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☀ コロナ感染拡大の折、皆様の‘今日一日’を心よりお祈りいたします。 

☀ 昨年開催される予定だった AA 日本 45 周年集会はコロナ禍の影響により中止となり、当日スピーチされる予定だった

原稿をまとめたものが 今年 2 月に‘AA 日本 45 周年記念集会スピーチ原稿集’として発行されました。その中より九州沖縄

地域からの仲間のメッセージを今月より 3 回に分けて掲載させていただきます。 

                                          （その１） 

九州・沖縄地域大分地区、iRis中津Ｇのアル中のけんしろうです。 

自分は2000年1月にAAに繋がり今年の2020年1月に20年の

ソブラエティーを迎えました。AAに感謝です。 

 九州・沖縄地域では 2020 年 1 月現在、82グループが活動してお

り毎週 135 会場で、週限定の会場が 16 か所で AA のミーティング

が開かれています。 

 わたしたちの街 AA～福岡・大分・佐賀・長崎～地区別でみてみる

と、福岡で 30 グループ、大分で 5グループ、佐賀で 4 グループ、長

崎で5ブループの計44グループが活動しています。地域全体の66％

が福岡で占めているのが分かります。ただ国勢調査の市町村別を参考

に AA の普及率を調査してみると、福岡が 60 市町村に対し AA があ

る市町村は８で普及率が 13.3％、大分が 18 市町村に対し AA があ

る市町村は５で普及率が 16.7％、佐賀が 20 市町村に対し AA があ

る市町村は５で普及率が 25％、長崎が 21 市町村に対し AA がある

市町村は２で普及率が 9.5％であることが分かりました。 

 また 4 県の総数 119 市町村に対し AA がある市町村は 18 で AA

の普及が 15.1％です。 

 ご参考ですが、九州・沖縄全県で 274 市町村に対し AAがある市町村は 52

で普及率が 19％です。残り 81％はＡA 会場が未開拓です。これは数字的にお

ける統計的結果です。あくまでも数字だけのデーターなので一概にはいえませ

んが、県の主要な都市にＡＡグループが集中し偏りがみられる兆候があるのは

事実であり現在の状況です。この偏りが発生している要因は、地方ならではの

アルコール依存症に対し根強い偏見から起きている誤解と無知と自助グループ

の認知度の低さが影響していると思われます。 

 田舎に行けば行くほど偏見と差別があり当事者以外の家族や親族にも迷惑を被る事もあるそうです。 

 ですから主要の都市から離れているメンバー及びこれから繋がるであろうメンバーの場合、ＡＡミーティン

グに参加する時はそれなりの時間と労力、必要に応じてＡＡに参加する勇気が必要となります。 

 ただ数字的なデーターでは検証できないのがＡＡです。 

 今後の希望的観測としてグループ、地区、地域において九州・沖縄は広報活動がとても活発です。昨年には

地域の広報委員会が広報フォーラムを福岡で開催しました。 

 今後、各市町村に在住のまだ苦しんでいるアルコホーリクに AAのメッセージが届き今回の検証結果のデー

ターが逆転する事もおおいに期待しているし実現可能と思って楽しみにしていると共に自分自身もメッセー
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ジ活動に励んでいきたいと思います。 

 さて個人の回復として話をさせて頂きます。先ほども触れましたが、AA に繋がったのは 2000 年（平成

12 年）1 月で 33 歳の時でした。ふと AA に繋がり始めで酒を止め始め、ミーティングに参加していた頃を

思い出すと、自分自身で言うのもなんですが、自分の人生、運命を呪い、たちが悪く性格も歪んでひねくれ、

まさに、この世を呪う憎悪の塊の人間でした。但しアル中は認めるし酒をやめないといけない、でも自助グル

ープに参加するのは自分の意志とは関係なく会社の上司との約束で半強制的に義務付けられた事によるもの

でした。もし、できるものならば自分一人で酒を止めていきたいと思っていました。 

 ですからミーティングが嫌いで拒絶反応をおこし嫌気がさし嫌々でしかたなく、ふて腐れながら参加してい

る自分がいました。 

 そこで幼少期から簡単に振り返ってみると自分は常に孤独感と疎外感に襲われていたように思います。自分

の生まれは神奈川県の横浜ですが小学校を入学する直前に親の会社の都合で福岡県北九州市に転勤する事に

なり、家族で移り住みました。当然の事ながら知り合いや友人も居ない、自分ときたら気が小さく臆病で内向

的で引っ込み思案の子供でした。自分の気持ちを言葉で伝える事が苦手で相手に伝わらない事が多々あり、対

人関係で誤解を招くこともしばしばありました。また自分は思いこみが

強い性格上の欠点もあります。（今でも悲しいかな、似たような事が多々

あるのが現実で、コンプレックスとなっています。）そういう中で、ま

わりの同級生とコミュニケーションがとれず自分から距離を置くように

なりました。ですから孤独感と疎外感を感じ内向的な自分に拍車をかけ

引っ込み思案が増長されていきました。 

九州・沖縄地域 大分地区 iRis中津Ｇ けんしろう 

(その２へ続く) 

 

 

こちらの情報につきましては 九州・沖縄セントラルオフィスのホームページ（koco@po4.synapse.ne.jp） → 

『新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対策におけるミーティング会場変更・中止・再開・その他のお知らせ』 を随時更新しております

ので、そちらでご確認ください。わからないときは、オフィスの方（099-248-0057）へお問い合わせくださいま

すように、よろしくお願いいたします。 

また、ミーティング会場の変更・中止・再開等が ございましたら、KOCOの方へ早めにご連絡していただ

けたら助かります。よろしくお願いいたします 

 

 

                                                                                           

日 時 地 区 グループ ミーティング会場 内 容 備 考 
8/7 8/21 

8/28 

（土） 

佐 賀 はがくれ 鍋島公民館 開 催 

8 月は左記の日程で開催し

ます。 

（時間は 19：00～20：00） 

8/4～ 

毎週（水） 
佐 賀 わかくす 

武雄文化会館内   

中央公民館Ｆ小会議室Ｂ 
休 止 

8/4 より当面の間、休止とな

ります。 

9/4 9/11  

9/25 

（土） 

佐 賀 はがくれ 鍋島公民館 開 催 

9月は左記の日程で開催し

ます。 

（時間は 19：00～20：00） 

9/17（金） 宮 崎 都城 
日南市生涯学習ｾﾝﾀｰ  

まなびピア 
中 止 

会場都合により中止となりま

す。 

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対策におけるミーティング会場変更・中止・再開・その他について 

 

ミーティング変更・中止・その他 
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２０２1 年８月 
第 26 回 ＡA 宮崎地区 オープン・スピーカーズ・ミーティング  【主  催】 ＡＡ宮崎地区  

【テーマ】  ～私たちのそばに AA がある～ 

【日   時】  2021年 8月 29日（日） 13:00～15:30 （入場 12：40～） 

【参加費】 無 料 

【会 場】  ①延岡市 社会福祉センター   ②宮崎市 宮崎県福祉総合センター 

       ③都城市 未来創造ステーション ④ZOOM （ID: 817 2214 1642) 

      ※ZOOMでの参加お申込みは piyopiyosyu451223@ezweb.ne.jp まで。 

      ※コロナ禍の為、会場への直接参加は県内の方に限らせて頂きます。 
 

２０２1 年９月 
第 31 回 AA 熊本地区オープン・スピーカーズ・ミーティング 

 【主  催】 ＡＡ熊本地区 OSM実行委員会 
【テ ー マ】  ～アルコール依存症からの回復～ それは出逢いから始まった 

【日   時】  2021 年 9月 5日（日）  10:00～15:00 （開場 9:45～) 

【形   式】  ZOOM を使ったオンラインミーティング  ZOOM ID: 898 6562 1400 

       ※パスコードは 下記までお問合せください。 

【問合せ先】 西釜 080 6448 9487   臼井 090 2334 4878 

 

矯正・保護施設メッセージフォーラム実行委員会 【主  催】 ＡＡ九州沖縄 矯正・保護施設委員会  

【日  時】  2021 年 9 月 5 日（日） 19:00～    

【形  式】  （オンライン） ZOOMにて    

  ※  ID、パスコードは下記へお問合せください。 

【問合せ先】 慶 080 6414 9107  

 

第 26 回全国評議会報告  【主  催】  ＡＡ九州沖縄地域評議員 

【日  時】  2021 年 9 月 12 日（日） 13:00～ （1 時間程度）    

【形  式】  （オンライン） ZOOMにて    

  ※  ID: 298 081 0428  ﾊﾟｽｺｰﾄﾞ: 757 251 

【問合せ先】 九州沖縄地域後期評議員 安座間（ケンケン） 090-6859-7975 

 

ＡＡ九州沖縄地域委員会中止のお知らせ 
 昨年来のコロナ禍において現在最大の感染拡大中です。 

 このような状況から 9月 19日に予定していました地域委員会を中止いたします。 

 

九州・沖縄セントラルオフィス委員会  【主  催】 ＡＡ九州・沖縄セントラルオフィス委員会 

【日  時】  2021年 9月 19日（日）  10:00～12:00  

【形  式】  （オンライン） ZOOMにて    

※  ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰのご参加も歓迎いたします。 

ID: 457 008 2439   ﾊﾟｽｺｰﾄﾞ: 9074 

 

AA 肥後大津グループ 24周年記念オンライン・ミーティング  【主 催】  ＡＡ肥後大津 G/熊本  

【テーマ】 『お酒を捨てた今…毎日を楽しく』 

【日 時】  2021年 9月 20 日（月・祝） 13:00～17:00 （入場 12：45～） 

【参加費】  無 料 

【方 式】 ZOOMオンラインのみ 

【ミーティング ID】: 880 1706 9270   【PASS】:24    

【連絡先】 コウキ kouki.kusano.3447676@gmail.com  

【その他】 聴くだけ・画像オフの参加の方も大丈夫です。  

聴くだけの際は名前の表記欄に「聴くだけ」と表記してください。 

イ ベ ン ト 案 内  （地域・地区・グループ） 
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2021 ｵﾝﾗｲﾝ AA 鹿児島地区 オープン・スピーカーズ・ミーティング  【主  催】 ＡＡ鹿児島地区委員会 

【テーマ】  ～ 希望はある！～  今こそ、AAと共に 

【日   時】  2021年 9月 23日（木・祝）  13:00～16:00 （開場 12:30～) 

【形   式】  ZOOM ID: 997 3895 2182  パスコード:  155288 
 

２０２1 年１０月 
AA 福岡地区オープン・スピーカーズ・ミーティング with オンライン  【主 催】 AA 福岡地区 

【テーマ】 孤独を超えて  ～一緒に進もう、ひとりではない～ 

【日 時】 2021年 10月 24日(日) 13：00～16：00 (入場 12：30～) 

【参加費】 無料 

【会 場】 ①糸島市健康福祉センター あごら 

【会 場】 ②ZOOM  ID;991 208 4903   パスコード；0312 

※コロナ禍の為、会場の参加は福岡地区の AA メンバーのみに限らせていただきます。 

※新型コロナウィルス感染状況によってはオンラインのみの実施となります。 

                          〇日頃からオフィス書籍頒布にご協力いただき有り難うございますこれからも宜

しくお願い致します。 

●その１ 『ドクター・ボブと古き良き仲間たち』（旧題 ドクター・ボブと素敵な仲間たち）の４５周年記念カバー版       

限定５００冊、価格 3,000 円（税込）の購入につきましては JSO（03-3590-5377）の方へお問い合わせください。 

今回の問い合わせ（主だったもの） （※問い合わせの中には、特定のグループやミーティングに対するものもあります。） 

☆当事者… 長崎（男性・女性）、熊本（女性）、福岡（男性・女性）鹿児島（男性・女性）の方々より ご自身の飲酒問題の経過

報告・長崎周辺のオンライン MTの情報が知りたい。・書籍の注文 ・ＡＡ ｸﾞﾙｰﾌﾟについて・土曜、日曜に開催している北九州方面の

ﾐｰﾃｨｲﾝｸﾞ会場への問い合わせ。ご自身の飲酒問題の相談及びＡＡについて（主治医よりのご紹介）・AA ミーティングの開催有無につ

いて ・福岡地区のミーティング開催状況について。他。 

★家族・友人… 鹿児島（家族）より AA ミーティングの開催について・ 鹿児島（友人？ ）よりアラノンの情報が知りたい。 

☆行政… 福岡（S ｾﾝﾀｰ）より AA福岡地区の情報の確認依頼→福岡地区にお繋ぎしました。熊本（保護観察所）より薬物の方の AA参

加について。他。 

★医療… 大分（T病院）より書籍の注文。鹿児島（K病院）より AAグループのミーティング開催状況及び AAへの参加方法。福岡（Ｓ

病院・Ｐ Ｓ Ｗ）よりＡＡグループについての開催確認。熊本（S病院）より熊本又は地域におけるオンラインミーティングの情報が知

りたい。鹿児島（M病院・PSW）より AAグループとのコンタクト希望。鹿児島（M病院）より書籍の注文。他。 

☆施設・学校… 鹿児島（与論島・NPO法人）より書籍のお礼。熊本（S施設）より書籍の見積もり依頼とご注文。 

★その他… 中四国 CO より来年 1月からのゆうちょ銀行の硬貨の扱いについて。他。 

●皆々様、九州・沖縄セントラルオフィスからの次月発送物への原稿締め切りは、毎月２５日とさせていただいております。

連絡もれ等のありませんように、よろしくお願いします。 

●書籍代支払い・献金等でオィス発行の払込票が無い場合は、郵便局の払込票に 

下記の口座番号、加入者名を記入してお払込下さい。尚、払込内容は通信欄に  

詳しくご記入をお願いします。 

口座番号：０１ ７ ４ ０ -７ -１ １ ９ ４ ５ ９    

加入者名：ＡＡ九州・沖縄ローカルサービス委員会 

私の責任 
誰かが、どこかで助けを求めたら 
必ずそこにＡＡの愛の手が 

あるようにしたい。 
それは私の責任だ。 
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内容 メンバー 当事者 家族 行政 医療 施設・学校 JSO/他ＣＯ マスコミ・他 計

TEL（受信） 74 8 2 3 6 2 8 103

TEL（送信） 11 2 2 5 2 22 地　区 ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ

メール(受信) 80 3 3 6 2 4 1 99 福 岡 7

メール(送信) 54 2 1 3 60 佐 賀 1

Fax（受信） 1 1 2 4 長 崎

Fax（送信） 1 1 2 大 分 3

書簡（受け） 2 2 熊 本 7

書簡・書類（送り） 2 1 1 4 宮 崎 7

書籍現金販売 1 1 鹿児島 2

書籍発送 2 1 1 4 沖 縄

発送物印刷 11 11 計 27

ホームページ更新 102 1

ボランティア 2 9 3

                2021年8月度　　　AA九州・沖縄セントラルオフィス業務日報　集計     7/26 ～8/25

＊ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ登録数＊

2021.8.25 現在

ＪＳＯ書籍発注 ※年度ごとに登録、更新します。
2020.7月以降にご登録いただいた仲間

の人数です。来訪者 ＪＳＯ書籍納品


