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今月の断酒表彰
☆ Ｍ ・ Ｋさん 南千里支部 断酒六カ月

「すいただより」の来年１月号に皆さんの一言を掲
載します。新しい年を迎えるにあたっての決意、抱
負、夢や希望・俳句・短歌何でも結構です。別途原
稿用紙を配布致します。 各支部支部長まで。
締切：吹 田支部 12 月 22 日(土)
南千里支部 12 月 27 日(木)

☆ 断酒表彰おめでとうございます。
☆ すますのご活躍を期待いたします。

吹田市断酒会のこの一年：一年間の活動お疲れ様でした。
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28(日)
29(月)

三社参り
学習交流会
ハートふれあい祭りプレ講座
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4(日) 大阪府断酒会アメシストの集い
25(日) 府断地域断酒会一日勉強会
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4(日)
10(土)
11(日)
18(月)

北摂断酒連合会一日勉強会
ハートふれあい祭り
府断家族会一日研修会
きづな会創立４8 周年記念大会
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6(金)
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第 46 回酒害相談講習会
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13(日)
12(土)
24(木)

北摂断酒連合会家族会一日研
修会
第 32 回定時総会
第 5 回府断定時社員総会

10(日)

茨木市断酒会一日研修会

高槻市断酒会４５周年記念大会
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5(日) 北摂断酒連合会一日研修会
19(日) 学習交流会
26(日) 第 45 回近畿ブロック（大阪）大会
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3(日)

大阪府断酒会 51 周年記念大会
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7(日)
14(日)
21(日)
30~31
(火)

第 5 回断酒を考える会
第 55 回全国(千葉)大会
きづな会秋季一日研修会
吹田市精神保健福祉パネル展
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断 酒 表 彰

10 月

3(土)

11 月

北摂断酒連合会断酒宣言の日
キャンペーン
４(日) 高槻市断酒会一日研修会
10(土) 府断断酒宣言の日キャンペーン
16~19 第 20 回近畿ブロック断酒学校
(日)

Ｓ・Ｈ

Ｍ・Ｋ
12 月

※行事名のうちゴシック体は、吹田市断酒会が主催、
共催または運営に参画したものです。
今月の｢指針と規範｣】は裏面です。

今月の｢指針と規範｣】
断酒会規範一
断酒会は酒害者による酒害者のための自助集団で
あると同時に市民活動団体である
断酒会は、自らの意思によって酒を断とうとする酒
害者が連帯してつくった組織である。
断酒会は、酒が原因でつくられた様々な問題をお互
いの信頼関係を通して解決し、新しい人生を創ろうと
する酒害者の組織である。
断酒会は、平等な立場で参加した酒害者の主体性に
よって運営される組織である。
また、酒害者の真の理解者は酒害者であるので、断
酒会は自らの断酒のみならず、酒で苦しんでいる地域
の酒害者のために何をすべきかを常に考え、積極的に
援助活動をする組織である。
従って、断酒会は酒害者のみによって構成され、あ
らゆる面での自立を重視する自助集団である。自助と
は自らの努力で自らを救うことであり、自助集団とは
そうした人たちが集まり、それぞれの力を結集して、
より大きな力を生み出す組織のことである。
その大きな力を生み出す原動力は、何といってもわ
れわれ酒害者同士の一体感である。共通の悩みを持ち、
断酒新生という共通の目的を持つわれわれは、お互い
が酒害者であるがゆえに融合し、ひとつの大きな力と
なった。アルコール依存症は不治の病であるという社
会の偏見をくつがえし、現在、数万の酒害者がひたす
ら回復の道を歩んでいる。
われわれはそのひとつになった大きな力を断酒会
と呼び、断酒会があるからこそ個人の断酒があるとい
う、共通した認識を持つようになった。断酒会をひと
つの物質にたとえると、われわれはその物質を構成し
ているひとつひとつの分子であるということである。
わが国では明治初年より数多くの断酒グループが
誕生している。しかし、宗教団体や禁酒組織の中の一
部門として生まれたものが多く、上部組織の指導や
ひ ご
庇護を受けていた。
酒を飲まない禁酒主義者が、
酒の乱用を続けた酒害
おそろ
者に酒の 怖 ろしさを教え、社会から酒を追放するこ
との重要性を説いた。酒害者は自らが抱えている問題
を放棄して、酒があるのが悪いのだと考えるようにな
った。これは無責任きわまる問題のすり替えであって、
酒害者は自分の内面を洞察する力を失った。やがて彼
らは、短期間の禁酒の後、再び酒に走るようになった。
断酒グループの運営に必要な経費は、
すべて禁酒主
まかな
義者が 賄 った。彼らにすれば暖かい援助のつもりで
あっただろうが、酒害者は自立心を養うことができな
くなった。何のために、誰のために断酒するのかわか
らなくなり、再飲酒を始めた。酒害者による酒害者の
ための組織でなかったことが、長い歴史の中で消えて
行く結果につながった。この事実は、酒害者の自立性、
主体性の重要さを示している。
昭和三十年代から四十年代へかけて、アルコール依
存症の治療に熱心な一部の精神科医たちの協力を得
がんらい
て、多くの断酒会が結成された。しかし、彼らは元来、
非指示的な集団療法によっていたので、われわれに深

い理解はあっても、指示的、支配的傾向はなく、酒害
者による酒害者のための断酒会づくりの妨げにはな
らなかった。断酒会が現在でも、医療との協力関係を
重視する理由である。
また断酒会は、飲酒文化の中に独自の断酒文化を創
ろうとするいまだかつてない目的を持った組織であ
かたよ
るので、ときには 偏 った傾向に走ったり、独善的に
なる危険も伴っている。
従って、識者の客観的な提言
こば
を拒むものではない。酒害者による酒害者の組織であ
るので、組織のライン上に酒害者以外を入れることは
できないが、彼らを顧間、相談役等のスタッフに加え
ることは原則を侵すものではない。
断酒会は酒害者の組織であるので、回復の程度によ
って様々な差が生じる。従って、組織の原則に触れる
言動のある会員がいたとしても、彼らを非難したり、
罰したりしないこともうひとつの原則としている。
断酒会は自らを酒害者だと認めた人の組織である
が、認めていない人の入会も歓迎される。現在認めて
いないだけで、やがて認めるからである。
断酒会は断酒の意思のない酒害者の入会を受け入
れる。断酒意思が潜在していたり、入会後、それを持
つようになるケースが多いからである。
指示的、支配的傾向の強い会員でも非難しない。た
だし、助言はする。そうした傾向が長く続くと仲間た
ちの調和を破り、脱落する可能性が強いからである。
自らの断酒のみにこだわって、安定期に入っても酒
害相談活動をしない会員には助言する。同じ酒害者で
あるという認識がなければ、あるいは、苦しんでいる
酒害者を支援するというやさしさがなければ、
われわ
づ
れの断酒は行き詰まり、失敗につながる怖れがあるか
らである。
われわれ酒害者が酒害者のために行動するのは、何
も地域で苦しんでいる酒害者だけが対象ではない。入
会しても断酒ができない会員、断酒ができていても人
間性の回復が遅れていて様々なトラブルを起こす会
員、そうした人たちを援助し、助言することも、われ
われの大切な役目である。
（「指針と規範」４６～５０ページ）

〈みんなの広場〉
今月は休載します。
みんなの広場では会員家族のみなさんからの
投稿を掲載していきます。
近況報告、趣味の披露、読書感想、映画・ビデオ
鑑賞の印象、会へのご意見等々、発表形式は、
散文、短歌、俳句、川柳、漫画、イラストなん
でも結構です。奮って応募して下さい（広報部）

