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この案内は２０１６年５月１８日現在のものです。変更・休止・中止等のことがありますので御了承ください。 

おいでになる前にオフィスにお問い合わせくだされば幸いです。尚会場への電話でのお問い合わせはご遠慮ください。 

 

 

ＡＡ九州・沖縄セントラル・オフィス 
〒892-0803 鹿児島市祇園之州 12 セジュール祇園之州 203 号 

            電話・FAX ０９９－２４８－００５７    

【月～金】10：00～16：00【8/13～15、12/30～1/3、土・日曜日・祝日は休みです】 

略号一覧（Mはミーティングの略です） 

（C）クローズト M、本人のみ （BB）ビッグブック M （S）ステップ M 

（T）伝統 M （BU）グループのビジネス M （LS）リビングソーバーM 

（D）今日を新たに M （B）ビギナーM、初めてのひと向け （BS）ビギナーズ、ステップ M 

（バ）バースデイ M （O）オープン M,本人はもちろんどなたでも （OS）オープン、ステップ M 

（SP）スピーカーM （TH）テーマ M  

注※（O）オープン Mには医療、行政、家族の方等、本人以外の方も出席が出来ます。 

それ以外は、（C）クローズト Mであり本人だけの集まりとさせていただきます。 

 
※しばらく休止の福岡地区・ニューフロンティア G、宮崎地区・ともしび Gは紙面の都合上、割愛しました。 
再開の際はオフィスにご連絡ください。直ぐに再掲載いたします。 
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グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

福岡サンライズ 福岡市博多区千代５－１８－１ 

千鳥橋病院東館６Ｆ会議室 

（火）１９：００～２０：３０（O） テーマＭ 

第１火曜 １２＆１２ 第２火曜 ステップ 

サンライズ東 
福岡市東区雁の巣１－２６－１ 

雁の巣病院内  

(月)１９：００～２０：３０（O） 

第１ミーティング終了後(ＢＵ)２０：００～２１：００ 他（TH） 

(注意) 東端奥側のエレベータを使用して下さい。他は禁止 

ハーバー 

 

女性クローズドミーティング 

福岡市西区内浜１－４－３９ 

福岡市西市民センター 

（火）１９：００～２０：４０（O） テーマＭ 

毎月第１土曜 ビジネス （18：００～21：00）  

福岡市中央区荒戸３－３－３９ 

市民福祉プラザ（ふくふくプラザ） 

（水）１３：００～１６：００    時間変更になりました。 

（女性のみ参加できます） 

いとしま 

福岡県糸島市潤一丁目２２番１号 

健康福祉センター あごら 

（木）１９：００～２０：４０（O） テーマＭ 

第５木曜日 Ｑ＆Ａ・バースディ（Ｏ）  

福岡県糸島市潤一丁目２２番１号 

    健康福祉センター あごら 

第１土曜日 １８：００～２１：００(Ｏ) 

ビジネス 

福岡中央 
福岡市中央区荒戸３－３－３９  

市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）４階４０１号 

毎週（水）１９：００～２０：３０（O） テーマＭ 

第 1（水）17:00～18:50 ビジネス後通常ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 19:00～20:30 

第 5（水）バースデーＭ１９：００～２０：３０ 

西福岡ウィズユー 
福岡市早良区野芥２－３７４―１ 

西脇集会場 

（土）１９：００～２０：３０（O）第 1 土 終了後ビジネス  

  第一土曜１７：３０～ ビジネス 

博多新生 
福岡市博多区美野島２－５－３１ 

カトリック美野島協会内司牧センター 

（日）１８：００～１９：３０（O） 

第１・3・５（TH） 第２（S） 第４（T） 

福岡デイジー 
福岡市東区馬出４－８－２１ 

      カトリック箱崎教会  

（土）１９：３０～２１：００（Ｏ） 第１（Ｓ）第２（ＢＢ） 

第３（ＬＳ）第４（伝統）第５（ビギナーズステップ）  

久留米 
福岡県久留米市諏訪野町１８３０－６ 

えーるピア久留米２０４号 

（土）１０：００～１２：００ 

高宮ニューライフ 
福岡市南区高宮４－１０－３４ 

   カトリック高宮教会 

（水）１９：００～２０：４０（途中１０分休憩） 

第１・4・5 水：「今日を新たに」 

第 2 水：「ビルはこう思う」 第 3水：「12＆12」 

ウォームス 
福岡市西区戸切２丁目９番３９号 

    バプテスト野方キリスト教会 

（金）１９：００～２０：３０（O） 

 

Fukuoka International 
福岡市中央区大名 2 丁目 7番 7 号 

     カトリック大名町教会 

（金）１８：３０～１９：３０（Ｃ）   

   外国人の方を対象にした英語のみの特別ミーティン 

グですが、英語が話せない方の見学はＯＫです。 

福岡市まいづる 
福岡市中央区舞鶴２－５－１ 

     あいれふ８Ｆ 

毎週月曜日（Ｏ）１９：００～２０：３０テーマミーティング 

※祝・祭日も開いています。（年末年始休） 

ビッグブック福岡 

福岡市博多区山王１－１３－１０ 

     博多市民センター４Ｆ第３会議室 

（木）１９：００～２０：００ （Ｏ） 

   ビッグブック・ミーティング 

福岡市博多区美野島２－５－３１ 

カトリック美野島教会 司教センター 

第２・４・５ １９：００～２０：００ （Ｏ） 

 

シンプル 

福岡市博多区吉塚５－１７－４０ 

       吉塚カトリック教会 

（木）１９：００～２０：３０（Ｏ） 

      

 

福岡メッセージ 

福岡市中央区荒戸３丁目３番３９号 

   福岡市市民福祉プラザ 

（木）（土）１９：００～２０：３０（Ｏ） 

  ビッグブック・ミーティング  木曜日も開催します。 
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グループ名（会場名） 会場名・住所 曜日・時間・内容 

 

ＡＡカルム 

福岡市早良区城西２丁目３－２３ 

      ＳＤＡ福岡キリスト教会 

（日）１９：００～２０：３０（O） 

    

ムナカタ 
福岡県宗像市久原 180番地 

宗像市市民活動交流館（メイトム宗像） 

(金)１９：００～２０：３０（O）テーマ リビングソーバ 

最終金曜日ステップ伝統 第１金Ｍ終了後(Ｏ) ビジネス 

黒崎 

八幡西区三ヶ森４－６－１ 

      中尾市民センター                  

北九州市八幡西区黒崎３－１５－３ 

八幡西生涯学習センター・黒崎コムシティ 

（月）１９：００～２０：３０（Ｏ） 第１（Ｓ）（１～３）20:30～BU 

第３・第５テーマ  第２・第４リビングソーバー 

※第５週と祝日は左記会場です。 

小倉ライラック 

北九州市小倉北区大門１丁目６－４３ 

北九州市立生涯学習総合センター 
（木）１９：００～２０：３０ （Ｏ） 第１（Ｄ）（メダル） 

第２（Ｓ） 第３（ＢＢ） 第４（ＬＳ）（ＢＵ） 第５（Ｔ） 

（土）１９：００～２０：３０ （Ｏ） （D） 今日を新たに 

小倉南ラベンダー 

北九州市小倉南区北方２丁目１６－１０ 

北九州市立北方市民センター 

（金）１９：００～２０：３０ （O）  

第１（D） 第２（T） 第３（BB） 第４（S） 第５（ＴH） 

北九州市小倉北区大門１丁目６－４３ 

北九州市立生涯学習総合センター 

（月）１９：００～２０：３０ （Ｏ）   第１（T）（BU） 

第２（LＳ） 第３（S） 第４（ＢＢ） 第５（ＴＨ） 

福岡レズレクト 

福岡市中央区赤坂１丁目１４−２６ 

サンパウロ福岡宣教センター３Ｆ 

（火）１９：００～２０：３０（第５火、祝祭日は休み） （Ｏ） 

１２ステップを使用したオープンミーティング 

福岡市博多区三筑２－９－４ 

    三筑公民館 

（木）１９：００～２０：３０（第４木、祝祭日は休み） （Ｏ） 

１２ステップを使用したオープンミーティング 

福岡県久留米市諏訪野町１８３０－６  

えーるピア久留米 生涯学習センター 

（日）１５：４５～１７：１５（最終日曜日は休み） （Ｏ） 

１２ステップを使用したオープンミーティング 

福岡セレニティ 
福岡市東区千早４－２１－４５ 

福岡市立東市民センター（なみきスクエア） 

（木）１９：００～２０：３０（Ｏ） 

第１、３～５（ＴＨ） 第２（ＢＵ） 

八幡メッセージ 
北九州市八幡西区筒井４－７ 

カトリック黒崎教会 

（水）１９：００～２０：３０（O） 第 1、3、5 は（Ｃ）第 2、4 は（O） 

第 1（ＢＵ） 第 2（ＢＢ） 第 3（Ｓ）・５（Ｔ） 第 4（Ｄ orバ） 

リカバリー 
北九州市八幡西区八枝３丁目８番１号 

   八枝市民センター 

（火）１９：００～２０：３０（Ｏ） 

北九州 

北九州市八幡東区桃園４丁目１番１号 

      北九州市立平野市民センター 

北九州市八幡東区平野１丁目１番１号 

      北九州市八幡東生涯学習センター 

（水）１９：００～２０：３０ 第１週（ＢＢ） 第２週（Ｔ、ＢＵ） 

 第３週（ＬＳ） 第４週（Ｓ） 

第５週と水曜日が祝日の場合、左記に会場が変わります。 

第５週（ＴＨ） 

福岡グレイス 

田川市平松町３番３６号 

田川文化センター・田川青少年ホール 

福岡県行橋市大橋１－９－２６ 

      行橋市中央公民館 

北九州市小倉北区香春口１－３－１ 

小倉カトリック教会 

第１・第３・第５土曜日 １５：００～１６：３０ （Ｏ） 

第１（S）  第３（ＢＢ）  第５（TＨ／ＢＵ） 

（月） １８：３０～２０：００（Ｏ）テーマミーティング 

第一日曜日のミーティングは毎週月曜日に変更になりまし。 

第２・第４土曜日 １５：００～１６：３０ （O） 

第２（ＢＢ／Ｄ） 第４（Ｓ／Ｔ） 

筑豊（出会いの郷） 

福岡県田川市大字伊田２５５０－１ 

   田川市民会館 

（水）１９：００～２０：３０ （O） 

第１・３・５（Ｔ） 第２（ＬＳ）、４（ＢＢ） 

福岡県田川市大字夏吉１４２ 

一本松すずかけ病院内 

毎週土曜日 １８：３０～１９：３０ 

第１・３・５（ＴＨ） 第２、４（ＬＳ） 

小倉ビッグブック 
北九州市小倉北区堺町２－４－２４ 

小倉中央市民センター 

（水）１９：３０～２０：３０（祝日休）  （Ｃ／禁煙） 

   ＢＢミーティング   

 

小倉キー 

北九州市小倉北区大手町 11 番 4号 

   北九州市立男女共同参画センタームーブ 

（日）１８：００～１９：００（Ｏ） 

ビッグブック・ミーティング（最終週はＴ） 

北九州市小倉北区香春口１－３－１ 

   小倉カトリック教会 

第１・３・５（火） テーマミーティング 

み空 

 
み空女性ミーティング 

北九州市八幡西区北鷹見町１３－１０ 

   八幡西生涯学習総合センター・折尾分館 

      オリオンプラザビル内４階 

（土）１３：００～１４：３０ （Ｏ） 

第 1、2（ＢＢ） 第 3、4（１２＆１２） 第 5（バースデー） 

北九州市八幡西区黒崎３－１５－３ 

八幡西生涯学習総合センター・コムシティー内３階 

毎週火曜日 19:00～20:30（Ｃ） テーマミーティング 

（女性のみ参加できます） 

福岡飯塚 
飯塚市新飯塚２０－３０  飯塚市立・立岩公民館 (火)１９：００～２０：３０ （Ｏ）テーマミーティング 

福岡県田川市大字夏吉１４２ 

一本松すずかけ病院内 

(土)１８：３０～１９：３０（Ｏ）テーマミーティング 


