？」と聞いたことがある。
彼女は、「ソブラエティとは自分
の人生に積極的にチャレンジする
ことよ」と。そして、ソブラエテ
ィのもう一つの意味は、「豊かさ
って意味もあるのよね～」と言っ
てくれた。それ以来、変えてゆく
勇気、変えてゆく勇気と心のなか
でつぶやいて自分を励ましていた
記憶がある。今もお金も嫁さんも
いないが、ＡＡは想像以上に豊か
な人生を与えてくれるのだという
ことを実感している。伝統のチェ
ックリスト（ワールドサービス社
の許可のもとで再録）での問①今
の私は、自分が得た知識や経験を

話すと、知ったかぶり屋に思われ
るのではという恐れで臆病になっ
ていないだろうか？（この問は、
なかなか難関な問題だと思う。伝
統や概念の話をすると、後でなん
となく仲間に知ったかぶり屋に思
われるのではと落ち込むからだ。
でも、話す機会を与えられたのだ
という気持ちを忘れてはならない
と思っている。）ある尊敬する
ＡＡメンバーが言った。「ＡＡで
話をするときは、聞いてもらって
いるということを忘れてはならな
い。だから、僕は礼儀を尽くして
話をするようにしています」と。
問②私は、ＡＡのために自分の特
別な技能をもっとも効果的に使え
るところですすんで使おうとして
いるだろうか？（自分に特別な技
能があると思うことができたらな
んと素晴らしいことか、ＡＡに来
た時は劣等感の塊のような自分だ
った。自分など価値のない人間だ
とも思っていた。ある日、施設の
看護師さんに、「今井さんは優し
いのね、私はあなたのように優し
くないけど、人に迷惑をかけずに
生きています」と言われ、それら
が全部自分の弱さだったことを知
り、またしても変えてゆく勇気だ
と実感させられた）問③私は、自
分が得たものを無償で与えている
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だろうか？問④今の私は、自分が
助けられたのと同じ方法で、ほか
の人を助けたいと、責任を持って
感じるようになっているだろう
か？問④今の私は、今ある時間は
借り物だから、ＡＡから要請され
たことは断ることができないのだ
と実感しているだろうか？（最初
の頃に繋がったホームグループに、
とてもあかるい仲間がいた。彼は
ちょっと嬉しいことや失敗したこ
とがあると必ずハイヤーパワーで
すよ、と言って口癖のように今井
さん変えてゆく勇気です。お相撲
さんは土俵の中に人生の全てがあ
るように、私たちはＡＡのなかに
人生の全てがあるんです）と言っ
てくれた。スポンサーからは、
ＡＡを優先しなさい。頼まれたこ
とは全て断らないようにしなさい
と言われた。その提案、無償で与
えられたものを無償で返すことが
結果的に自分の人生の幸福につな
がっているように思っている。ビ
ックブック第６章ＡＡプログラム
に書かれてある神との約束。この
項目の全部ではないが、これだけ
は十二分に与えられていると実感
している。それは、孤独からの解
放と役立たずという感情。この二
つが一番大きなものだった。霊的
状態から離れている状態とは、

「孤独感」だと思う。それが今で
は全くと言っていいほどに消えて
いる、なぜそうなったのか？　こ
れも、ビックブックに書かれてあ
るように、知らないうちに自分か
ら離れていたのだ。だからこれか
らもできる限り自分が出来ること
をやっていきたいと願っている。

埼玉西/狭山/今井
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「すとぉりぃ」が教えてくれたこと
アディクションリハビリテーションセンター　すとぉりぃ

施設長　加藤みお子

ＡＡの友人からのメッセージ

　アディクションリハビリテーシ
ョンセンター「すとぉりぃ」は、
生活訓練と就労継続支援B型の多
機能型作業所です。生活訓練は、
テキストを使い、依存症の学習や、
創作活動を行っています。就Bは、
リサイクルセンターの運営と自主
製品として廃油から石鹸を作り、
また牛乳パックや酒パックを原料
に使い、紙すきを行っています。
リサイクルセンターを作業に位置
付けた理由は、必要としなくなっ
たものを必要な人に手渡していく
ことや、一度捨てられたものをも
う一度再生して使えるものにして
いくリサイクル活動とアルコール
など様々な理由から家族や社会と
の関係を疎遠にならざるを得なく
なった依存症の回復と重ね合わせ
ることができるからです。「すと
ぉりぃ」という名称は依存症から
回復していくための新たな自分史
物語を綴っていくという思いを込
めて名付けました。
　私がこの「すとぉりぃ」と出会
ってから、25年以上になります。
最初はリサイクルセンターのパー
トのおばさんとして、アルコール

依存症のことは何も知らずに飛び込
みました。それが、今では様々な経
緯を経て施設長をしております。
　たくさんの経験の中に、ミーテ
ィングがあります。言いっぱなし、
聞きっぱなしのミーティングを始
めて体験し、なんとも落ち着かな
い気分でした。自分の話したこと
が、みんなにどう受け止められて
いるのかわからない不安感に襲わ
れました。ところが、繰り返しミ
ーティングに参加していくうちに、
何を言っても褒められもしない代
わりに批判もされないという、不
思議な安心感に包まれました。自
分のことを正直に話せる場所がミ
ーティングであり、「ありのまま
に生きる」ことの第１歩は、自分
を知るということだということを
このミーティングから教わりました。
　「すとぉりぃ」のみんなからも
たくさんことを教えていただきま
した。スリップした時、「どれく
らい飲んだの？」と聞くと、「ビ
ール３本くらいかな」との返答は、
実はその３倍から４倍は当たり前
です。スリップした時の対応とし
て「まずは白飯を食え。腹がいっ
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ぱいになれば、飲酒欲求も収ま
る」ことをリカバリースタッフか
ら学びました。リサイクルセンタ
ーの作業の中に、配達引き取りが
あります。雨が降っていたら今は
やめて置くと考えるのが普通です
が、そこが依存症の方たちのすご
いところです。「飲んでいた時は
雨が降ろうが何だろうが、どこま
ででも酒を買いに行っただろう。
それを思えば、これくらいなんで
もない。行くぞ」と言って、リヤ
カーを引っ張り出かけていきます。
また、ここにたどり着くまでどの
ようなことがあったのかも聞かせ
ていただきました。子供の時に受
けた親からの虐待や、抱きしめて
もらった経験がないこと、両親が
喧嘩ばかりしている姿を見て育っ
てきたこと、仕事上のストレスを
抱えて逃げ場を無くしてしまった
こと、それらのことから助けてく
れたのがアルコールや薬物でした。
やめたくても、なかなか手放せな
い魔物に取りつかれて、どうにも
ならなくなってしまっていたこと
などです。そして、その大変な中
をどうにか生き延び、「すとぉり
ぃ」と出会うことができました。
　利用者の方たちを見ていると、
最初はなかなか飲酒を止められず、
どうやって回復していくのかとみ
ていた方が、急に様子が変わって
くる瞬間に出会うことがあります。
目つきが変わり、表情も穏やかに

なっていくのです。あれだけ飲ん
でいた酒を手放して、落ち着いた
行動が取れるようになっていきます。
これが回復の始まりです。AAに
参加して仲間ができ、安心できる
居場所ができたことが大きく影響
しています。AAの役割を担い、
自分の責任を果たし、周りから信
頼を得ていくことや、日中活動と
して作業所に通所し、依存物質を
遠ざける時間を持つことを通して、
回復の道を歩み社会復帰していき
ます。こうして、人は生きなおす
ことができるということを、また、
もがきながらも必ず道は開けると
いうことを、「すとぉりぃ」のOB
の方から教えていただきました。
　「すとぉりぃ」の作業に、磨きの作
業があります。丁寧に商品を扱い磨
くということを通して自分磨きを続け、
そして、自分の気持ちや感情を大事
にしながら、生きていくという学びに
つながると捉えています。これが、

「すとぉりぃ」の作業の原点です。
　今、私はOBの方たちが、人は
生き直しができるということを行
動で示してくれたことで、「すと
ぉりぃ」にいることができます。
みんなの物語の１ページに何か役
に立てることがあるなら、大いに
利用してほしいと思います。ここ
に関わっていけることはとても貴
重なことです。これからも、みん
なに教えてもらいながら、一緒に
歩んでいきたいと思っています。
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注：Ｇはグループ、Ｍはミーティング、Ｃはクローズド、Ｏはオープン、SM はスピーカーズ・
ミーティング、SS はステップ・セミナー、WS はワークショップ、RU はラウンドアップ、
FS はフェローシップ、BBQ はバーベキュー、『□□□□』はテーマ、場は会場、宿は宿泊費、
参は参加費（特に記述の無い場合は無料）、全は全日程参加費用、受は受付、主は主催、締
は締切日または定員、問は問い合わせ先、HCO は北海道セントラルオフィス、同様に TCO
は東北、KKCO は関東甲信越、CHCO は中部北陸、KCO は関西、CSCO は中四国、KOCO
は九州沖縄の各オフィス（TEL & FAX その他は表３＝裏表紙の裏面に記載）。

※オープンと記載のあるイベントはご家族・一般の方等どなたでも参加いただけます。

　9月　　　
◇熊本　1日（日）10：00 ～ 15：30　熊本地区／オープン・スピーカーズ・ミーティン

グ『アルコール依存症からの回復 ～そこに仲間がいる～』　場：「火の君文化センター」
（熊本県熊本市南区城南町舞原 394-1） 資料代：500 円（メンバーのみ）　お弁当：500 円（当
日 10 時まで）　問：KOCO

◇北海道　６日（金）～８日（日）北海道地域ラウンドアップ『希望　～大空と大地と仲
間の中で～』　場：「定山渓温泉　ホテル鹿の湯」（北海道札幌市南区定山渓温泉西 3-32）　
宿泊費：１泊　10,000 円　２泊　20,000 円　参加費：2,000 円　問：HCO

◇兵庫　７日（土）10：30（受付 10：00）～ 16：30　兵庫地区レディース／第２回 
スピーカーズミーティング『飲まないで生きたい　～しあわせに気づこう～』　場：「西
宮市民会館　中会議室（301）」（兵庫県西宮市六湛寺町 10-11）※お酒を止めたいと思っ
ておられるご本人・家族・関係者の女性の方々の参加をお待ちしております。※ 15：
00 ～ 16：30 は女性クローズドミーティングです。　問：KCO

◇神奈川　７日（土）10：00（開場９：30）～ 15：30　旭Ｇ／第 20 回オープン・スピ
ーカーズ・ミーティング『回復　～それぞれの歩み～』　場：「旭公会堂（旭区総合庁舎
４階）」（神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰 1-4-12）　問：KKCO

◇東京　８日（日）10：00（開場９：30）～ 16：00　城北地区／ 2019 年オープン・ス
ピーカーズ・ミーティング『今までの生き方　そして　これからの生き方』　場：「北と
ぴあ　飛鳥ホール（13 Ｆ）」（東京都北区王子 1-11-1）　問：KKCO
◇山口　８日（日）13：00 ～ 17：00　宇部 G ／ 32 周年オープン・スピーカーズ・ミー

ティング『感謝 ～仲間と共に～』　場：「宇部市総合福祉会館」（山口県宇部市琴芝町
2-4-20）  問：CSCO

◇福島　14 日（土）～ 15 日（日）　福島地区／ 25 周年東北ラウンドアップ『25 周年だ

2019・9〜 11
ＡＡ３ヶ月カレンダー

AA日本45周年記念集会
『未来〜受け渡していくもの 〜アルコール依存症者の飲まない生き方』
2020年３月20日（金・祝）〜 22日（日）
会場：「尼崎市総合文化センター（あましんアルカイックホール）」

　　　　（兵庫県尼崎市昭和通2-7-16）
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よ !!（ニコニコ）笑顔で全員集合 !!』　場：「休暇村　裏磐梯」（福島県耶麻郡北塩原村檜
原字小野川原 1092-3）　※宿泊定員満員御礼！ 当日参加大歓迎です！当日参加費：大人　
2,000 円　４歳～小学生 1,000 円　☆ 13 日（金）14：00 ～ 20：00　プレラウンドアッ
プ開催決定！ 場：「郡山市中央公民館」（福島県郡山市麓山 1-8-4）　問：TCO ／ JSO

◇東京　15 日（日）10：00（開場９：30）～ 15：30　にしき町Ｇ／第７回ステップセ
ミナー　場：「たましん RISURU ホール（立川市市民会館）」（東京都立川市錦町 3-3-20）　
問：KKCO

◇埼玉　15 日（日）10：00 ～ 15：40　埼玉東地区／第 11 回埼玉東地区の集い　『希望
への架け橋～ようこそ新しい仲間たちへ～』　場：春日部コミュニティセンター（埼玉
県春日部市南 1-12-23）　問：KKCO

◇埼玉　16 日（月・祝）10：00 ～ 15：40　埼玉北地区／第 11 回埼玉北地区の集い『仲
間と共に　～依存症からの回復～』　場：「行田市商工センター　401 研修室」（埼玉県
行田市忍 2-1-8）　※駐車場 50 台（限りがありますので乗り合いにご協力ください）　問：
KKCO
◇愛知　16 日（月・祝）10：30（受付 10：00 ～）～ 15：30　名古屋西コスモスグルー

プ／第 27 回 OSM　『AA を生きる（12 ステップの実践）』　場：「名古屋市西生涯学習
センター　２F 視聴覚室」（愛知県名古屋市西区浄心１丁目１-45）　※当日の昼食（600
円）を注文される方はコスモスグループのメンバーまで。　問：CHCO

◇福岡　16 日（月・祝）13：00 ～ 16：30　福岡ヤング／第２回福岡ヤング　ビッグ 
ブックの集い　場：「福岡市市民福祉プラザ」（福岡市中央区荒戸 3-3-39）　問：KOCO

◇広島　21日（土）～ 23 日（月・祝）2019 ＡＡ中四国地域ラウンドアップ　in　広島『未
来への展望　～来んさい広島～』　場：「国民宿舎　野呂高原ロッジ」（広島県呉市川尻
町板休 5502-37）　全日程費用（参加費・２泊３日５食付き）21,800 円、９／ 21（１泊
３食付き）9,800 円、９／ 22（１泊２食付き）9,000 円　問：CSCO

◇東京　21 日（土）15：00 ～ 20：30　久が原 G ／第 3 回オープン・スピーカーズ・ミ
ーティング『飲まないで生きる ～ありのままの自分～』　場：「池上会館 視聴覚室」（東
京都大田区池上 1-32-8） 問：KKCO

◇大阪　22 日（日）13：00 ～ 16：30　ＡＡ関西　広報を考える集い『明るくみんなで
楽しい広報　～一緒にやってみーひん？～』　場：「大阪市立東淀川区民会館」（大阪府
大阪市東淀川区東淡路 1-4-53）　当：KCO

◇埼玉　22 日（日）10：00 ～ 15：30　秩父 G ／第 2 回感謝の集い『私たちの原点 ～飲
まないで生きるよろこび～』　場：「秩父福祉女性会館」（埼玉県秩父市野坂町 1-13-14）　
問：KKCO
◇東京　23 日（月・祝）10：00（開場９：30 ～）～ 16：00　豊島グループ／第 19 回オ

ールドタイマーが語る！ステップセミナー　『二十歳を過ぎた仲間たち』　場：「雑司が
谷地域文化創造館　地下 1 階　多目的ホール」（東京都豊島区雑司が谷３丁目１- ７）　
問：KKCO
◇静岡　23 日（月・祝）10：00 ～ 15：00　とんぼＧ＆富士山静岡Ｇ合同／第５回オー

プン・スピーカーズ・ミーティング『どうしたら飲まないでいられるか』　場：「ワーク
ピア磐田　視聴覚室」（静岡県磐田市見付 2989-3）　問：CHCO

◇愛媛　29 日（日）10：00 ～ 16：00　うわじまＧ／ 20 周年オープン・スピーカーズ・
ミーティング『分かち合おう　飲まない生き方』　場：「宇和島市総合福祉センター」（愛
媛県宇和島市住吉町 1-6-16）　問：CSCO

◇東京　29 日（日）11：30（開場 11：00）～ 15：30　南多摩地区／ 2019 秋のフェロー
シップ『初秋の今日一日を仲間と共に』　場：「北野市民集会所  調理講習室＆大会議室」（東
京都八王子市北野町 549-5  八王子市役所北野事務所２F）　参加費：500 円（前売りチケ
ット制、当日払い可）※小学生以下無料　※ 14：30 ～ 15：30 ミーティング　問：KKCO
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◇東京　29 日（日）10：00（開場９：30）～ 15：00　関東甲信越地域メッセージ委員会
／メッセンジャーの集い『さあ、メッセージに行こう！』　場：「国分寺労政会館 第４会
議室」（東京都国分寺市南町 3-22-10）  問：KKCO
◇千葉　29 日（日）10：00（開場９：30）～ 16：00　千葉地区／オープン・スピーカ

ーズ・セミナー『飲まないで生きる喜び ～どん底からの回復～』　場：「松戸市 松戸勤
労会館」（千葉県松戸市根本 8-11）  問：KKCO

　10月　　　
◇福島　２日（水）18：00 ～ 20：00　郡山 G ／第 6 回 秋の芋煮の集い『鍋をつくって、

たべまくり！』（会食＆ミーティング）　場：「郡山市中央公民館 1 階調理室」（福島県郡
山市麓山 1-8-4）　参加費：500 円　問：TCO ／ JSO
◇大阪　６日（日）10：30（受付 10：00）～ 16：15　2019 ＡＡ関西コンベンション『ハ

ートビートオブＡＡ　～回復、一体性、サービス～』　場：「大阪市立大正会館」（大阪
府大阪市大正区千島 2-6-15）　参加費：1,000 円　問：KCO
◇山梨　11 日（金）～ 13 日（日）　関東甲信越地域／ 2019 年秋季ラウンドアップ『八ヶ

岳  ～いいんだョ 楽しけりゃ～』　場：「ロイヤルホテル八ヶ岳」（山梨県北杜市西井出
8240-1039） 申込期間：8 月 1 日（木）～ 9 月 13 日（金）　定員：250 名（定員になり次
第締切り）　※詳細は次号　問：KKCO
◇石川　12日（土）～ 14 日（月・祝）　2019 中部北陸地域ラウンドアップ　in　石川『集
（きよっし、こられ、きねま、キゴ山）』　場：「銀河の里　キゴ山（キゴ山ふれあい研修
センター青少年交流棟）」（石川県金沢市小豆沢町ヲ４）　参加費：無料　宿泊料金（全
日程・２泊５食）：31 歳以上　9,000 円　30 歳以下　7,000 円　小学生　5,000 円　未就
学児　無料　宿泊定員：120 名（定員になり次第締切り）　受付期間：８月 31 日迄　問：
CHCO
◇大阪　13 日（日）13：00（受付 13：15）～ 16：30　東淀川女性／スピーカーズ・ミ

ーティング『飲まないで生きて行こう♪ ～女性の仲間からもらったもの～』　場：「大
阪市立東淀川区民会館 会議室２」（大阪市東淀川区東淡路 1-4-53  東淀川複合ビル４階） 
※アルコール依存症本人・家族・関係者の女性の参加をお待ちしております。 ※ 17：
00 ～ 18：30 は女性クローズドミーティングを行います。　問：KCO
◇福岡　14 日（月・祝）９：30 受付開始～ 15：00　福岡地区秋季 OSM　『AA をご存

知ですか？～今苦しんでいるアルコール依存症者へ　最後の一杯からの復活～』　場：
筑紫野市生涯学習センター（福岡県筑紫野市二日市南 1 丁目）　参：500 円（AA メン
バーのみ）　問：KOCO
◇山口　19日（土）10：00（受付９：30）～ 20 日（日）12：00　山口地区／第 19 回オ

ープン・ステップ・セミナー『回復のプログラム ～継続～』　場：「山口県セミナーパ
ーク」（山口県山口市秋穂二島 1062）　問：CSCO
◇東京　20日（土）10：00 ～ 16：00　西多摩地区／ 10 周年ステップセミナー　場 :「国

分寺労政会館」（東京都国分寺市南町 3-22-10）　問：KKCO
◇宮城　26 日（土）10：30（開場９：30）～ 15：00　いせんば G ／第 2 回オープン・

スピーカーズ・ミーティング『今日一日、気楽にやろう』　場：「石巻市保健相談センタ
ー」（宮城県石巻市鋳銭場 1-27） 問：TCO ／ JSO

◇長崎　27 日（日）10：00（受付９：30）～ 15：00　長崎地区／第 39 回オープン・ス
ピーカーズ・ミーティング『飲まないで生きる』　場：「諫早市社会福祉会館」（長崎市
諫早市新道町 948） 参加費：メンバーのみ 500 円　問：KOCO
◇新潟　29 日（火）13：00（受付 13：30）～ 17：00　新潟地区／広報フォーラム in 

上越『アルコール依存症からの回復』（オープン）　場：「直江津学びの交流館 2F 多目
的ホール」（新潟県上越市中央 1-3-18） 問：KKCO
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「BOX - 9 1 6」刊 行 の 目 的 と 編 集 方 針

　日本にＡＡが生まれたばかりのころ、メンバーたちは日本中で苦しんでいるアルコホーリ
クの声を受けとめる窓口が必要だと考え、東京中央郵便局に私書箱を作りました。BOX-916
は私書箱の番号のことです。BOX-916はミーティング場と同じように「仲間の声」をできる
だけそのまま掲載し、「活字によるミーティング」として、仲間ひとりひとりの経験と力と
希望を分かち合う場にしたいと思っています。「明らかな誤字、脱字」「無名性やプライバシ
ーを脅かす表現」「特定の人や団体を賞賛または傷つける表現」等以外は基本的に手を加え
ず掲載しています。たくさんの仲間からの投稿をお待ちしておりますが、その投稿記事を掲
載するかしないかは、編集委員会にお任せ下さい。尚、原稿料をお支払できない事、投稿原
稿をお返しできない事をご了承ください。
　掲載された記事は、個人の意見、考え方であり、ＡＡ全体の方針や、ＡＡ全体を代表する
意見ではありません。またＡＡがその意見を支持しているわけではありません。BOX-916
の刊行の目的はただひとつ「今、苦しんでいるアルコホーリクにＡＡのメッセージを運ぶこ
とです。」
　この小冊子がＡＡを知らないアルコホーリクたちに手渡され、飲まないで生きる希望の灯
となりますように……。

　11月　　　
◇福岡　1日（金）13：30（受付 13：00）～ 16：00　九州・沖縄地域／広報フォーラム
『AA にできること ～社会との関わり～』　場：「福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラ
ザ）」（福岡県福岡市中央区荒戸 3-3-39） 問：KOCO
◇群馬　2日（土）10：00 ～ 16：00　桐生Ｇ／第 19 回オープン・スピーカーズ・ミー

ティング『飲まないで生きる』　場：「桐生市市民文化会館」（群馬県桐生市織姫町 2-5）　
問：KKCO
◇大分　3日（日・祝）10：00 ～ 15：00　宇佐 G ／第 2 回オープン・スピーカーズ・ミ

ーティング『希望』場：「四日市コミュニティセンター」（大分県宇佐市四日市 111-2） 
参加費：メンバーのみ 500 円　弁当：当日会場にて受付します。　問：KOCO
◇神奈川　4日（月・休）10：00（受付 9：30）～ 16：30 予定　湘南地区／第 20 回 神

奈川湘南地区の集い『気楽にやろう。喜びみぃ～つけた』場：「横須賀市立勤労福祉会
館（ヴェルクよこすか）」（神奈川県横須賀市日の出町 1-5） 問：KKCO
◇神奈川　6日（水）13：30 ～ 16：30　横浜地区メッセージ委員会／支援職者向け広報

フォーラム　『地域における社会資源としての AA の活用～アルコール依存症からの回
復～』　場：横浜市開港記念会館　1 号室（神奈川県横浜市中区本町 1-6）　問：KKCO
◇山口　24日（日）10：00 ～ 16：30　ゆかり G ／オープン・ステップ・スピーカーズ・

ミーティング　場：「多世代ふれあいセンター」（山口県宇部市琴芝町 2-4-25） 問：
CSCO
◇大阪　30 日（土）、12 月 1日（日）　AA 日本常任理事会／ AA 日本広報病院施設フォ

ーラム in おおさか（仮称）　場：「エルおおさか」（大阪府大阪市中央区北浜東 3-14） ※
1 日目（11/30）午後より「矯正施設小委員会」「広報小委員会」を開催　問：JSO
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JSO コーナー
◎お知らせ
◯2020年７月に開催される、アメリカ／カナダAA 85周年記念インターナショナル・コンベンショ

ン参加のためのJSOツアーを企画しています。ツアー参加申込みは９月末まで。詳しくは、グル
ープへお届けしている案内をご覧ください。

◯ガイドライン『広報』が新しくなりました。広報活動にぜひ、お役立てください。
◯『BOX-916』は６月号より350円に、『ミーティング・ハンドブック』（ルビ付大型版も含む）は

６月１日より100円となりました。（第24回ＡＡ日本評議会勧告）10月の増税時は据え置きとな
ります。財政難の折り、みなさまのご理解とご協力に感謝申し上げます。

◯新刊『アルコホーリクス・アノニマス回復の物語Vol. ５』は好評いただいています。
◯ボランティア募集！広報やデザインのスキルがあってイラストレーターが使える方。
◯『ビッグブック』個人の物語原稿募集中。ＡＡプログラムによる回復のストーリーをお待ちして

います。詳しくは、グループへお送りしたチラシまたはJSOホームページをご覧ください。

4,000 ～ 8,000文字 2020年１月31日 締切
メール添付はbbkojin@gmail.com まで 郵送はJSOまで

○アメリカ／カナダＡＡの月刊誌『グレープバイン』のデジタル版が、７日間無料で読み放題です。
ビルWが書いた記事はもちろん、読んでみたいトピックも検索できます。

　 http://www.aagrapevine.org/
○『ワールドサービスのための12の概念』表紙にある紹介文の終わりから3段落目に、概念1、4、5、

9、12　とありますが、正しくは、概念3、4、5、9、12　です。1ではなく3が正しいです。訂正
してお詫び申し上げます。

◎お願い
○送付先等の変更について　グループ代議員や代理、BOX送付先等の変更は、間違いをなくすた

めに、電話ではなく郵送・FAX・メールでお願いいたします。書式は「グループハンドブック」
最終ページ、もしくはＡＡ日本ホームページの「グループのための資料」＞「グループ情報及
びゼネラルサービス代議員新規・異動届」「BOX-916・ニューズレター新規・異動届」をご利用
ください。

○部数や送付先の変更は毎月末日までにご連絡いただければ翌月分から反映いたします。
○代議員及びBOX、ニューズレターの登録・変更届け用紙が新しくなりました。各COの用紙とは

違いますので別途登録をお願いします。

◎海外イベント
★第61回イキパ（若者のための世界的な集まり）　開催地：ボストン／アメリカ　日時：2019年８

月22 ～ 25日　ウェブサイト（https://www.icypaa.org/）
★第58回ハワイ・コンベンション　開催地：ホノルル／ハワイ　日時：2019年10月31 ～ 11月３日

ウェブサイト（http://www.annualhawaiiconvention.com/home）
★第20回韓国コンベンション　開催地：江原道／韓国　日時：2019年11月８～ 10日
★アメリカ／カナダAA 85周年記念インターナショナル・コンベンション「愛と寛容が私たちの合

言葉」　開催地：デトロイト／アメリカ　日時：2020年7月2日～ 7月5日
　ウェブサイト（www.aa.org）

JSOは皆さまの経験の集積場所です。ＡＡのプログラムを、一人でも多くの苦しんでいるアルコ
ホーリクに届けられるようご活用ください。
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３５０円×１２

合計５,６４０円

個人で『BOX-916』を年間購読されたい方は、①郵便局に行き、②下記の振込
用紙（郵便局にある青いほうの用紙）に記入し、③窓口でお金を振り込んでくだ
さい。手数料が120円かかります。疑問は直接ＪＳＯにお電話ください。

内訳
１部代金：350円×12
送料１回：120円×12
　　合計：5,640円

God grant me the serenity

to accept the things I cannot change, 

courage to change the things I can, 

and wisdom to know the difference.

　　神様、私にお与えください。
自分に変えられないものを
　　　　　　　受け入れる落ち着きを！
変えられるものは、変えてゆく勇気を！
そして、二つのものを見わける賢さを！

★「BOX-916」に掲載するイベント原稿の
締め切りは、毎月末日とし、該当日が
土・日・祝祭日はその前営業日といたし
ます。

★掲載漏れを防ぐため、イベントの原稿、
チラシ、メールの件名（タイトル）には、
必ず「BOX-916 ３ヶ月カレンダー掲載
希望」と明記してください。

★また「３ヶ月カレンダー」への掲載希望
の情報連絡内容で、主催者、開始時間 / 
終了時間、問い合わせ先の未記載が多く
なっています。必ず記述してください。

★フォーラム等は掲載しますが、フェロー
シップのみのイベント情報は掲載しませ
ん。

★オープンかクローズドかは必ず明記して

ください（オープンの場合は掲載時には
特記しません）。

★情報データの問い合わせ先が個人とされ
ている場合、チラシ等によりその公示確
認ができた場合は掲示しますが、それ以
外の場合は原則として掲示しません。掲
示を希望する場合はその旨明記してくだ
さい。

★郵便、ファックスで連絡いただく場合は
JSO へ、E- メールの場合は、box916@
dol.hi-ho.ne.jp へ、共に連絡先を明記し
て送付してください。

★万が一、連絡後 1 週間を経ても、「JSO
ホームページ」に掲載されない場合、そ
の旨を JSO までご連絡いただけると助
かります。どうぞよろしくお願いします。

◎イベント投稿などに関して
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全国AAセントラルオフィス等

北海道セントラルオフィス　TEL＆FAX：
　（月～金）11:00～16:00 011－557－4329
　（土･日･祝）休
　https://aahco.jimdo.com
東北セントラルオフィス　TEL＆FAX：
　（月･水･金）13:00～16:00 022－276－5210
　（火･木･土･日･祝）休
　http://tco.aatohoku.info/
関東甲信越セントラルオフィス TEL：03－5957－3506
　（月～土）10:00～19:00 FAX：03－5957－3507
　（日）休
　http://aa-kkse.net/
中部北陸セントラルオフィス TEL：052－915－1602
　（月･水･金）12:00～17:00 FAX：052－917－0764
　（火･木･土･日･祝）休
　http://park16.wakwak.com/~chco/
関西セントラルオフィス TEL：06－6536－0828
　（月･水･金）10:00～17:00 FAX：06－6536－0833
　（火・木・土）休  （日）13:00～16:00
　（月・水・金が祝日）13:00～16:00
　http://www.aa-kco.com
中四国セントラルオフィス TEL：082－246－8608
　（月～金）10:00～18:00 FAX：082－249－1081
　（土･日･祝）休
　http://ww1.enjoy.ne.jp/~csco/
九州沖縄セントラルオフィス　TEL＆FAX：
　（月～金）10:00～16:00 099－248－0057
　（土･日･祝）休　http://www.aa-koco.com/
英語ミーティングについて　http://www.aatokyo.org/

１２ の 伝 統
１．優先されなければならないのは、全体の福利で

ある。個人の回復はＡＡの一体性にかかってい
る。

２．私たちのグループの目的のための最高の権威は
ただ一つ、グループの良心のなかに自分を現さ
れる、愛の神である。私たちのリーダーは奉仕
を任されたしもべであって、支配はしない。

３．ＡＡのメンバーになるために必要なことはただ
一つ、飲酒をやめたいという願いだけである。

４．各グループの主体性は、他のグループまたは
ＡＡ全体に影響を及ぼす事柄を除いて、尊重さ
れるべきである。

５．各グループの本来の目的はただ一つ、いま苦し
んでいるアルコホーリクにメッセージを運ぶこ
とである。

６．ＡＡグループはどのような関連施設や外部の事
業にも、その活動を支持したり、資金を提供し
たり、ＡＡの名前を貸したりすべきではない。
金銭や財産、名声によって、私たちがＡＡの本
来の目的から外れてしまわないようにするため
である。

７．すべてのＡＡグループは、外部からの寄付を辞
退して、完全に自立すべきである。

８．アルコホーリクス・アノニマスは、あくまでも
職業化されずアマチュアでなければならない。
ただ、サービスセンターのようなところでは、
専従の職員を雇うことができる。

９．ＡＡそのものは決して組織化されるべきではな
い。だがグループやメンバーに対して直接責任
を担うサービス機関や委員会を設けることはで
きる。

10．アルコホーリクス・アノニマスは、外部の問題
に意見を持たない。したがって、ＡＡの名前は
決して公の論争では引き合いに出されない。

11．私たちの広報活動は、宣伝よりもひきつける魅
力に基づくものであり、活字、電波、映像の分
野では、私たちはつねに個人名を伏せる必要が
ある。

12．無名であることは、私たち伝統全体の霊的な基
礎である。それは各個人よりも原理を優先すべ
きことを、つねに私たちに思い起こさせるもの
である。

ＡＡワールドサービス社の許可のもとに再録

　アルコホーリクス・アノニマス（ＡＡ）は、1935年にアメリカで始
まったアルコホリズムからの回復を目指しているグループです。日本で
は1975年に発足しました。ＡＡは創始者たちが、『一人のアルコホーリ
クがもう一人のアルコホーリクを手助けすることにより、二人とも飲ま
ないでいることができる』という真実を発見したことから始まりました。
　各地のＡＡグループが日常的に開催しているミーティングは、ＡＡが
行なっている中心的な活動です。ミーティングには、だれでも歓迎され
るオープン形式のものと、アルコホーリク本人が参加するクローズド形
式のものとがあります。各地で開かれているＡＡミーティングやＡＡの
イベント、ＡＡに関することは、お気軽にご連絡ください。
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『アルコホーリクス・アノニマス』

写真は、ビッグブックと愛称されているＡＡの
基本書籍『アルコホーリクス・アノニマス』です。
この書名から、ＡＡという名がつけられました。

アルコホーリクス･アノニマスⓇ

は、経験と力と希望を分かち合っ

て共通する問題を解決し、ほかの

人たちもアルコホリズムから回復

するように手助けしたいという共

同体である。

ＡＡのメンバーになるために必要

なことはただ一つ、飲酒をやめた

いという願いだけである。

会費もないし、料金を払う必要も

ない。私たちは自分たちの献金だ

けで自立している。

ＡＡはどのような宗教、宗派、政

党、組織、団体にも縛られていな

い。また、どのような論争や運動

にも参加せず、支持も反対もしな

い。

私たちの本来の目的は、飲まない

で生きていくことであり、ほかの

アルコホーリクも飲まない生き方

を達成するように手助けすること

である。

ＡＡグレープバイン社の
許可のもとに再録

１２のステップ

１．私たちはアルコールに対し無力であり、思いどおり

に生きていけなくなっていたことを認めた。

２．自分を超えた大きな力が、私たちを健康な心に戻し

てくれると信じるようになった。

３．私たちの意志と生きかたを、自分なりに理解した神

の配慮にゆだねる決心をした。

４．恐れずに、徹底して、自分自身の棚卸しを行い、そ

れを表に作った。

５．神に対し、自分に対し、そしてもう一人の人に対し

て、自分の過
あやま

ちの本質をありのままに認めた。

６．こうした性格上の欠点全部を、神に取り除いてもら

う準備がすべて整った。

７．私たちの短所を取り除いてくださいと、謙虚に神に

求めた。

８．私たちが傷つけたすべての人の表を作り、その人た

ち全員に進んで埋め合わせをしようとする気持ちに

なった。

９．その人たちやほかの人を傷つけない限り、機会ある

たびに、その人たちに直接埋め合わせをした。

１０．自分自身の棚卸しを続け、間違ったときは直ちにそ

れを認めた。 

１１．祈りと黙想を通して、自分なりに理解した神との意

識的な触れ合いを深め、神の意志を知ることと、そ

れを実践する力だけを求めた。

１２．これらのステップを経た結果、私たちは霊的に目覚

め、このメッセージをアルコホーリクに伝え、そし

て私たちのすべてのことにこの原理を実行しようと

努力した。
ＡＡワールドサービス社の

許可のもとに再録

Alcoholics
AnonymousⓇ
AA Preamble
AA の序文

＊10月号の発行日は、9月 29日（日）です。



BOX-916
Alcohol ics AnonymousⓇ（of Japan）

アルコホーリクス・アノニマスⓇ（ 無 名 のアルコホーリクたち）

̶ 私 の 責 任 ̶ 

誰 か が 、ど こ か で 助 け を 求 め た ら

必 ず そ こ に A A の 愛 の 手 が あ る よ う に し た い

そ れ は 私 の 責 任 だ

回 復 の た め の 誌 上 ミー テ ィン グ と A A日 本 の 情 報 誌

NPO法人AA日本ゼネラルサービス（JSO） （月～金） 10:00～18:00　（土･日･祝） 休　　
〒171-0014 東京都豊島区池袋4-17-10土屋ビル3F
TEL：03-3590-5377 　FAX：03-3590-5419

©BOX-916委員会 box916@do l . h i - ho. ne . j p   350円(毎月最終日曜日発行)

I  a m  r e s p o n s i b l e . . .

W h e n  a n y o n e , 　 a n y w h e r e ,

r e a c h e s  o u t  f o r  h e l p , I  w a n t  t h e  h a n d  o f  A . A . a l w a y s  t o  b e  t h e r e .

A n d  f o r  t h a t  I  a m  r e s p o n s i b l e .

www.aa japan .o rg

 BOX-916のお問合せは

2019年

9月号

 

1 0 0人の仲間がいれば、10 0通りのストーリーがある

BO X - 9 1 6では、皆さんの物語をお待ちしています。

 

『AA成年に達する』

今月のおすすめ書籍

価格 2,940円

『どうやって飲まないでいるか』

入院している仲間や、ＡＡに繋がったばかりの仲間から、
「飲み会のときはどうすればいいのか」など、不安混じり
の質問をいただくことがあります。この本には、それらノ
ウハウが 31 項目、さらに「やめたばかりの人からよく聞
かれる質問と回答」というインデックスもあり、安心して
お勧めできる書籍だと思います。ぜひ、ご活用ください。

価格 735円

この本は副題にあるとおり、「ＡＡ小史」です。12 の
ステップや 12 の伝統、12 の概念に至るまでの苦しみ
が数多く描かれています。ご自身の経験を踏まえて、
先行く仲間の知恵をより深く理解する助けになると思い
ます。なお、第２章から始めると読みやすいかもしれま
せん。

●誌上ミーティングへようこそ！　

●仲間たちからのメッセージ

●AAの友人からのメッセージ
　アディクションリハビリテーションセンターすとぉりぃ　施設長　加藤 みお子 氏

●ＡＡ３ヶ月カレンダー　　●刊行の目的と編集方針　　●JSOコーナー

《ＡＡ日本45周年記念集会まで6ヶ月
　関西地域にエールを！！ 献金で応援を！》


