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復 ―飲まないで生きるために一

overy ※各書籍の価格は別紙「書籍価格表」をご覧ください。

(B‐01)アリレコホーリクス・アノニマス
(ハードカノヾ―)―無名のアルコホーリクたち―

(VC‐01)アリレコホーリクス・アノニマス
(ビッグブック朗読CD)～cDフ枚紐2ケース～

アリレコホーリクス・アノニマス(ソフトカソヾ― )

上.Lビッグブックの基本テキストのみで構成された小型ソフトカバー版.

通称「ビッグブックJ.世 界中のアルコ

ホーリク AAメンバー、関係者によって

読まれているAAプログラムの基本テ

キスト.

英語版の発行部数は、1939年の初

版発行以来、数千万古限〔ものぼる.

ハードカノ`一のみ 日本のAAメンバー

12名の回復の手.dを収録.

ビッグブックの朗読CD.

目の不自由な方へのメッセ

ージやビッグブック ミーティ

ングなど、さまざまな場直iで

活用できる。日本人の手言己を

含まない基本テキストのみ収

録.

1年 365Hを通し、今回一日の自己を省みる

ための書.AAの重要書籍からの引用

とメンバーの分かち合いで構成されて

0ヽる.、

―AAメンバーたちの回復を訪ねて一

どのようにして、世界のAAメンバーた

ちはAAの原理と「自分を超えた大き

な力Jを信じるようになったのか.宗教

的、わ1学 的な教義に縛られないAA
のスピリチェァルなプログラムについ

ての経験と力恵の分かち合い。

(B‐ 11) 文庫版 A6サイズ(1 0 5cm× 1 4 8om)

B6サイズ(12 8om× 18 2cI)

(Bll)

(B05)今日を新たに
～AAメンバーのためのAAメンバーからのメッセージ～

(B-02)

(B-00) 大型版 B5サイズ(18 2cm× 25 7cm)

(B03)12のステップと]2の伝統

アルコホリズムから回復するための、

AAプログラムの原理である「12の

ステップJと、Aヽ グループが確実に

成長し存続するための原理である

「12の伝lltJについて詳しく普かれ

ている.

AAは どのようにして始まり、成長し、

世界中に広がっていったのか,日

復 一体性 サービスという三つの原

理はどのような経緯で生まれ、どんな

方法で四:界中にそのメッセージを広

めていったのか、これらの歴史を知り

たいと思うすべての人のために書か

れている。

(B-04)アリレコホーリクス アノニマス

成年に達する
(B‐06)信じるようになつた

スピリチュアル(霊的)な冒険へ
!

AA]1史

A5サイズ(1 4 8cm× 2]0鰤 )

(B‐00)

(B‐02)



ブック/ブックレット

Book/Booklet
※各書籍の価格は別紙「書籍価格表Jを ご覧くださt(。

ある若者のい2の初川を

描いている.ミ ーティング

やスボンサーシック、無名

であることについてなど、

AAプログラフ、のあらゆる

'|“

はこついて触れている

ため関係機関にも広く活

月1できる.

(VC 10)HOPE・ ホープ

(DVD)～日本語字幕版、1枚組～

回復への道―それぞれの場合―

(B13)′ ―ゞ卜1

本の Aヽメ ンバー7名の「ll復の経験

の分かち合い.

国復シリーズ第1■ (1991年発行).

(B‐ 15)ソ ―ヾ卜3
特葉ページ17F者の場合 に|ま 0名 の

若いメンバーの物 .・ が収録されてい

る.はう1こ メンバー5名の物語。

回復シリーズ

"31T(2000年
発行).

(B‐ 16)バート4
2∞2年プン,のビックフレクロ)第2部「イ国人

の物語Jに 1■録さォtなかった¬偏で性成.

「
復シリーズ第4作 12004年発行).

(B‐ 1フ)アルコホーリクスアノニマス回復の物語 Vo l
ビッグブックの原音に1又め:,れているメンバー

のll験談をlll訳 .

くAAt・7パイオニアたち>ょ り「第
「

のヮJ

「悪循環J、 く時|・|があるうちに押ヽをやめた

人たち>より「恐ヤtへ の恐れ |、「綱渡りJ、

くほとんどすべてを失った人たち>ょ り

「 lLげまわる男 |、 1最たのテャンスJを収録.

(B‐ 18)アルコホーリクス・アノニマス回復の物語 V● 2
●ソグブツクの原書IJ`めらオしているメンバー

の体験経 翻訳.

<AAの ′`イォニアたち>ょり「女円:も ltし

むJ「恐れを克:長した男Jく叶|.|があるう

ちに,酉をやめた人たち>よ り「医者の不■
生J、「受|ナ人れることが答えたったJくほと

んどすべてを失った人たち>より ,●与え

られた順1物 J、「同復σ,ビジョンJを収録.

(RC007 03)アルコホーリクス・アノニマス回復の物語Vo 3
ビツグブックの原省ヽ こ収められているメンバー

の体|・ .Iを翻訳 .

くAAのパイオニァたち>ょり・感認を行動
でJく |け間力ちるうちに酒をゃめた人たち>
より「ゃめるタイミングJ「い_。そうIくなって

いただろうJ、 くほとんどすべてを失った人た

ち>より「,11と 限みとfl l、「FIしためだけに

生きていたJ・とらわれからの解放 |を 1ス■.

(B‐07)ビルはこう思う

AAの共同il始者ビルヽの著作、手lll、

識演、‖誌FAAグレープバィン』への寄
稿などからの技l・ 332編を収録.ビル

が私たちに残してくイした珠Tの精選集.

日々 の黙想、ミーティング用に最適.

(B‐08)ドクターボブと素敵な仲間たち

Aヽの共「1倉lllH者ドクターボブの伝記.中 II吉 F.こおけるAA

|ドクター。ボ嵯  |
末可鷺高たち

0,´ ご■
‐マ4,‐ンα欽́ ‐́

菫寧甘劃

(B‐ 12)どうやって飲まないでいるか

初期の回想
"Ⅷ

り交ぜられている.

この伝記を書くために,さ掘された膨

大な歴史資料や、当時を力る人と

のインタビュー言己録、そして Aヽの

金き董獣糞よi膚謄|ザ
t

峨船I[すil驚:ぽ

虫れられ
|

AAプログラムよりも、飲まない生き方を

続けるための実践首0な提案が言かれ

ている.



復 ―飲まないで生きるために一

overy ※各書籍の価格は別紙「書籍価格表」をご覧ください。

(R‐01)AAとは1可か
～これがAAです～

アルコホリズムという摘気についてAAメ ンア`一が

学んだこと AAにいる私たちとよ何者 /.の か

そして無 ます に生き続 けるためにメンパーか

とっている方法を紹芥.

(R-02)よくあ る質 問 0日 :44Q&A)

助けを求めているアルコホーリクやその家 lj「 、

関lTイ たらのAAについての質Flへの回´.

鷲万もの _~l_

(R-06)家族にアリレコホーリクがいたら…

身 杓や友人のアルコホーリクから影響を大きく

受 すている人たちへAAのプログラムを組↑ .

(R-07)AAメ ンフヾ―にとつての
処方薬とドラッグ

AA内の

「

miのグループによる報告と AAメ ンバー

による、処方葉とドラツグにまつわる,験の分から

合い。

(R‐ 10)今こそ充実した生き方を

う0■を越えて71ら AAにつながった9名が 向ら

の回,の[験を語0カヨナる.

(R ll)こちらAA
～初めての人の疑間～

はじめて Aヽに 対t、 をlTっ た人が抱く疑 |・lに

Q&A'レ式で容えている.

一・
一一
一一一

・一・一一
一一一
一一一
・一一一一一
・
一

一一一一一一一一一
一一一
一
一一一
一一一
．一一一一一
一一

一一一一一一一一一一一， 一一一一・一̈・一一・一一一一一

一一一一一一一一一．̈一一一一一一一一一一一一一一一一一・

″ レコオフ

不書″″ら

語るものである。

一

(R03)若い世代とAA
16,から27オ●)若いAAメ ンバー10名 が、AA
プログラツ、によってどう変わり、今をとう■きているか

経験を分かち合っている.

(R05)スポンサーシップQ&A
スオンサーシップとは,1か。スボンサーを求めている

人やスボンサーになる人への最適なアドバイスを

1又録.グループとして取りl■むスボン十―シップや

サービススボンサーにも触れられている.

討弾
■       |     ‐11.

(R‐ 13)ミーティング・ソヽンドブック

AAの rr文、ビッ′ブックの3章 5章

`章

の 部、

2のステップ 12の 伝統 12の 概念 7ノニミテイ

の説り|か ら構成されている.

―P'IIヨ

0



パンフレット

Pamphlet
※各書籍の価格は別紙「書籍価格表」をご覧くださいし

(R‐21)セクシュアルマイノリティとAA

飲まないで生きるケイアレズビアンのアルコホー

リクたちの経験と力とイ望の分かち合い.共 に

IVり 組みさえすれば ,酉 からt21解放が実現する
ことを力やしている。

(R‐ 15)ある女性アルコホーリクヘの手lll

950年 代前半に Aヽの良き理解とであるマー

ガレットリー ランヘックさんによる 数少ない

女性い1ナのパンフレット.

(R‐ 16)ようこそAAヘ
新しい人のためのイラストつきパンフレット.

初めて来た人力`地くであろうAAについてのさ

まざまな疑問に かたたんな ll説と凱しみやす
い絵で答えている。ミーティングやメッセーンに

も不1月 できる.

(R‐ 17)10代の若者たちヘ

中高等学たでのAAの紹介や、若者へのメッセー

ンに,1用 できるリーフレット.

飲酒の問題は,齢に関係なく起こる.

12個 の質問に答え |.1題があることに気づいたら、

助けを求めることを提案している。

(GV-01)ベスト・オブ・ビル
～信じる心、怖れ、正直さ、謙虚さ、愛～

AAの共同創lu者ビル Wは ァメリカ′カナダの月

十」誌「グレーブバイン』にさまざまな文章を投稿し

た力'収録 されてぃる5編 はその中でも特 1■,
れたものとされている。

(R‐20)酒のない新しい生き方
―こんな世界があるなんて―

嬌止IL設に入所,ちえがある人たちの体験をも

とに、施語を出たあとも飲酒によるトラフルから

返ぎかっていられるための効果的な方法を■

朱している.イ ラスト入り。

(RC035)酒 にとらわれた日々

嬌T llL設 人所Ti験都 名による体験■.嬌止

施設へのメンセー´舌勁や 関係機関への広

報活動に活用できる,もちろん 嬌T施設とよ菊

係ないアルコホーリクにとっても力強いメッセー

ジとなることはまちがいない.

コミック

⊂omics

■:″■

(R‐ 19)それは誰にでも起こること
―癒してくれたはすのお酒がいつのまにか―

―F穏に喜らしていた主婦はいつのまにか 酒    __

の道を歩く姿が,占 かれている。女性の|・1題

飲i酉者●l lJ加 する中、広く,占用されている.

(R‐ 18)私に起きた出来事 ―あなたの飲酒は大丈夫‐

ごく普通のサラリーマンが徐々に問胆飲酒

ととなり AAで回,していく姿をコミックで

描いている。

AAに 関心のある方はもちろん、広報やメッ

セージ活動など1嘔広く活用できる.



く各書籍の価格は別紙「書籍価格表」をご覧ください。

(GV‐ 02)伝統のチェックリスト
～AAグレープバイン誌から～

グレープバイン誌・に12の伝統シリーズとして連

載されたもので、多くのグループか このリストを活

用して話し合いの喘を広げている.

(U-07)ワールド・サービスのための
12の概念

ビ,レ W普.1962年 の第12回 評議会によって

141fされたAAのサービスの原理.

(U20)新 しい人 を迎 えるために

新しく来た人力漱 まない生き方を始め、プログラ

ムの中で成長していくために、グループカ報 供

できるサポートについてT./介 されている.効果

的なミーティングについて、進行役が lt備 する

ことについて、ミーティングに適したテーマにつ

いてなど。(A4サイズ)

(U‐09)アルコール以外の問題

栞物依存などアルコール以外の問題で苦しんで

いる人に AAはどのような対ILかできるのか。ゆレ

Wがグレープバイン誌に寄せた文章をパンフレット

にしたもの.

(U12)代議員
～AAて一番大事な催 1かもしれません～

ゼネラルサービスの簡単な説llと グループとイヽ議

員の関係 位置 責任について述べている。サービ

スと代議員についてのビルWの見解も収録されて

,ヽる。

(U14)自  立
発 銭とスピリチュアル(霊的)なものが交わるところ―

'アメリカ/カナダの月ll誌

(U02)AAグループ
～すべてはグループから始まる～

AAグループとはなにか グループの役害1につい

て 地域との関わりについて 全御 0なサービス

機構のなかのグループについてなど 4つの領域

からAAグループを.Trして,ヽる。

(U-04)AAの伝統が生まれるまで
～このユニークな12の伝続が

生まれるに至つた、

歴史的に注目すべき出来事を探つて～

AAの一体性とな続にとって11めて重要な原理が、
どのように生まれて発展したのかをビルWが語る
′`ンフレット.

(U‐05)絵 で 見 る 12の 伝 統

12の 伝流を具体 llに イラスト入りで

期しみやすく説明する。

(U‐06)給で見るワールドサービスの

ための12の概念

簡潔な文章とわかりやすい絵を■って、

故遠されやすい 2の 概念をやさしく

l17.ll.

: 、」:鑑Ы

▽島事

AAにおけるあらゆるサービスを支えるため

に 責任を分かち合う方法を提案している。

(A4サイズ)

覇 由
|=i■!ユ■■11■
量 難

範 錆 =



パンフレット

Parnphlet
X各書籍の価格は別紙「書籍価格表」をご覧ください:

(U‐ 15)愛とサービスの輪

れ:蔵会の機|けは、一人ひとりのメンバーとどのような

力係があるのが、赤 青 賀の3色を使ってわかり

やすく説明されている.

グループのビジネス 地区Jし成′
"―

クショップ十で

活用されている.

(U16)みんなのための地区委員

地区委員がいな|ナソutグループと評議会のあいだ
の′`イプカ■吉まってしまう..IF義会は形だ|すのものに

なリー体性はくすれてしまう.

」L区委員の役割について,証したリーフレット.

ブック/ブックレット

(U‐ 17)ブルーカード
オープンミーティングとクローズドミーティンク

のツ略 を説明している.

ミーティン′でホ1用 できる.

(U‐ 18)AAメ ンバーが

専門家と協力する方法

12の●ll・に
'0い

ながら行うサービスについて
Q&Aで,記 .

●門家11け のサービスに関わっていないメン
バーにと́,ても、AAの原理を,「 るのにイ

'立

つ
一肛.

1吾

“

;=雲 .

Book/Booklet

疇
一一̈
一一̈一一̈
一̈
一一̈
一̈

(U‐03)AAサービスマニュアル
2001-02年版

アメリカ|カナダのサービスの機構について言|

:Fに 3を明.す―ビスに関わるすべてのメンバー

にとって必読の書.

(U19)AA日本サービスガィド改言T版2010

(U1019)ホームグループーAAの鼓動―
グレープバイン誌・の中で ホームグループにつ

いて投稿された記事を厳選しまとめた冊子を

日本語に劉曰(したもの.4部■■に成されており

AAIこ来たばかりの人の疑間や グルーブう世

而するl.1旭、サービスと回復のバランス、伝続
を■かすことについて きまざまな経験が分か

ち合わ″している..

'ア メリカ′カナグの月|」 誌

]9,7年の初版を改訂したもの.全国71L域 の

Ill状 を〕味した日本独自のサービス批成や

サービスの役割を理■するための手り書とし

て 翻訳版「サービスマニュアルJと合わせて

活用することが提案されている.

L



サービス資料

Service rnatenal

第1回 (2000年 )中湾ll`陸    C 第5回 (2004年 )関 西   0
第6回 (2006年 )中四国   ●第2回(2001年 )Jヒ海道    0

第3回 2002年 )東 ヨヒ    0 第フ回(2007年 )関宗甲信越    0

第4回(2003年

"酬
瑯     0

0■¥500(例夕:あり)0‐ 在庫なし(― .lまたは全部のコピーは可能実費請求)

サービスフォーラム報告書  ¥500
企断 地域で|■l催さオtた 日本のAAサービスに関する7オ ーラ2、 の報

告書.

広報・病院施設フォーラム報告書 ¥500
マスメディア、病院施設関係者など ―投社会の人々にAAを女1って

もらうためにIIl lFされたフォーラムのit・ ■書.

矯正・保護施設報告書 ¥500
嬌T、 保続 関係者など 噴社会の人々にAAを lllっ てもらうためtt

l■l lLさ i■ たフォーラム‐Tの報
=書

.

ワークショップ 2001
ニューヨークGSOからの贈り物

ニューヨークCSOス タソフを支えたワークショップ

′)報告書.AAのサービス活動に活かせる責三

な資r.

¥200

2002年国際シンポジウム

「ヴアリアント先生を迎えて」

2002年 にヽ日したアメリカ カナダの,ヽ 薫常

任理,ショージ E,,リアント■■と B類

常任理事 日本のに槙
"係

者とのシンボン

ウムの報告書.

¥100

第43回アメリカカナダ,議会報語 より

AAの棚卸し

アメリカ|カ ナ V‐のJヽ .ヽ は ,べての委員会

の ll卸 しを1年 カロ,て lTっ た.ア メリカカナ

ダの第43可 評議会報告書からFll卸 しの.f

分だけを抜1,し た,1告書 .

¥200

■Ⅲ

…

一一　　鑓
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・

‐
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周年記念誌

AnniversaFy magazine

第1回 (2002年 )F_5 西

第2回(2003年 )開京甲信越

●

●

第5回 (200フ年)九州沖縄    O
第6回 (2008年 )

第3回(2004年 )中四国   ● 第7回 (2009年 )

第4回 (2006年 )中部,ヒ陸   ●

●‐¥500(例外あり, 0‐ t庫なし(一部または全部のコピーは可il実芦請求)

第i口嬌正施設フォーラム  ● .第 2回証融 リリック■テ″ 000"●

第2回嬌正施設フォーラム(2008年 )● .第 3回剛 ウリック ・ ィング(m05● o
第3回嬌正 保護施設 n関西 0 1第 6回瓢施詢ヴリックミラィング́ 008年)●

第4回嬌正 保護施設 n浦和 0 第フ回廟m副リリック_Tィング(m09年 )●

第8回厠脚 リリック ・ ィング(mO● 0
●‐¥500(例夕

'あ

つ)0‐ 在庫なし(一部または全部のコピーは可能実費請求)

在庫なし (コ ピーを販売しております。¥500)

(Y-01)いくたびもの出会いを重ねて
～AA日本20年の歩み～

1995年 3月 に開■き,したAA 本20周 年言こ念

'会
の言しを誌.

日本で最初のAAグループの.ll上 から20年

にわたるAA日 本の

「
史 各地域の活 fl

の歩み グループやAA全体の歩みなど

が紹介されている.

(Y-02)AA日 本30月年記念誌1995～ 2005

「今、そして未来へ」

30日 午を「し念して■成さキιた記金誌.

AAの良き友人たちや各地域の関係者の寄稿、

7'し

'の
紹下記,、 ヨ′議会や理J会の歩み

タループ誕|:や 地域サービスの,表など

AAの資料が■・/されている。



Pamphlet
広報関連資料

※各書籍の価格は別紙「書籍価格表」をご覧ください。

AAメンバー AAグループが外部機関にAAを紹介する際に役立つパンフレット類です。
また外部の方々にもAAを知っていただく上で役立つ資料です。

(S‐02)治療 施 設 /医療 機 関とAA
治瞭施設ツ,に AAのメッセージを運ぶにあた

り、施設の責任者ととのように協力すればよ
いかを紹介している.

(U-01)アノニミティとは
アノニミティとは何か。それはAAの 中と外で

どのような意味をもつのか.アノニミティの

重要性を簡潔にJt明 。(A4サイズ)

(S‐03)AA以外の会合で

話をするには
夕ヽ部の機関からAAについて市すよう要請を

受けたAAメ ンフヽ―が、どのような点に留意

して.Tし たらよいかを提案する。(A4サイズ)

(S-05)関係機関の皆様ヘ

『保控医療関係者の皆様へJを  ll用ください.

(S‐07)保健医療関係者の皆様ヘ

ー社会資源としてのAA―
アルコホーリクと関わる専「1家の方たちに向け
たバンフレット.メ ンパーにとっても大いに参考
になる.

(S‐08)AA日本広報資料

AA全体 特に日本のAAについて■礎|1情

報を提供するもの。必要にttして,新されて

いく。

(VC ll)AA日 本広報資料 (DVD)
第1部「AA日本広,F資本IJでは、AAに寄せら

れる疑間に対して わかりやすくIl説 しています。

第2H'「 私とAAとの出会いJでは、AAのよき

友人である0「与家が、AAの魅力について語
っています。

(S‐09)AA早分かり

専門家や関係者に対して AAを簡中に紹介す
るリーフレット.

(A4/'つ折り)

匠

外割
'機

関への広報資llと して提夕tするだけでなくAAの広報活動
に業わっているメンバーや 関′こ力=あるメンバーにとってもよい資ォ|
になると思います。ぜひご活尽 ださぃ。

］̈］̈洲器”一一

1‐
'「=|■

■

L

在庫なし (S‐ 10)あなたの職場にアルコールの

問題を抱えた人はいませんか?

飛場の人事、労務、労働訂合、健康管理lh合

などの担当者を対象としたリーフレット.

(S‐ 11)矯正 施 設 ワ ー ク ブ ック

嬌 正施 設にメッセージを連ぶときに役立

つワークブック.



定期刊行物

AA日本の刊行物 Periodlcal Pub‖ cation

(X-01)BOX‐ 916
日本のAAメ ンバーの活

`デ
によるrヽ験の

分かち合い。AAカ レンダー(,1別 イベン

ト案内)も 掲載 .月 FI誌 .

¥300

BOX‐916精選集 各¥300

(X‐05)BOX 916精選集 第1巻

―個人の物語「もうフ のヽ」私―

あるメンバーの 12のステップに基●く■

き方の分かち合い.

(X‐06)BOX‐916精選集 第2巻

「911誌の前■ 7950J誌よリロ復 スポ

ンサーシップ サービスなど,1国 のテーマ

リ1(■ 1,全デ。

(X‐ 07)BOX‐ 916オ青選集 第3巻

BOX 916に掲載された「AAグレープバ

インJ詰の翻訳28稿を収,.

BOX‐916のバックナンバー販売

過去1年 分●)バックナンバーを提供しています。

在片切れや、そ′tll前の「7956J「 BOX 116Jは コピーによる,費販

売となります。

コピー費用 (実費)

BOX‐916年間購読の申込み方法

(X‐02)AA日本ニューズレター

ーAA日本の広報誌隔月干|―

日本のAAの 動きや、「Ⅲ界のAAの二

ュースを伝えるAA広報ll.

常任理事会がr成し 2カ月に1回、全′

ループに発送している.

く86号～最新号>

¥70(E口 昴1代実費 )

(X-08)BOX‐916精選集 第4巻

BOX 916に掲式さi■た「AA′レーフリヽイ
ン1誌●驚]訳27編を1ス録.

(X‐09)BOX‐916精選集 第5巻

嬌正施設に入所経験があるAAメ ンバ

ーの回復のII語を30編鳴
‐
.
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ガイドライン

Guideline
メンバー クループ 各委員会が行うサービス活動のためのガイドライン(指針).アメリカカナタのGSO(ゼネラル サービスオフィス)が発行.

(G‐01)広幸晨                        ¥150

(G-02)セントラリ♭オフィス/インターグルーフオフィス  ¥100

(G03)クラブ              ¥100

(G-04)コ ンフアレンス/コンベンション   ¥100

(G-05)アルコホリズムの分野で仕事をしているメンバーに ¥100

(C-06)地域の専門塚協力委員会を設置するために※  ¥100

(G-07)財  務                   ¥100

(G08)治療施設委員会          ¥100

(G‐09)電話応答サービス          ¥50

(G‐ 10)AAとアラノンの関係         ¥30
※G06よ 1日 IIEです

ホームページより

AAのよ半,と よ

“
`か

?lL城に広劇{委 員会を設置するとき|こ.2要な
準備や捉イを■載,

インタータループセントラルオフィスの

'班

念 地元のオフィス門設の

準備や心構えなどを掲載.

1也 ,こでAAのクラブハウスをlt置するとき、伝続をとたして設置
するためのよ旨ま十・
lL城 丸換、全国規模でAAの会議やイベントを開|"す るときの
1旨

'I.
,「愉 崎でrlく AAメ ンバーにとって、

'事
と12番 目′,ステップ活

lIとの追いとヤ心価えなどを招介.

1協 力すれど従属せず という伝続を実践しながら委員会を設1●

するためのI備や心I「え●I業を掲載.

AAのリービスをするためにかかるわ全を■かるlf務 委員会に
関する,|`を紹介.

,詢 l.な どの施設にメッt―ジを伝えるための委員会設置に関する
指針をネ

=介
.

電話を活用してアルコホーリクを手助けするための11硫や指針を
紹介.

AAとアラノンファミリー グループが 従属では|.く あ力していくこ

とで、各 が々■ |ヽして,占動することを■案している.

ダウンロード

Download
http://www aaiapan org

AAニューズレター

(X‐02)AA日本ニューズレター

ーAA日本の広報誌 隔月刊―

本のAA● IIき や 世界のAAのニュースを伝えるAA広報紙.

ill理事会力淮 成し、2カ

'1に

]回、全′ループに先送している.

く86号～最新号>

(X‐03)AAメンバーシップ・サーベイ
AAの実像を知つていただくために

く1997年 版～最新号>

(X‐04)こちらAA
―専門家の皆様へのニューズレターー

関l‐ 者の■■か:,■の話題をに■する関I者 向けのニコーズレター.

常■
'亨

会が■2回発行. 現在、ll Tl .

く1号～17号>

尚 当カタログもAA出版物カタログょリタウンロードできます。

AAグループのための資料

グループ新規登録届・グループ活動(変更)届

グループの棚ipし ヮ_クシート

グループハンドブック

JSOが行うす―ビスを簡
=に

紹介している.グループで活用

できる資十1も 多い。

グループの会計係
ニューヨーク(,soが発行しているサービス資■|.現 在の日本

の今月1シ ステムでは迪応できないものもあるが 参考になる.

評議会勧告決議にいたるまでの工程一覧

アメリカカナ′許議会手1■言 (1988)よ り翻訳し掲載.

AAの自立について

1990■ ■ 回ヮールトサービスミーティング十「告書(,0ベ ー
ン,よ り.

1山

10



書籍・バンフレットの注文について

●書籍 ノ`ンフレットのご注文は、下記最筍つのセントラルオフィス、または

NPO法 人AA日本ゼネラル サービスまでお順いいたします。

●英言1や スペイン語を始めとする各種言語も取り扱っています。

NPO法 人AA日本ゼネラルサービスまで、ご確認ください。

北海道セントラルオフィス

TEL/FAX 011 557 4329
(月 ヽ金)1lЮ O～ 1600(土 日 ,1)休

http:″ w、w al)auolle netip/aahC(ノ

東北セントラルオフィス
TEL/FAX 022-276-5210

(月 火 水 金)1300～ 1700(祝 )休

1]ttp://tco aatohoku info′

関東甲信越セントラルオフィス
TEL 03-5957-3506 FAX 03-5957-3507

(年 中無休 )ll1 00～ 1,00

http:″ w、 w h2 dion neip/~aa kkse′

中部北陸セントラルオフィス
Tl‐ 1´ 052‐ 9]51602「 AX 052-917-0764

(月 ～全)1000～ 1700(土 日祝)休

http:′ /11ark16、 v.lk、v.lk cOn1/~chcO′

各地域のセントラルオフィス

〒1710014

関西 セ ン トラル オフィス

TEL 06 6536-0828 FAX 06 6586 0833

(月
ヽ今)1000～ 17Ю 01日 祝)1300～ 1600(土 )休

http:′′llonlepage2 nifty cOm/aa kco/

中四国セントラルオフィス
TEL 082 246-8608 FAX 082 249 1081

(月
ヽ金)1000～ 1800(土 日″1)休

http′ ′、wl enioy ncipl‐ Csco/

九州沖縄セントラルオフィス
TEL/FAX 099 248 0057

(月
ヽ金)1000～ 1600(十 日祝)休

http′ ア、ww aa kOcO cO[n/

英 語 ミー ティングにつ いて

TEL 03 3971]471(Hotline)

httpi//、 viv、v aatokyo org/

NPO法人AA日本ゼネラルサービス(」SO)
東京都豊島区池袋41710■屋ビル3F
TEL 0335905377 FAX 0335905419

(月
ヽ金)1000～ 1800/(十 日祝)休

郵使払込 座番号 00180068876

加入者 :AA JSO

AAttZヽのホームベージ http:′′www aajapan org

I   Alcoholcs A● onymous。
(α OI● |● )

●

―
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