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編集者から、ひとこと

世界中で
読まれている
NAの定期刊行物

NA Way マガジン は、ナルコティクス アノニマスのメンバー
のための雑誌であるため、英語、ペルシャ語、フランス語、ド
イツ語、ポルトガル語、スペイン語など、さまざまな言語で出
版されている。そしてこの雑誌の使命は、ひとりひとりのメン
バーに回復とサービスに関する情報を提供することであり、そ
こには回復にまつわる喜びだけでなく、現在NAで問題となっ
ていることや世界中のNAメンバーのだれにとっても見過ごせ
ないイベントなども取り上げている。編集スタッフはこのよう
な使命に従い、世界中のメンバーが特集記事をはじめとするさ
まざまな記事を書いて、自由に載せられる雑誌にしようとする
のはもちろん、現在行われているサービスやコンベンションに
関する情報を提供することにも力を注いでいる。だが、これが
定期的にメンバーに届く雑誌であるからには何よりもまず、『
アディクトであれば、どんなアディクトであっても、薬物を使
うのをやめることができ、使いたいという欲求も消え、新しい
生き方を見いだすことができる』というNAの回復のメッセー
ジをたたえることにこそ力を注ぐ

NA World Services, Inc.
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409 USA
Telephone: (818) 773-9999
Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org
NA Way マガジン では、読者のみなさんが参加されるの
をお待ちしている。この年に４回発行される定期刊行物によっ
て、ぜひ、世界中の仲間たちと分かち合いをしていただきた
い。回復するなかでの経験はもちろんのこと、NAのさまざま
なことに関する意見や、これからの課題などについても投稿
をお待ちしている。ただし、投稿された原稿はどれもみな、ナ
ルコティクス アノニマス ワールドサービス社に所有権がある
ものとされる。購読の予約、編集に対する意見のほか、著作権
など実務的なことでの相談は、PO BOX 9999, Van Nuys, CA
91409-9099 にお問い合わせいただきたい。
NA Way マガジン は、NAメンバーがそれぞれに自分で
経験したことや自分なりの意見を紹介する雑誌である。ここ
にはNA全体の意見は表明されていない。そしてもちろん、ナ
ルコティクス アノニマス、NA Way マガジンまたはナルコテ
ィクス アノニマス ワールドサービス社によって支持されてい
ると受け取れるような記事も掲載されてはいない。また、イ
ンターネットからNA Way マガジンを配信することを希望す
る場合には、上記のアドレスに手紙をいただくか、naway@
na.orgにeメールをいただきたい。
NA Way マガジン（The NA Way Magazine： ISSN
1046-5421）、NA Way（The NA Way）、ナルコティクス
アノニマス（Narcotics Anonymous）、この３つは、ナルコ
ティクス アノニマス ワールドサービス社のトレードマークと
して商標登録されている。NA Way マガジン は、ナルコティク
ス アノニマス ワールドサービス社（19737 Nordhoff Place,
Chatsworth, CA 91311）によって、年に４回発行される。
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ワールドサービスオフィスの壁や通路は、NAに関する見事なアート作品や記念の品
々が飾られている。どれもこれも、世界中の仲間たちから送られてきたものだ。オフィ
スの見学に訪れるメンバーたちは、各国の言語で書かれた「ステップと伝統」が両壁に
ずらっと並んでいる廊下を進みながら、あるいはジミー・Kの資料保管庫から展示され
ているNA創設時のオリジナル・ロゴに目をとめて、写真を撮ったり、質問をしたり、
ときには涙を流したりしている。
先月、リオデジャネイロで開かれたWCNA 36では、何千ものNAメンバーたちがNA
の世界的な広がりを目の当たりにした。それは現地ばかりのことではなく、自宅の居間
や、ホームグループや、イベント会場にいながら「参加する」ことによってのことでも
あった。もちろん、これまでも日曜の朝のミーティングに電話でつながれば、世界中の
仲間がそろってユニティデイを祝うことができたが、今年はそれだけでは終わらなかっ
た。メインミーティングが4回とも、インターネットを通じて無料で音声生中継された
のだ。この初めての試みによってインターネットでの参加者が加わり、現地の参加者と
あわせて約25,000人がコンベンションに参加したとみられている。
しかし、こうやってユニティデイとWCNAのことをチラッとお知らせしただけでは、
何も語ったことにはならないので、10月号ではWCNAに関する記事を少しでも多く掲
載しよう。そこには、いつも気になる数字や事実を盛り込んでいく。
では、今月号をお楽しみいただきたい。とくにインターネット版は読み応えがあるだ
ろう。そうして誌面を通してNAのサービスと回復にまつわる経験を世界中の仲間たち
とわかちあううちに、みなさんもふと疑問が生じたり、アイデアがわいたり、涙を誘わ
れたりすることになるかもしれない。

今月号の掲載記事
特集記事
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＜表紙の写真＞ パトリシオ・M（アルゼンチン／ブエノスアイレス）
NA Way マガジン では、読者のみなさんからのお便りをお待ちしている。掲載され
た記事に対する感想はもちろん、NAという集まりのなかで取り上げられている問題につ
いてひとつの考え方を示すにすぎないものであっても、エディター宛に送っていただき
たい。250字以内にまとまっていれば、そのまま編集の手を加えずに掲載されることに
なっている。お便りには、本名、現在使われている住所および電話番号を明記すること
をお忘れなく。掲載される場合には、アノニマスでという希望がないかぎり、ファース
トネームと苗字のイニシャルを署名として用いることになる。

またひとつ、NAで初めてのこと:
音声による生中継
６月11日の火曜日はいつもと変わらぬ穏やかな夏の日で、私は車で帰宅した。家について、服を着替え、夕飯
の支度をする。おっと、いけない。今年のWCNAではメインミーティングが４回とも生中継されるんだった。そ
ろそろ、開会式が始まるぞ。あわてて中継のページに接続すると、いつも利用しているソーシャルメディアのサ
イトにつながった。世界中のNAの仲間と合流し、みんなでチャットをしながら、NAの歴史でも初めてのライブ
中継を堪能した。これぞ、まさにテクノロジーの恩恵だ。
メインミーティングのスピーカーが登場した。その話に耳を傾けながら、私はこれまでに何度となく経験したNA
で「初めてのこと」を考えていた。なにせ、私がクリーンになったのは、前世紀のことだ。パソコンも携帯もなか
った時代で、サービスミーティングではタイプライターを使うのがあたりまえだった。そうして当時の記憶がよみ
がえっていく。初めて出席したミーティングのこと。NAのミーティングが週に７回開かれるようになったことが告
げられ、これで私たちのNAでも90日間毎日ミーティングに出席することができるとわかった日のこと。初めて携
帯からスポンサーに電話したこと。初めてパソコンで「NA」を検索し、できたてのホームページをスクロールした
こと。インターネット時代の幕開けだった。そこからまた、私の記憶は1984年にさかのぼる。あの年に初めて郵送
されてきたNA Wayマガジンによって、カリフォルニア、ネブラスカ、英国と、あちこちで次々とNAが誕生してい
るのがわかり、世界中の仲間たちとのつながりを感じたことをあらためて思い出した。そういえば、初めてWCNA
に参加したのも1984年だった。そして今夜のことも、またひとつ、「初めてのこと」として記憶に刻まれた。
そうこうするうちに、パソコンには、メンバーたちがコンベンションから投稿してくる画像（バナー、Tシャツ、
会場、コンベンションセンターにずらっと並んだ椅子の列、なつかしい顔ぶれ）が映し出され、私はそれにあわせ
て画面を行きつ戻りつしていた。仲間の投稿にざっと目を通しながら、ネットの音声接続を操作する。私たちが待
つ間、コンベンションセンターには、気にならない程度にラテンミュージックが流れている。さぁ、いよいよだ。
お静かにというお決まりの呼びかけがあって、オリジナルグッズの販売開始時間など、コンベンションならではの
お知らせが延々と続き、ついに世界中でおなじみの黙とうの瞬間がやってきた。
そして、参加国の紹介が始まると、まさに身体にビリビリと電気が走る。ついに、WCNAが始まったのだ。私た
ちは、ソーシャルメディアのページでもネット参加者同士で出身地の紹介をした。アイルランド、テネシー、オク
ラホマ、ワシントン、コネティカット、カリフォルニア、カナダと、続々と名乗りを上げていく。それはもう、い
ろんなところから仲間が参加していた。それとともに、メインミーティングは進んでいき、『ホワイトブック』の
一節がロシア語、ポルトガル語、英語で読み上げられたあと、世界中から選ばれたスピーカーのわかちあいが始ま
った。ほんとうに、NAっていうのは回復の道を歩むアディクトの世界的な集まりなのだ。
初日の夜の中継は、音質が理想的ではな
く、微調整しなければならなかった（きっ
と、マイクロフォンに問題があったのだろ
う。金曜、土曜、日曜と、ミーティングの
回を追うごとに、音質はうまく調節される
ようになった）が、この生中継をネット経
由で聞いている私たちはそんなことにおか
まいなく、オンラインのNAを誕生させるこ
とによってコンベンションに全面参加するこ
とになった。私たちは、ミーティングが始ま
ってから終わるまでずっとチャットでやりと
りをしていたので（これは見方によっては、
ミーティングの最中にメールをすることや、
クロストーキング［人の話に割り込むこと］
になってしまうが）、チャットで聞き慣れた
言葉を書き込みながら、涙マークを入れ、感
謝の気持ちを表し、おなじみの顔文字を打ち
込みつつ、私たちなりに拍手をしたりハグを
したりしながら、お互いを認め合っていたの
だ。そうやって、私たちはしっかりつながり

Photo: Unity Day 2015—Bonner S, Washington, USA
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ながら歴史的な方法でお互いのきずなを
深めていった。ささいな不具合があった
としても、こうやって私たちをひとつに
してくれるのだから、まさにテクノロジ
ーさまさまだ。そもそも私たちは新しも
の好きなのだし、だれかが一番手になる
しかない。そうだ、「初めてのこと」は
いくらでもあるのだから、これからもど
んどん試していこう。そうやって歩みを
止めずにいきたいものだ。NAにつなが
って、ほんとうによかったよ。
リッチ・W（アメリカ合衆国／サウスカ
ロライナ）

WCNA 36 &
2015年 ユニティデイ
マハロ！
日曜の朝、リオのWCNA 36で閉会式がはじまると、マウイの自宅でくつろいでいる
わたしたちのもとに歌声が響き、会場の熱気が伝わってきたのです。なんとも感動的な
瞬間でした。音声によるライブ中継がされたことに、心から感謝しています。わたした
ちは今回のワールドコンベンションへの参加を見送らなければならず、さみしい思いを
していたのですが、あの音声によるインターネットの生中継によって一体感を感じるこ
とができたのです。アロハ（では、お元気で）！
シャロン ＆ チャーリー・Q（アメリカ合衆国／ハワイ）

インターネットによる音声中継
WCNAのミーティング

シャローム（みなさん、こんにちは）。 イスラエルのツファットに暮らして回復の
道を歩むアディクトたちから、愛とハグを送ります。私たちは、日曜にブラジルで開か
れたミーティングを、このイスラエルの地で見事な日没を眺めながら聞かせてもらいま
した。私たちのグループはとても小さいのです。それが、小高い山のふもとにある家の
ポーチ（玄関先）に座ったまま、沈みゆく夕日とともに世界中の仲間たちとひとつにな
れるなんて、すごいことですよね。NAワールドサービスのみなさん、ほんとうにあり
がとう。こんなことが可能になったのも、みなさんがテクノロジーを駆使してくれたお
かげです。それによってメッセージが運ばれ、世界がひとつにつながったから、私たち
もブラジルだけでなく世界中のアディクトたちと一緒に回復というスピリチュアルな経
験をすることができました。そしてミーティングの前と後には、ソーシャルメディアで
も、世界中で回復の道を歩むアディクトたちとわかちあうことで回復を祝うイベント
参加したのです。旅をする余裕がない人たち
や、健康がすぐれないなどさまざまな問題が
あって旅ができない人たちが、これでもう仲
間はずれになっていると感じることはない。
つまり、NAのワールドコンベンションには
本当に世界中の仲間が参加するってことにな
るんです！
感謝の気持ちで回復の道を歩むアディクト
（イスラエル／ツファット）

2015年のユニティデイを祝って、
持ち寄りの朝食会を終えたあと。
ワシントン州ブレマートン
ワシントン／ノーザン アイダホ リージ
ョン ウェスト・ピュージェット・サウ
ンド エリア、
ボナー・S（アメリカ合衆国／ワシント
ン）
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世界をめぐる旅

俺は、2014年のワールド サービス コンファ
レンスでネルソンと出会った。ふたりとも、そ
れぞれのリージョンの資金を調達するために、
ワールドマーケットで商品（グッズ）の販売を
Photo: Roseanne S, Utah, USA
していた。ネルソンは英語がほとんど話せな
かったし、俺もポルトガル語なんてわからなかったが、俺たちはなんとかTシャツを交

換し合うことができた。それで、もう一
生会うこともないままになってもおかし
くはなかったのに・・・・・・場面は変
わって１年とちょっと過ぎたころ、俺た
ちはそろいもそろってWCNA 36に来て
いて、再会するなりがっしりとハグし合
っていた。そして翻訳アプリの助けを借
りながらではあるが、ネルソンはミーテ
ィングで話をすることになっていると教
えてくれたので、俺もそのミーティング
に行くことにした。今回のWCNAはバイ
リンガル（２カ国語）で行われていたか
ら、ネルソンの話が聞けるってわけだ。
俺がどうにか時間通りにミーティング
が行われる部屋にたどりつくと、ちょう
どミーティングが始まるところで、ネル
ソンは部屋の前の方に座っていた。ま
だ、もう一度ハグするぐらいの時間はあ
る。だが、なんとか間に合ったのはいい
が、その会場には翻訳のヘッドセットが
なかった。これは、ポルトガル語による
ミーティングだったのだ。しかたないか
ら席に着いて、耳を傾けていると、ネル
ソンが話している言葉はわからないの
に、そのわかちあいからは愛と情熱があ
ふれんばかりに伝わってきた。俺は泣け
てきた。そんなこと、回復の旅をしてい
れば初めてってわけでもないし、まして
ワールドコンベンションともなれば、当
然の成り行きだったのだ。
ミーティングの終わりには、みん
なで輪になって「平安の祈り」を唱え
た。もちろん、この祈りもやはり俺の話
す言葉で唱えられたわけじゃないから、
俺はだまって耳を澄ませた。情熱の度合
いは、部屋にいる全員の声で高まった。
震えがくるってああいうことなんだろう
か。俺の両腕の毛が逆立っていた。いや
はや、たまげた。俺はまたもや、泣けて
きた。NAのワールドコンベンションに
参加するのは今回が初めてだったけど、
もうすっかり病みつきになってしまっ
たよ。
ロジャー・S（ニュージーランド／ク
ライストチャーチ）

回復は
絵空事ではない

ここでまず、「ミーティング レクレイ
オ」で出会ったメンバーたちに感謝の気
持ちを伝えたい。ぼくはミーティングを
探しているうちに迷ってしまい、若いカ
ップルに道をたずねた。幸い、女性の方
がフランス語を話せたので、来た道を引
き返せばいいと教えてくれた。そして行
き先にある建物をながめながら歩くうち
に、ようやくナルコティクス アノニマ
スのサインが見えた。心からの歓迎。ま

写真： パトリシオ・M（アルゼンチン／ブエノスアイレス）

さに、NAのミーティング場にいるんだって思えたよ。
通訳してくれる人がいなければ、メンバーが話していることは理解できなかったけ
ど、自分と同じ回復への渇きと情熱がつたわってきた。それは、どの国のアディクトに
も必ずみられるものだからね。ミーティングは、２時間以上続いた。そう、読み間違え
でも何でもなく、まさに２時間以上。メンバーひとりひとりに話す権利があった。しか
も、ミーティングの間にメンバーが何度か部屋をまわって、コーヒーやビスケットまで
もてなしてくれたんだ。すごい！
ぼくが話す番になると、フランス語を話せるメンバーが通訳をしてくれた。そして、
とうとうミーティングが終わり、ぼくは何人かのメンバーの輪に加わって、このエリア
の代表的なブラジル料理であるタピオカ（詰め物をしたパン）をいただいてから、自分
のアパートに帰った。「ミーティング レクレイオ」のみなさん、オブリガート・ポエ
ステ・ベロ・プレゼンテ（ポルトガル語）。メルシー・ポゥースー・ブケドゥ（フラン
ス語）。こんな素晴らしい贈り物をいただいたことに、心から感謝しています。
アラン・F（カナダ／ケベック）

感謝の気持ちをこめて

あたしたちはユタ州のセント・ジョージで、世界中の仲間たちとユニティデイを祝っ
たの。このイベントにはニューカマー（新しい仲間）がたくさんいたし、実のところ、
ユニティデイに電話でつながるのはあたしたちのエリアでは初めてのことだったのよ。
この日の参加者のなかには、これまで一度もNAのコンベンションというものに参加し
たことがないメンバーもいたわ（ただし、ユニティデイが終われば、次の週末に第８回
サザン ユタ エリアコンベンションが開催されることになっていたので、近々経験でき
るチャンスがあった）。ブラジルからの中継では、スピーカーの仲間も、だれもかれも
が、素晴らしかった。この日の参加者は70人。そのなかには、２つの治療施設から参加
した仲間たちもいた。みんなで自由をわかちあう素晴らしい一日になったわ。
ロザン・S（アメリカ合衆国／ユタ）

Click here for WCNA Merchandise updates
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WCNA 36 — ブラジル、リオデジャネイロ

WCNAとユニティデイの写真：
ベレン（ブラジル）、ブエノスアイレス（アルゼンチン）、カリフォルニア、ユタ、
ワシントン（アメリカ合衆国）、ハートフォードシャー（英国）
みなさんのご協力に感謝します。
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無条件の愛

N

Aという仲間の集まりにつながったときのおれ
は、心がまえも動機もまったくなっていなかっ
た。おふくろや子どもたちに追い出されること
になるんじゃないかと、思いわずらうことなく使う方
法がわかればよかったんだ。おれは、おふくろや子ど
もたちから疎（うと）んじられ、孫のそばをうろつく
のも嫌がられていた。そして、そうやっておれのこと
を邪魔者扱いにするおふくろや子どもたちに腹を立て
ていた。そのときには、自分がアディクトだとわかっ
ていたし、自分の人生のみならず、家族の人生もメチ
ャクチャにしたのだということも承知していたが、お
れは怒りと否認から抜け出せずにいたために、そんな
ことはすぐに頭に浮かばなかった。おれが傷つけてい
たのは自分自身だけで、しかもおれが使っていたのは
自分の金なんだから、どう使おうとおれの勝手だとい
う心境にあったんだ。
初めてNAのミーティングに出席したおれは、部屋の
隅の方に座って、ほかの連中に背を向けんばかりにし
ていた。なぜって、知り合いもいないし、集まってい
る連中も気に入らないし、おびえてもいたんだ。歓迎
のキータグをうけとるときになると、おれはアディク
トであると名乗るだけ名乗って、さっさと隅の席に戻
った。そんなおれの不安そうな表情をみて、回復の道を歩んでいるアディクトのひとりが席を立っておれのところへやっ
てくると、子どもを相手にするようにおれの手を取った。そしてほかのメンバーたちが囲んでいるテーブルまで導いて、
自分のとなりの席におれを座らせると、そっと耳打ちした。「もう２度と孤独になることはないんだ」。それこそ、NA
につながった甲斐があるというものだった。そのときにはわけがわからなかったが、おれは何かの一部になったような気
がしてきた。
次の夜に、おれはもう一度ミーティングに出席した。それによって、抱えていた不安が取り除かれた。会場に足を踏み
入れると、ひとりのアディクトがおれをつかまえてハグしてくれたんだ。そのことをおれは絶対に忘れないだろうし、今
日にいたってもなお大切にしている。この仲間は、おれをぎゅっと抱きしめると、背中をさすりながら言った。「大丈
夫、うまくいくさ」。そうはいってもなぁ、おれはそんなふうに男に抱きしめられるのはどうも苦手だった。何度か身体
を引き離そうとしたんだが、この仲間はどうしてもおれを離してくれなかった。おれのなかにある不安を感じ取っていた
んだろう。だから、ああやってギュッと抱きしめることで、おれのなかから不安を絞り出してくれたんだ。そうにちがい
ないと、今でも思っている。
あのときにはわからなかったが、おれが歩みを止めないでいるために必要な希望を与えてくれたのは、この二人のアデ
ィクトだったのだ。なんであんなことをしてくれたのか、おれにどうしてほしかったんだろう。おれがそうたずねると、
二人とも口をそろえてこう言っていた。自分はほかの人からしてもらったことをしたまでだし、だから、おれがクリーン
でいられるようになって、いつの日か同じようにおびえた新しい仲間のためにおれが同じことをしてくれたらいいなと思
っているってね。そのおれも、今では新しい仲間がくると同じことをするようになっている。自分に惜しみなく与えられ
たものをお返ししているってわけだ。つまり、無条件の愛といっても、今の俺にわかるのは「自分を愛せるようになるま
で、仲間に愛してもらおう」ということなのさ。
トミー・A（アメリカ合衆国／ペンシルバニア）
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自分の理解する
ハイヤーパワー

ハイヤーパワーとは、いったいどうい
うものなのか。それを明らかにしよう
と、みんながさまざまに推測をめぐらせ
て、ああでもないこうでもないと言って
いる。でも、ぼくはそんなことに価値が
あるとは思えない。回復の道を歩むうえ
で重要なのは、むしろ２番目のステップ
で示されていることをそのままそっくり
受け入れることだろう。だから、ハイヤ
ーパワーというのは、ぼくのことを愛し
てくれるし、自分のことをまかせておけ
るし、ぼくよりずっと力のあるものな
んだ。
つまり、ハイヤーパワーが愛してくれ
るからこそ、ぼくは自分のことや、ほか
の人たちや、いろんな事情や状況を、裁
いたり変えようとしたり自分の思い通り
にしようとせず、あるがままに受け入れ
ることができるんだ。
そして、ハイヤーパワーにおまかせし
ていると、自分のためになることをしよ
うという気持ちや、ほかの人たちに（行
動の仕方や考え方や生き方が自分とは異
なっていても）心を向けていこうという
気持ちや、愛する人たちが生きやすい世
界を残すために自分の時間を使おうとい
う気持ちが、ぼくのなかに芽生えてく
る。
しかも、ハイヤーパワーには計り知れ
ないほどの優れた影響力があるから、ぼ
くの思考や行動を向上させてくれる。だ
から、ぼくは自分の本性に逆らってでも
健全な判断力を働かせるようになり、ま
ともなやり方で行動しようという気にさ
せられるというわけだ。
ぼくが言葉で明らかにしなくたって、
ハイヤーパワーはぼくを通して働いてい
るので、ぼくは自分がつねに幸せである
と同時に、周囲の人たちや自分をとりま
く世界も幸福に包まれるようなやり方で
行動できる。要するに、何も考えずにお
任せしていれば、ぼくは自然に自分を捨
てて正しく行動できるということだ。

イェザス・G
（メキシコ／コアウイラ）
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降伏は、自然な流れ

やぁ、みんな。俺はイランのアディクトで、セイドだ。クリーンになって、
今日で８年と11ヶ月と19日。生きるために使い、使うために生きていたころと
比べたら、えらい変わりようだ。人生はもう使って生きるものではなくなった
し、NAにいれば人の役に立つ人間にしてもらえる。そして実際に、役に立つこ
とをしていると、自分がこれまでとはちがう生き方をしているという確かな手
応えが感じられる。俺は、かけがえのないものをいただいたんだ。もう夢を見
たりはしない。夢のようなことが現実になっているからだ。俺の場合、NAのサ
ービスは自分の意志を明け渡すものだ。NAのような仲間の集まりのなかでは、
負けを認めるのも悪いことじゃない。それが、結局、俺たちのためになるから
だ。降伏っていうのは、うんざりすることや弱くなることだと錯覚するかもしれ
ないが、自分の意見や意志ではなく、NAの原理（行動指針）にもとづいて俺た
ちが行動していれば、いつのまにか降伏しようっていう気持ちになっていくも
のだ。そうして自分の意見も、自分の意志も、次々と明け渡していけば、俺は
役に立てるってわけだ。それも仲間がいるからだし、NAあってのことなんだ。
セイド・N（イラン／バンダルアッバス）

復興への歩み

2015年の4月25日に、カトマンズ エリアはマグニチュード７.８の地震に襲
われて大きな被害を受けました。それ以来、絶え間なく余震が続き、6月の末
現在で4,000回を数えています。
最初の地震が襲ってきたとき、ASC（エリアサービス委員会）のオフィスで
はコンベンションに関する最終的な打ち合わせが行われていました。幸い、こ
の会議に出席していたメンバーたちは軽い怪我ですみましたが、地震による被
害のため、2015年の5月1日〜3日に開催される予定だったコンベンションを
主催することはできませんでした。このイベントにかかる経費の大半がすでに
支払われていたため、私たちは大金を失ったのです。
地震に襲われるまで、カトマンズでは毎週23回のNAミーティングが開かれて
いましたが、現在では週に12回がやっとです。しかも会場にしていた建物が壊
れてしまったため、ほとんどが屋外で開かれています。ただし、これから台風
のシーズンをむかえ、屋外のミーティングの多くは開くことができないかもし
れないので、そうなると週に６回か７回のミーティングにとどまるでしょう。
このほか、私たちのＨ＆Ｉ（病院施設）によるサービスも地震発生後に中止さ
れてしまったので、エリアのサービス委員会によるプロジェクトを進めること
ができなくなってしまいました。しかし、このような困難のなかでも私たちの
希望は今も生きています。それも、世界中の仲間たちが支援と寄付を提供しつ
つ、私たちのことを思って祈り続けてくれたおかげです。みなさん、ほんとう
にありがとうございました。
スーヤス・R（ネパール／カトマンズ）

2015 メンバーシップ調査
私たちは、2年ごとにメンバーについての情報を集めていますが、またその時期がやってき
ました！ なぜそんな情報を集めるのか、どんな使われ方をするのか、疑問を持つ仲間もいる
ことでしょう。ＮＡＷＳ（ＮＡワールドサービス）の未来像についての声明に書かれた目標
のひとつに、ＮＡが「回復への実行可能なプログラム」だと見てもらえるようになることが
あります。リオデジャネイロのワールドコンベンションに参加しているさまざまな国のメン
バーと、それぞれに地元で協力してくれる世界中のメンバーたちのおかげで、この機会に、
私たちが回復に向けた実行可能な評価の高い社会資源であることを、確実に示すことができ
るのです。またこういうかたちで私たちのことを示すことで、ほかの人たちにも、自分もま
た回復できるのだという希望を持ってもらうことができるでしょう。みなさまひとりひとり
がどうかこのサーベイのことを仲間に広めてくださることを願っています。世界中のできる
だけ多くのＮＡメンバーの参加を期待しています。

1a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
1b.

2.
a.
b.
c.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

居住国 (ひとつだけ選んでチェックを入れてください)

£ ブラジル
 USA
£ カナダ
£ 英国
£ アルゼンチン
£ ウルグアイ
£ ロシア
£ その他:
____________________________
State/Province of residence (if applicable)
___________________________________
性別
£ 男性
£ 女性
£ その他:
____________________________
年齢 ______ 歳

人種
£ 黒人 (アフリカ系)
£ 白人 (コーカサス系、またはヨーロッパ系)
£ ラテン・アメリカ人、ヒスパニック
£ アジア人 (インド亜大陸を含む)、もしく
は太平洋諸島系
£ 先住民
£ さまざまな人種の血をもっている
£ その他: ____________________________

5. 最終学歴
a. £ 高校/中学校
b. £ 職業専門学校/2 年課程
c. £ カレッジ/大学の学位
d. £ 上級学位
e. £ 上のどれにも当てはまらない
6a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

雇用状況 (ひとつだけ選んでください)
£ 家事 (7a に進んでください)
£ フルタイムで勤務
£ パートタイムで勤務
£ 現役引退（7a に進んでください）
£ 失業中 (7a に進んでください)
£ 学生

6b.
a.
b.
c.
d.
e.
d.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

主な仕事の種類 (ひとつだけ選んでください)
£マネージャー／役員
£ 教育者
£ 医療／保健専門家
£ アディクション治療の専門家
£ その他の専門家 (行政、金融、等)
£ 技術者／IT専門家
£セールス／マーケティング
£職人／熟練工／小売業
£ 労働者／サービス業
£ 事務／管理補佐
£ 運送業
£ その他 (自営業を含む)
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7a.
a.
b.

現在、スポンサーがいますか?
£ はい
£ いいえ

7b.
a.
b.

だれかのスポンサーをしていますか?
£ はい
£ いいえ

8. NAでどんなサーヒスを担当していますか?
(当てはまるものはいくつでも)
a. £病院施設（H&I）
b. £ 広報活動（PI／PR）および電話サーヒス
c. £ ミーティンク（セクレタリー、会計、コー
ヒー係、等）
d. £ エリアサーヒス
e. £ リージョナルサーヒス
f. £ ワールドサーヒス
g. £ やっていない
9. NA ミーティンクにはとのくらい参加していま
すか? （ひとつたけ選んで答えてくたさい）
□ 週に： _______ 回
□ 月に： _______ 回
□ 年に： _______ 回
10a. NA 以外の12ステップクルーフのミーティンクに
も参加していますか?
a. £ Yはい （10ｂへ進んでください）
b. £いいえ （11へ進んでください)
10b. どの12ステッフクルーフですか?
(当てはまるものはいくつても)
a.  AA
b.  CA
c.  GA
d.  OA
e.  Nar-Anon
f.  Al-Anon
g.  Other: _________________________________
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家族のなかに、12ステップの回復プログラム
に取り組んでいる人がいますか?
12. £ はい
13. £ いいえ
12a. メインに使っていた薬物は?
(ひとつだけ選んでください)
11.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

£アルコール
£ 大麻（マリファナ、ハシシ、等）
£ コカイン
£クラック
£エクスタシー
£ 精神安定剤（クロノビン、バリウム、ザナックス、等）
£ 幻覚剤（LSD、PCP、等）
£ 吸入薬（接着剤、亜酸化窒素、等）
£ 鎮静剤(ヘロイン、モルヒネ、等)
£ オピオイド（オキシコドン、バイコディン、フェンタニ

k.
l.
m.
n.

£ 覚醒剤（スピード、クリスタルメタ、等）
£ メタドン／ブプレノルフィン
£ 処方薬
□その他: _______________________________

ル、等）

12b. それ以外に、時を選ばず、いつも使っていた薬物は?
(当てはまるものはいくつでも)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

£アルコール
£ 大麻（マリファナ、ハシシ、等）
£ コカイン
£クラック
£エクスタシー
£ 精神安定剤（クロノビン、バリウム、ザナックス、等）
£ 幻覚剤（LSD、PCP、等）
£ 吸入薬（接着剤、亜酸化窒素、等）
£ 鎮静剤(ヘロイン、モルヒネ、等)
£ オピオイド（オキシコドン、バイコディン、フェンタニ

k.
l.
m.
n.

£ 覚醒剤（スピード、クリスタルメタ、等）
£ メタドン／ブプレノルフィン
£ 処方薬
□その他: _______________________________

ル、等）

13.

クリーンになった日は?

17. NAに続けて来てみたいと思ったのは? (いくつ
でも)
a. □ ミーティングに参加していたメンバーと、
自分も同じだという共感を持ったから
14. 初めて NA ミーティングに出たのは?
b. □ 温かく迎え、支えてくれたグループ
c. □ スポンサー
__________
_________
d. □ NA文献
月
年
e. □ サービスの役割を引き受けたこと
f. □ 他のNAメンバー
15a. NAで回復の道を歩みようになってから、これまでにリラプ
g. □ その他: ____________________________
スしたこと（再び薬物を使ってしまったこと）がありますか？
_______
月

a.
b.

________
日

_________
年

£ はい（15b. に進んでください）
£ いいえ（16. に進んでください）

15b. リラプスしたのは、何回ですか？_____
15c. リラプスしたときに、あなたは・・・
a.
b.
c.

£ きちんとミーティングに通っていた？
£ スポンサーと欠かさずに連絡をとっていた？
£ NAのサービスに関わっていた？

16.

あなたを、はじめてミーティングに出てみよう
という気持ちにさせたのは? もっとも影響力が
あったと思われるものを3つ選んでください。
（3つのみ）
a. □ NA メンバー
b. □ NA文献
c. □ 矯正施設
d. □ ナラノン・メンバー
e. □ AA メンバーまたは AA グループ
f. □ 治療施設/カウンセリング機関
g. □ 家族
h. □ NA以外の友人や近くに住んでいる人
i. □ 医療サービスを行っている人
j. □ 裁判所の命令/ドラッグ裁判所
k. □ 保護観察官
l. □ 雇い主または同僚
m. □ 新聞、雑誌、ラジオ、テレビ
n. □ 聖職者
o. □ スクールカウンセラー、教師、学校理事
p. □ その他:_____________________________

18. クリーンになり、クリーンを続けるにあたって、最初に出
たミ ーティングはどのぐらい大事だと思いますか? (1番の「ぜ
んぜん」から 5 番の「とても大事」までのなかで、あなたは
どのあたりを考えているか、あてはまるところを○で囲んで
ください)
1
2
3
4
5
ぜんぜん
とても大事
19.

NAで回復を始める前、あなたは・・・ (当てはま
るものはいくつでも)
a. □ 就職していた?
b. □ 自分の住まいを手放さずにすんだ?
c. □ 家族を養うことができた?
d. □ 家族との関係を続けていた?
e. □ 責任をともなう親密な関係を持ち続ける
ことができた?
f. □ 上のどれにも当てはまらない

20.

NA につながった後、あなたの生活でよくなっ
たのは? (当てはまるものはいくつでも)
a. □ 安定した住まい
b. □ 雇用
c. □ 教育の向上
d. □ 社会とのつながり
e. □ 家族関係
f. □ 趣味／関心
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21a.
a.
b.
c.

あなたは今、処方された薬を服用していますか?
£ はい
£ いいえ
£ 答えたくない

21b. その処方薬を服用する理由は?
（当てはまるものはいくつでも）
a. □ 心の健康面の問題（うつ、不安神経症、
躁うつ、等）
b. □ 短期的な病状（外科手術、骨折、歯科治
療、等）
c. □ 慢性疾患（C型肝炎、エイズ、がん、
等）
d. □ 薬物の代替薬（メタドン、suboxone、ブ
プレノルフィン）
e. □ 内科の治療（血圧、甲状腺、ホルモン補
充、等）
f. □ その他:: _____________________________

紙版で配布されたアンケートは、回答を回収して、
ＮＡワールドサービス宛に郵送またはファクスで送信してください。
インターネットを利用する場合には、2015年10月4日までに以下のサイトで
回答をお願いします。
www.na.org/?ID=2015-survey
郵送またはファクスによる回答の〆切りは、2015年９月15日となっています。
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『伝統』に関する書籍のプロジェクト最新情報
「伝統」に関する書籍のプロジェクトでは、いよいよ最後となる見直し
の資料が公開されたことで私たちの作業にもさらに進展がみられた。「伝統７
」〜「伝統10」については5月の末に、そして「伝統11」および「伝統12」と
「あとがき」については7月1日に、それぞれ見直しの資料が公開された。各章
の原稿をはじめとする資料は、www.na.org/traditions で入手可能になってい
る（携帯の場合はhttp://m.na.org/traditions へアクセスしていただきたい）.

Traditions Book

Project
NAが
一丸となれば、
最良のNA文献が
つくれるだろう！

計画的な原稿の見直し作業

私たちはプロジェクトを意欲的なスケジュールで進めていくために、第３弾となる各
章の見直し資料を２段階にずらして公開することにした。こうすることで、私たちはわ
ずかながら余裕をもって最終章の見直し資料を準備することができたし、そのぶん各国
の文献見直しのグループや委員会でも原稿をゆっくり検討できるようになるというわけ
だ。それにしても、みなさんが時間を惜しまず念入りに読み込んで意見を提供してくだ
さることには頭が下がる。どうもお疲れさまでした。
「伝統７」〜「伝統10」に関する意見提供は8月31日で締め切り、「伝統11」およ
び「伝統12」と「あとがき」に関する意見提供は、9月30日で締め切りとする。
なお、みなさんからの意見提供はなるべく早めにしていただくように、くれぐれもお
願いする。資料を全部検討し終えるまで意見をためておく必要はないし、むしろ各章ご
とに（あるいは各節ごとにでも）送っていただける方が、こちらとしてはありがたい。
意見提供が早ければ早いほど、みなさんのアイデアを修正原稿に盛り込む時間が増える
からだ。コンファレンスの方針に従い、2015年には承認原稿が発表されて、コンファ
レンス アジェンダ レポート に添付されるだろう。
今回、R＆Iの資料を2部構成にしたことにより、全部で15週間ほどかけて7つの章（
「伝統7」から「伝統12」までの6章と「あとがき」の1章）を見直すということにな
る。つまり、ひとつの伝統ごとに検討する場合には一週おきのワークショップを計画で
きるし、一度に2つの伝統を検討する場合にはひと月おきにワークショップを計画でき
るということだ。前もって計画を立て、ワークショップの開催までに資料に目を通して
おくようにメンバーに呼びかければ、話し合いと意見収集を効率よく進めることができ
るだろう。
みなさんのご協力に、重ねて感謝します。

プロジェクトに関する掲示板も、ご利用ください。

http://disc.na.org/trads

意見提供の参考資料のほか、
プロジェクトに関する完全な詳細は、
以下のサイトをご覧ください。

www.na.org/traditions.

R＆Iの予定
直しと意見提供の締め切り
「伝統７」〜「伝統10」
2015年８月31日
「伝統11」~｢伝統12｣＆「あと
がき」
2015年９月30日
さらに詳しい情報は
www.na.org/traditionsをご覧
ください

世界中のメンバーから寄せられた意見は、
順序正しくまとめられて分類されたのち、本の内容に盛り込まれていく。
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フェローシップ ディベロップメント
ヨーロピアン サービス ラーニングデイ（ヨーロッパ サービス研修会）

ヨーロピアン サービス ラーニングデイのワークグループより、みなさんにごあい
さつします。私たちは第１回ESL（ヨーロピアン サービス ラーニングデイ）を終えたと
ころです。これはEDM（ヨーロッピアン デリゲート ミーティング）が過去20年ほどに
わたって開催を夢見たイベントで、ようやく実現にこぎつけることができました。その
ために、最終的にワークグループをひとつ結成するという提案がとりあげられ、結成さ
れたワークグループには、ドイツ、スウェーデン、フィンランド、クロアチア、イスラ
エルのメンバーが集まりました。そして、私たちは1年半にわたってインターネットに
よる会議を何度も開き、今回のイベントを一から計画していったのですが、何もかもが
素晴らしい結果に終わったことにもうただ驚くばかりです。
当日は、31ヵ国のメンバーと28のリージョン代表が経験と力と希望をわかちあうた
めに結集してくれました。このようなことはまったくEDM（ヨーロピアン デリゲートミ
ーティング）始まって以来のことで、これぞまさにフェローシップディベロップメント・
・・・・・つまり、私たちのゾーナルフォーラムであるEDMのあるべきかたちなのです。
参加してくださったみなさんには、心からお礼を申し上げます。そして開催まで
の長い道のりをとおしても、世界中の仲間たちから支援をいただいたことに、とても感
謝しています。おかげで、第1回のESLは大成功に終わりました。ESLの期間中には、イ
ンターネットによるビデオ会議を経由してノーザンカリフォルニア コンベンションのパ
ブリックリレーション（広報）に関するワークショップとリアルタイムでつながること
ができ、このようなかたちで直に協力関係が結べたことは本当にうれしいかぎりです。
第1回のESLは、これまでになかったほど広い範囲での本格的なフェローシップディ
ベロップメントになりました。これが、私たちのゾーンにあるそれぞれのNAにどのよう
な効果をもたらしていくのか。その報告が届くのを心待ちにしています。そして、EDM
のデリゲート（リージョン代表）たちがこのようなイベントを一度きりで終わらせたく
ないと思ってくれれば、もう一度ESLを企画して主催しようという意欲のあるメンバー
たちがあらわれるでしょう。そうなることを心から願っています。
こうしてEDMは歴史をつくったのです。その一端を担えたことは誇らしく、私た
ちは恵まれていると感じています。このようなサービスに関わらせていただいたこと
を、2015年度のESLワークグループを代表して感謝いたします。
ウド・B（ドイツ）およびベロニカ・B（スウェーデン）

ESL ESH（ヨーロッパサービス研修会による経験と力と希望）
僕は、ベルリンでのめくるめく3日間を経験したばかりだ。コーディネーターを務め
られたメンバーたちは5年もかけてこのようなイベントを企画してこられたのだから、本
当にお疲れさまでした。当日は、31ヵ国のメンバーと28のリージョン代表が集まった。
ワールドサービスコンファレンスからもメンバーが3人、週末を通してずっと参加してい
た。まさに、ESLはNAでサービスをしているありとあらゆる人たちによる経験と力と希
望の宝庫だった。僕は、FDUK（英国でのフェローシップディベロップメント）にかかわ
っていたので、ESLでは遠距離によるスポンサーシップに関するワークショップを開か
せてもらった。これは、EDUKが英国で始めたワークショップ
だが、ほかの国や地域で成長しつつあるNAや、自分たちのNA
にスポンサーシップによる経験が多くないエリアにも、役立つ
だろうと考えてのことだった。このほかにもさまざまなワーク
ショップが開催され、テーマも「しっかりしたホームグループ
をつくること」、「サービスシステム改革案」、Ｈ＆Ｉ（病院
施設）、「ＮＡの12の概念」、「ＮＡのワールドサービス」な
ど、挙げていけばきりがない。僕はこれまで、こんなに気さく
な雰囲気で力強さや情熱や真剣さの感じられるイベントには参
加したことがない。あの場の一体性は、驚くべきものだった。
このようなイベントがあればサービスは魅力的なものになるか
ら、参加者はみんなぜひとも、ＥＳＬでわかちあわれたＥＳＨ
（経験と力と希望）を自分の国に持ち帰ろうとするだろう。
アデ・Ｏ（英国／ウェイマス・ドーセット）
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強化された一体性
第1回ESL（ヨーロピアン サービス ラ
ーニングデイ）が開催されるちょうど3
週間前のことです。わたしはベルリンに
行くようにと、ＲＳＣから告げられまし
た。もうとっさに「悪いけど、わたしに
は無理だわ」と消え入りそうな声で言っ
ていました。そんな、ＮＡの「サービス
の巨人たち」が勢揃いするところに行
ったら、4年ばかりのわたしの回復なん
て、多大な要求と期待で押しつぶされて
しまうと思ったからです。ところが、Ｅ
ＳＬの会場に足を踏み入れたとたんに何
もかもうまくいきました。わたしの心と
頭は、仲間との一体感で満たされたから
です。
わたしは回復の道を歩んでいて
も、NAの一員であるという自覚をしっ
かりもてないでいたから、ひとりのアデ
ィクトがもうひとりのアディクトを手助
けするときにNAがどのように効果があ
るのかということを、愛情深いハイヤー
パワーがずっと示してくれたのです。そ
のおかげで、ESLは元気いっぱいに仲間
とわかちあう2日半になりました。
まさに、ESLは知識と経験の宝庫でし
た。ここにいると、NAの伝統、グルー
プの支え、Ｈ＆Ｉ（病院施設）、ＰＲ（
広報）、合意に基づく意志決定など、そ
れはもういろんなことが、どうやって機
能しているのかわかったのです。でも、
やはり仲間たちとつながれたのが、一番
の収穫でした。わたしは回復の道を歩む
世界中のアディクトたちからのハグをお
土産にして、帰国したのです。自分がち
っぽけな存在であるとつくづく思い知ら
された経験でしたが、だからこそ、わた
しはＮＡネザーランド リージョナル サ
ービスコミティ（オランダのＮＡリージ
ョナル サービス委員会）のために心を
込めてサービスに関わるうえで、NAの
一体性というものを強く意識するように
なったのです。
ソーン・Ｈ（オランダ／ハーグ）

研修会について学ぶ

2013年に、私たちのパブリックリレ
ーション（広報）チームはエジプトで研
修のイベントを開催するという夢を抱い
た。そのために特別に予算も組んだのだ
が、どうやって取り組んでいいのかわか
らなかったため、実現にはいたらなかっ
た。私たちは計画を立てて開催する方法
を学ぶ必要があったし、このようなイベ
ントはＰＲ（パブリックリレーション）
チームによる取り組みだけで開催できる
ものではなく、多くの共同作業が必要だ
ということにも気づいた。そして、私は
ＰＲコミティ（広報委員会）の議長に選
ばれた直後に、ベルリンでヨーロピアン
サービス ラーニングデイが開催される
ことを知り、そのようなすごいイベント

ベーシック・キャプション・コンテスト
ここに、みなさんがNA Ｗayマガジンに参加できる新企画をご
用意しました。下にあるコミックのキャプション（短い説明文）
を書いて送っていただくだけで、そのままキャプション・コンテ
ストに参加できてしまうのです。みなさんのキャプションから傑
作と思えるもの（1点とは限らないかもしれません）を選んで、
次回のNA Ｗayマガジンに掲載させていただきます。そうやって
NA Ｗayに名前が載るというのも、なかなかいいものでしょう。
申し込みは、Eメールで受けつけています。宛先は naway@
na.org。件名は「
ベーシックキャプ
ション・コンテス
ト」とし、本文に
は名前と住所を必
ず記入するように
お願いします。

に参加できるという幸運に恵まれた。こ
れでやっと研修会を企画する方法を学べ
るのだと、ベルリン行きを楽しみにして
いた。だが実際に参加してみると、ESL
はそんなにむずかしく考えるようなイベ
ントではなかったし、むしろシンプルで
あるからいいのだとわかった。話す言葉
が違っても、仲間を思う気持ちに変わり
はなく、心が通じるのだということに感
動した。私たちは、お互いの考えを共有
し、言葉の壁をものともせずに理解し合
った。私は故郷から何千マイルも離れて
いたが、くつろいだ気持ちになった。夢
はそのままエジプトに持ち帰り、ＥＳＬ
で学んだことを共有しながら、みんなで
実りある話し合いを行った。私たちはも
うすぐにでも、エジプト ラーニングデイ
を開催するつもりでいる。
アハメド・Ｅ（エジプト／カイロ）

ニューズレターの編集者および委員会のみなさん、
協力をお願いします!
みなさんのエリアやリージョンでは、
ニューズレターを発行していますか？
ぜひ、みなさんの活動をお知らせください。 その際には、みなさん
のEメールアドレスかメーリングリストもお忘れなく!
naway@na.org
NA Ｗayマガジン PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409
e-subscribe to The NA Way & other NAWS periodicals at www.na.org/subscribe 15

グループ紹介

ＮＡ Ｗａｙでは、世界中のＮＡからミーティング会場やイベントの写真が送
られてくるのをお待ちしています。ただし、集まっているメンバーがどこのだ
れとわかる写真はご遠慮ください。なお、写真には、グループやイベントの名
称、所在地および国名はもちろん、グループやイベントが誕生してどのくらい
経つのか、ミーティングの形式やイベントで大事にしている習慣、ユニークな
点など、グループやイベントの紹介文を添えていただくようにお願いします。

ハッピー・マンデー グループ

ウチのグループは、絶望と意欲から生まれた。生みの親となったのは、俺たちのエリ
アのメンバーだ。リラプスしたあげく精神病院に入れられてしまったのだが、院内でミ
ーティングを開けるように小さな部屋を貸してほしいと病院の職員に頼み込み、その粘
り強さと意欲によって、このメンバーはまだ入院中でありながらも、月曜の夜に1時間、
院内の小部屋を使わせてもらえることになったのだ。
この入院中のメンバーを入れて5人でスタートしたグループ
は、3ヶ月の間全力を尽くしてミーティングを定着させた。現
在では、定期的に出席するメンバーが30人を超えるようにな
っているし、この4年間は休まずにミーティングを開いてき
た。このチルターン・アンド・テムズバレー エリアでも、最
もしっかりしたグループのひとつになっている。また、こう
して院内の部屋を使わせてもらうことに対して、グループで
は毎月、病院に寄付をしている。
ミーティングの進め方にも、ウチのグループならではとい
う点がある。まず最初の10分間は、使ってしまったか、ある
いは使うことを考えているメンバーや、どうしてもわかちあ
いたいことがあるメンバーに提供するのだ。それが終わった
ら、今度はスピリチュアルな原理が書かれた棒を使う。これ
は布をかぶせて、見えないようになっているので、セクレタ
リーがメンバーをひとり指名して布の下にある棒を1本引き
抜いてもらい、その棒に書かれてある原理についてみんなが
わかちあうのだ。
この愛すべきホームグループの名前は、ハッピーマンデーグループ。英国のオックス
フォードにある精神病院で、毎週月曜の夜に7時30分からミーティングを開いている。
俺たちは回復の道を歩みながら、愛と優しさを示しあい、ハグをかわし、飲み物をわか
ちあうのだ。みなさんも、近くまでくることがあれば、ぜひ立ち寄ってほしい。ＮＡに
なくてはならない愛が感じられるのはもちろん、ウチのグループがハッピー・マンデー
という名のとおりだとわかるだろう。
ピート・A（英国／オックスフォード）
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サービス センター
みなさんは、NAのサービス資源のことと、奉仕を任されたしもべやグループ、サービ
ス機関などがこの資源を役立てる方法についてどれくらい知っているだろうか。ここで
そのいくつかを取り上げながら、さらに支援となるものやメンバーの経験も紹介して、
みなさんの関心を深めていきたい。

SP（サービスパンフレット）とは、どういうものか
このパンフレットでは、ＮＡでリーダーシップを発揮することの重要性がよく理解でき
るだけでなく、ＮＡの原理（行動指針）をＮＡのサービスに活かす方法、有能なリーダーの
力量と特性、サービス機関がリーダーたちを引きつけ励ます方法、奉仕を任されたしもべ
を選び支えていく方法など、リーダー育成に欠かせないこともわかるようになっている。
有能なリーダーの最も重要な役割とは、NAの原理を行動に移してお手本となること
ではないだろうか。たとえば、私たちのリーダーは、2番目の伝統で求められるグループ
の良心に従うことによって、謙虚さを身をもって示す。また、自らに任された務めにつ
いて私たちに情報提供を欠かさないようにして、５番目と8番目の概念によって求められ
る誠実さと説明責任を実行してみせる。そして、いかなる状況にあってもつねにNAの原
理（行動指針）を活かそうとすることで、12番目の伝統で求められる誠実さとアノニミ
ティ（無名にとどまること）を実践してみせるのだ。

私たちのNA文献
Click here to access the most recent NA literature timeline

回復の道を歩むなかでひとりひとりの知り得たことが積もり積もって、知識の宝庫となる。それはNAの財産であ
り、ミーティングやお祝いのイベントで、あるいはコーヒーを飲みながら、そしてNAの文献によって、みんなでわか
ちあうものなのだ。
『リビングクリーン： ザ・ジャーニー・コンティニューズ』、「まえがき」

NA文献に関する最新の資料を、みんなで読んでわかちあいましょう。
Narcotics Anonymous Copyrights and Literature（ナルコティクス アノニマスの著作権と文献）
Group Conscience & NA Literature（グループの良心 ＆ NA文献）
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ＮＡワールドサービスに登録されているＮＡのグループやサービス機関が数日にわたるイベントを開催する場合には、NAのホームペ
ージとNA Wayマガジンの『カレンダー』によって情報を共有することができるようになっています。ここには以下のような期間で、
ＮＡのホームページにあるイベントスケジュールをもとにイベントの開催日程を載せてあります。申し込みや問い合わせについては、
ホームページのイベント関連ページ www.na.org/events をご覧ください。
掲載号
4月号
7月号
10月号
1月号

イベント開催日程
５月１日〜7月31日
8月1日〜10月31日
11月1日〜1月31日
2月1日〜4月30日

掲載申し込みの締め切り
1月15日
4月15日
7月15日
10月15日

大事なお知らせ：NAでは2015年4月1日より、新たに定められたプライバシーに関する規則に従うことになりました。このため、NAの
ホームページにもNA Wayの『カレンダー』にも個人の連絡先に関する情報を掲載することはできません。ただし、NAWS（NAワール
ドサービス）に登録されているNAのグループ、エリア、リージョン、ゾーンであれば、それぞれのEメール・アドレスもしくはウェブ
サイトをイベントの問い合わせ先として掲載させていただきます。なお、イベントに関する情報を提出するにあたっては、私たちの「
プライバシー ポリシー（個人情報に関する方針）」を読んだうえで同意することを求められます。この承認を経ていないものは、『カ
レンダー』に掲載することはできません。
ブラジル
マラニャン ９月11日〜13日「第７回 ウパオン-アク エリアコンベンション」 （
会場）ステフェム、コロニア・デ・フェリアス・ド・シンディカト・ドス・フェ
ロビアス、アラカジー （場所）サンルイス （問い合わせ）TEL: (98) 82182987
リオグランデドスル ９月11日〜13日「第５回 ブラジル スル リージョナルコンベ
ンション」 （会場）ホテル・セラアズール（場所）グラマード （問い合わせ）
www.naconvencaogramado.com
カナダ
アルバータ 10月９日〜11日「アル-サスク リージョナルコンベンション」 （会
場）ラコーム・メモリアル・セントレ （場所）ラコーム （問い合わせ）www.
alsaskrsc-na.org
ノバスコシア 11月６日〜８日「第23回 カナディアン コンベンション」 （会
場）アトランティカ・ホテル （場所）ハリファクス （問い合わせ）www.
canadianconvention.com
ケベック 10月９日〜11日「第28回 ケベック リージョナルコンベンション」 （会
場）ホテル・モタニュ （場所）ボーチヴィル （問い合わせ）www.naquebec.org
コスタリカ
ラガリータ 10月23日〜25日「第20回 コスタリカ リージョナルコンベンション」
（会場）ホテル・マリオット・リゾート （場所）ラガリータ （問い合わせ）
costaricana.org/convencion-xx--Costa-Ricaギリシャ
セサロニキ ９月18日〜20日「第11回 ギリシャ リージョナルコンベンション」（
会場）カプシス・ホテル （場所）セサロニキ （問い合わせ）www.na-greece.
gr/
インド
ウェスト（西）ベンガル 11月19日〜２1日「コルカタ エリアコンベンション」
（会場）ラタグリ、ジャルバイグリ （場所）コルカタ （問い合わせ）www.
nakolkata.org
メキシコ
ロザリト 11月６日〜８日「第12回 ラテンアメリカ コンベンション」（会場）
プエルトヌエボ・ホテル ＆ ヴィラズ （場所）ロザリト （問い合わせ）www.
clana.org
アメリカ合衆国
アラスカ 10月９日〜10日「第31回 アラスカ リージョナルコンベンション」（会
場）ミレニアム・ホテル （場所）アンカレッジ （問い合わせ）www.akna.org
アリゾナ ９月25日〜27日「プロダクティブ・メンバーズ・オブ・ソサエティ ウィ
メンズ・オリエンテッド・リトリート［女性限定］」（会場）ウィスパリング・パ
インズ・キャンプ （場所）プレスコット （問い合わせ）pmswomensretreat@
gmail.com
カリフォルニア ９月25日〜27日「第10回 エリア・ハブラ・ヒスパーナ・スーデ
・カリフォルニア コンベンション」（会場）エアテル・プラザ・ホテル （場所）
バンナイズ （問い合わせ）mallenitaichei42@gmal.com
コロラド 11月６日〜８日「第29回 コロラド リージョナルコンベンション」（
会場）ザ・ウェスティン （場所）ウェストミンスター （問い合わせ）crcna@
nacolorado.org； www.nacolorado.org/crcna/
フロリダ 10月２日〜４日「HOWL」（会場）アドベンチャーズ・アンリミテッド
（場所）ミルトン （問い合わせ）www.pensacolana.org
２）11月20日〜22日「第18回 レインボー・ウィークエンド」（会場）マリ
オット・ノース （場所）フォートローダーデール （問い合わせ）www.
rainbowweekend.org
アイダホ 10月9日〜11日「第38回 パシフィック・ノースウェスト コンベンシ
ョン 」（会場）リバーサイド・ホテル （場所）ボイシ （問い合わせ）www.
sirna.org
イリノイ 11月６日〜８日「第19回 グレーター イリノイ リージョナルコンベン
ション」（会場）ウィンダム・ガーデン・ホテル （場所）アーバナ （問い合
わせ）www.centralillinoisna.org/gircna
インディアナ 10月1６日〜1８日「第12回 セントラル［中部］インディアナ エ
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リアコンベンション」（会場）クラリオン・ホテル＆コンファレンスセンター （
場所）インディアナポリス （問い合わせ）www.naindiana.org/
カンザス ９月25日〜27日「ミッド［中央］アメリカ リージョン ソウル-トゥソウル 」（会場）キャンプ・チベワ （場所）オタワ （問い合わせ）www.
marscna.net/
メリーランド ９月18日〜20日「トリ-カウンティ［3郡合同］エリア ユニティ・
リトリート 」（会場）ライオンズ・キャンプ・メリック （場所）ナンジェモイ
（問い合わせ）TEL: 301.802.9584
マサチューセッツ 10月２日〜４日「第４回 サウスイースタン［南東部］マサチ
ューセッツ エリアコンベンション」（会場）ホリディ・イン （場所）マンスフ
ィールド （問い合わせ）www.nerna.org/events/all
２）10月16日〜18日「第７回 バークシャー カウンティ エリアコンベンション」
（会場）ジミニー・ピーク・マウンテン・リゾート （場所）ハンコック （問い
合わせ）www.berkshirena.org
ミシガン 11月20日〜22日「第５回 マコーム エリアコンベンション 」（会
場）スターリング・イン （場所）スターリングハイツ （問い合わせ）TEL:
586.258.6159
ミシシッピー 10月９日〜11日「第32回 ミシシッピー リージョナルコンベンシ
ョン 」（会場）ホリデイ・イン （場所）ビックスバーグ （問い合わせ）TEL:
251.709.5768
ミズーリ 11月20日〜22日「セントルイス エリアコンベンション 」（会場）シ
ェラトン・シャレー・ウェストポート （場所）セントルイス （問い合わせ）
www.stlna.org/
モンタナ 10月２日〜４日「第5回 モンタナ リージョナルコンベンション」（
会場）ビッグ・ホーン・リゾート （場所）ビリングス （問い合わせ）www.
namontana.com
ネバダ 10月２日〜４日「第29回 ウェスタン［西部］サービス ラーニングデイ」
（会場）トスカニー・スウィーツ＆カジノ （場所）ラスベガス （問い合わせ）
WSLD29lasvegas@gmail.com; www.region51na.org
２）10月29日〜11月１日「第５回 リージョン51 コンベンション」（会場）オル
レアン・ホテル＆カジノ （場所）ラスベガス （問い合わせ）www.region51na.
org
３）11月６日〜９日「第20回 シエラ セージ リージョナルコンベンション」（会
場）グランドシエラ・リゾート・ホテル＆カジノ （場所）レノ （問い合わせ）
www.sierrasagena.org
ニュージャージー 10月30日〜11月１日「第18回 イーストコースト［北東部］
エリアコンベンション」（会場）ルネッサンス・ウッドブリッジ・ホテル （場
所）イズリン （問い合わせ）www.nanj.org/
ニューヨーク ９月2５日〜2７日「第20回 ウェスタン［西部］ニューヨーク リー
ジョナルコンベンション」（会場）ビブロス・ナイアガラ・リゾート＆スパ （場
所）グランドアイランド （問い合わせ）www.nawny.org
２）10月23日〜25日「第４回 ユナイテッドステート［合衆国］サービスコンファ
レンス」（会場）マリオット・コートヤード・ホテル （場所）イースト・エルム
ハースト （問い合わせ）www.usscna.org
３）10月30日〜11月１日「第13回 ライティング・ザ・ウェイ」（会場）ハンテ
ィントン・ヒルトン （場所）メルヴィル （問い合わせ）www.sasna. org/
default.aspx
ノースカロライナ 10月16日〜18日「第27回 グレーター シャーロット エリアコ
ンベンション」（会場）ヒルトン・シャーロット・ユニバーシティプレイス （場
所）シャーロット （問い合わせ）www.charlotte-na.org/
２）11月20日〜22日「第２回 スペクトラム・オブ・ホープ」（会場）クラリオ
ン・ホテル （場所）グリーンズバラ （問い合わせ）greensborona. org/soh/
soh_registration112015.pdf
オクラホマ 10月16日〜18日「ショーニー フォール コンベンション」（会場）ノ
ーマン・イン （場所）ノーマン （問い合わせ）TEL: 405.488.7876
サウスカロライナ 11月13日〜15日「第4回 ポートシティ エリアコンベンション」
（会場）ダブルツリー・バイ・ヒルトンホテル （場所）ノース・チャールスト
ン （問い合わせ）www.portcityna.com

サウスダコタ ９月18日〜20日「第18回 サウスダコタ リージョナルコンベンショ
ン」（会場）ラムコタ・ホテル＆コンファレンスセンター （場所）ラピッドシテ
ィ （問い合わせ）www.sdrna.com
テネシー 10月９日〜11日「第21回 リカバリー・オン・ザ・リッジ」（会場）キ
ャンプ・モントベール （場所）メアリービル （問い合わせ）www.naknoxarea.
com
２） 11月26日〜29日「第33回 ボランティア リージョナルコンベンション」（会
場）ミュージックロード・リゾート＆コンベンションセンター （場所）ピジョ
ン・フォージ （問い合わせ）www.vrcna33.org
テキサス ９月26日〜27日「セレニティ・イン・ザ・サンド」（会場）トラベ

ルロッジ （場所）サウス・パドレアイランド［島］ （問い合わせ）www.
rgvareaofna.org
２） 10月23日〜25日「第27回 ベスト・リトル リージョナルコンベンション」（
会場）アーバー・ホテル＆コンファレンスセンター （場所）ラボック （問い合
わせ）www.blrna-new3.com/
ユタ 11月20日〜22日「第17回 ユタ リージョン インドアコンベンション」（会
場）ヤーロウ・ホテル （場所）パークシティ （問い合わせ）www.uricna.com
バーモント 11月13日〜15日「第26回 シャンプレーン バレー エリアコンベンシ
ョン」（会場）シェラトン・ホテル＆コンファレンスセンター （場所）バーリン
トン （問い合わせ）www.cvana.org/convention

NAWS Product Update
eLit

Greek

The NA Step Working Guides

Πληροφορίες για το ΝΑ
Item No. ZPRGR1002

Price US $0.30/0.27 €

Hungarian
IP# 12, Az önmegszállottság háromszöge
Item No. HU-3112

IP# 15, Közérdekű Információk (PI)
és az NA tag

Available through iTunes (iOS only)
An interactive eVersion of the existing
NA Twelve Steps study guide. Features an HTML
section after each group of “hands-on” questions to
enter and save or email responses.

Chinese
Group Reading Cards – Set of Seven
Item No. CH-9130

Item No. HU-3115

Price US $0.24/0.21 €

Italian
IP #29, Introduzione alle
riunioni di NA
Item No. IT-3129

Price US $0.24/0.21 €

Price US $4.60/4.25 €

Korean

Norwegian

Group Reading Cards – Set of Seven
Item No. KO-9130

Price US $0.24/0.21 €

Living Clean: The Journey Continues

Price US $4.60/4.25 €

Å leve rusfri: reisen fortsetter
Item No. NR-1150

Price US $9.75/7.70 €

IP #29, En introduksjon til NA-møter
Item No. NR-3129

Price US $0.24/0.21 €
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Portuguese (Brazil)
Basic Text 6th Edition

Narcóticos Anônimos
Item No. PB-1101

Traditional Chinese
Group Reading Cards – Set of Seven
Item No. CT-9130

Price US $11.55/10.00 €

Ukrainian
IP# 7, Хіба я залежний(на)?

Russian

Item No. UA-3107

Sponsorship

Спонсорство
Item No. RU-1130

Price US $0.24/0.21 €

IP#11, Спонсорство

Price US $8.25/7.15 €

Item No. UA-3111

Swahili

Price US $0.24/0.21 €

IP#16, Новачку

IP# 19, Kujikubali
Item No. SH-3119

Price US $4.60/4.25 €

Item No. UA-3116

Price US $0.24/0.21 €

Price US $0.24/0.21 €

IP# 22, Ласкаво просимо до
Товариства «Анонімні Наркомани»
Item No. UA-3122

Price US $0.24/0.21 €

Coming Soon
Bronze Medallions

Additional denominations
will soon be available in our stock

English 56 – 60 years
French, Portuguese, and Spanish
31 – 40 years, and eternity
Price US $3.20/2.75 €

Lithuanian
Just for Today

Tik šiandien
Item No. LT-1112

WCNA 36 オリジナルグッズ
インターネットによる販売
まもなく開始
ビーチサンダル、ビーチタオル、マグカップ、スニーカー…
豊富な品揃えのなかからお選びください。
自分へのごほうびや、親しい仲間へのプレゼント、

。

スポンサーやスポンシーへの贈り物にも、どうぞ
返品や交換はいたしません。

サイズや数量については、在庫に限りがあります。

Price US $9.00/7.90 €

eLit

Will be available through Amazon and/or iTunes

The NA Step Working Guides

Russian
Basic Text
Just for Today
The NA Step Working Guides

Gifft
Gift

