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NAワールドサービスから、
ひとこと

世界中で
読まれている
NAの定期刊行
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

今月号のNA Way マガジンは、
WCNA 37の特集号になっています。
あの
「過去最多
の参加者によるワールドコンベンション」
を、
紙面でお楽しみください。
あそこに存在した
不思議な力を少しでも感じられるように、
文字よりも写真を多くしました。
あの場で交わさ
れたハグも、
笑いも、
涙も、
紙面で共有できればいいのにと思います。
もちろん、
あの臨場感をそっくりそのままお伝えすることはできません。
22,500人を超
える仲間たちと、
140時間以上にわたって、
ワークショップやフォーラムを共に経験する
ということですからね。
そういう場に参加しようと、
2021年にはオーストラリアのメルボル
ンにまた世界中の仲間たちが集まるでしょう。
それまで、
あの不思議な力がみなさんとと
もにあることを願っています。
そして、
www.na.org/survey にあるWCNA 37に関する満足度調査にご協力をお願
いします。
2018年11月末までに記入して、
今回のコンベンションに関するみなさんのご意
見やご感想をお知らせください。
よろしくお願いします！

WCNA 37に関わる費用については、
以下のイラストにある概要をご覧ください。

WCNA 37の主な費用
スペシャルイベント 管理

参加登録

施設利用

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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電子版はここをクリックすると追加のコンテンツを見られます
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。

®

特集記事

不思議な力によって
奇跡が起こる
フロリダのオーランドでWCNA 37が閉会した日曜日。俺たち
は朝から空港のロビーで座っていた。帰りの便は、その朝7時に
出発する予定だった。お察しのとおり、前の晩は遅くまでコン
ベンションを楽しんだもんだから、俺たちは睡眠不足がたたっ
ていた。そろそろ搭乗だというときになって、俺たちの乗る便
が遅れているというアナウンスがあった。そしてさらに何便かの
遅れが告げられるとともに、搭乗口も次々と変更になった。みん
なイラだってきて、声を荒げて文句を言いはじめる人もいた。
すると、俺に向かってカミさんがこんなことを言った。「あ
たしたちは、スピリチュアルなプログラムをやっているんだか
ら、何かしなくちゃ。ミーティングをやりましょうよ」。空港
の人ごみのなかには、NAメンバーが何人かいるのは明らかだ
ったから、俺はスマホにリーディングカードが入ってるのを確
認して、「おい、ミーティングをやろうぜ！」と声をかけた。
ひとりふたりこちらへやってくる。何人か揃ったところで、通
路の床に座ってミーティングを始めた。それからさらに数人が
加わってミーティングをやっている俺たちのそばを、大勢の人
が通り過ぎていく。
そのうちに、男がひとりやってきて腰を下ろした。そしてわ
かちあいの順番が回ってくると、自分はNAにつながったばかり
で、どうしてもクリーンにとどまれないでいるのだと言った。こ
の仲間は、別の搭乗口のところで自分の乗る便を待ちながら、ポ
ツンと座っていたらしい。いつも使いたくなるとミーティングに
行くことにしているのだが、空港に足止めされてミーティング
に行けないため、空港内のバーに行こうとしていたのだった。
そして、俺たちのそばを通りがかったとき、わかちあいが耳
に入った。内心で「ウソだろ」と思いつつ、回れ右をして戻っ
てきた。俺たちの近くに立って窓の外を眺めながら耳を澄ます
うちに、ここでやっているのはまぎれもなくNAミーティングだ
とわかったというわけだ。この仲間がわかちあっている間、俺た
ちはみんな涙ぐみながら信じられない思いで顔を見合わせてい
た。そして、話が終わると全員が拍手をし、この仲間をハグし
ながらミーティングに参加してくれたことを感謝したのだった。
俺たちの便は、結局キャンセルになった。俺たち夫婦は、即席
のミーティングで出会った仲間３人といっしょにレンタカーを利
用することになり、15時間の道のりを夜通し運転して家に帰り着
いた。まったく素晴らしい旅だった。俺たち夫婦は、空港でまの
あたりにした奇跡のことを何度となく語り合った。あのミーティ
ングにいたほかの仲間たちだって、そうだろう。あんなことは、
一生忘れっこないさ！
ケヴィン・D（アメリカ合衆国／ケンタッキー）
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イーストコーストコンベンションの資金集めイベント
ガルフコーストエリア
（アメリカ合衆国／フロリダ州／フォートマイアーズ）
ペリカンベイ刑務所
（アメリカ合衆国／カリフォルニア州／ ハンコック州立刑務所
クレセントシティ）
（アメリカ合衆国／ジョージア州／
(音声のみ)
スパルタ）

アイリッシュ リージョナル
サービス オフィス
ユニティ デイ イベント
（アイルランド／ダブリン）

(音声のみ)

フォルサム女子刑務所
（アメリカ合衆国／カリフォルニア州／
フォルサム）

35周年記念イベント
エル・カミーノ グループ
（コロンビア／メデジン）

フォルサム男子刑務所
（アメリカ合衆国／カリフォルニア州／
フォルサム）

「こんにちは。
アディクトの＿＿＿です。
ここには260人のメンバーがいて、
みんなWCNA37のユ
ニティデイのミーティングに参加できることをよろこんでいます。僕は自由な世界にいたときに、更
生施設で初めて回復があることを教えられたんです。
そのときは、
クリーンになりたいなんておもっ
てなかった。実刑判決をくらわないですめばよかった。
でも、
あのとき耳にしたいくつかの言い回し
が頭から離れませんでした。
そして、気がついたら僕は長い刑期を務めることになっていて、本
気でクリーンになりたいっておもったら、
あのとき耳にした言い回しを思い出したんです。僕には、
『
何があっても薬物に手を出すな』
と
『今日だけ』
というのが役に立ちました。
いざ助かりたいという
ときになって、
神とナルコティクス アノニマスが力になってくれたことに、
僕は感謝のきもちでいっ
ぱいです。
かつては、
薬物なしで生きるなんて想像もできないことでした。
だけど今は、
回復によっ
て奇跡が起こることを知っています。NAのプログラムは効果があるから、
回復によって実を結ぶ
んですよね。僕は、
2007年の２月２日からずっとクリーンで生きてきました。
クリーンで刑務所暮らし
の11年間ではあったけど、
自由の身でハイになっていた最後の数年よりもマシでした。
だから、
毎
回ミーティングの終わりに言われるように、
『やればうまくいくし、
やるだけの価値があるのだから、
や
ってみよう』」。

ワールド ユニティ デイ

第37回 ナルコティクス アノニマス ワールド コンベンションの閉会式には、世界各地で回復の
道を歩む何万ものアディクトたちが一体になりました。
その際に、
ビデオ通信によって実況中継
された
「シャウト・アウト」の画像を、
ここにご紹介しましょう。.

30周年記念イベント
ユニティ デイ＆バーベキュー
（オランダ／ハーグ）

ユニティ デイ イベント
（ネパール／チトワン）

レーダー施設
（ブラジル／サンパウロ）

ユニティ デイ イベント
（パラグアイ／アスンシオン）

ユニティ デイ イベント
（インド／バンガロール）

第1回 ウィメンズコンベンション
（アルゼンチン／ブエノスアイレス）

WCNA 37の閉会式には、
カリフォルニアのほとんどの刑務所が
ビデオ通信を利用しました。
そして、開会式に参加する耳の不自
由なアディクトたちのために、
ビデオの映像にはアメリカ手話通
訳をつけてほしいと頼むことも忘れませんでした。.
Click here for this as a poster.
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不思議な力に
小細工は
いらない
世界中から集まった２万２千を超え

る回復の道を歩むアディクトたちをま
のあたりにすれば、度肝を抜かれる。
あんな光景は、これからもずっと心に
焼きついて離れやしない。
NAのワールドコンベンションは2000
年におれの住んでいるサンパウロで開催
されたし、そのとき以来、おれはハイヤ
ーパワーの恵みによって7回のWCNAに
参加した。そのどれもが実に素晴らしか
ったが、WCNA 37はNAの65周年を祝う
ものになったので、参加者の顔ぶれでも
企画の充実度もまちがいなく過去最高の
イベントだった。
いくつものワークショップ。何万人
も収容できる大ホール。運営の後方支
援。多彩なスピーカー。そしてユニテ
ィ デイのミーティングでは、世界各地
でそれぞれに集まったメンバーたちが
インターネットを通じてさまざまな思
いを伝え、そのなかには矯正施設にい
る仲間たちの声もあった。こうしてあ
げていけば、NAがどんなに大きな集ま
りであるかがわかる。どれもみな、NA
の原理と、まだ苦しんでいるアディク
トたちにNAのメッセージを運ぶという
本来の目的とによって、推進されるも
のだ。ニューカマー・バッジをつけた
1,100人の新しい仲間。参加したメンバ
ーたちと、こんな桁外れのコンベンシ
ョンの開催に貢献したメンバーたちと
によって示された広い心。それを見れ
ば、小細工などしなくても、不思議な
力がほんとうに存在することがわかる。
ほんとに、ほんとに、本当にありが
とう‼︎!! あの不思議な力は、NAのメッ
セージによって存在するものなんだ。
グスタボ・デ・R
（コロンビア／カルタヘナ）

わかちあい

正直なアディクト

フロリダ州オーランドのWCNA 37に参加できるなんて、わたしはほんとうに恵まれ
ていた。最初から最後まで、ハイヤーパワーが働いたというしかない。
ワールド コンベンションがオーランドで開催されるとわかってすぐに、わたしは
ある仲間と2人で旅行の計画を立て始めた。そして出発の準備にかかるころになって、
その仲間が取りやめにしたので、わたしはホームグループのメンバーと一緒に行くこと
になった。この仲間は、これまでで最高の旅の友だった。まさに相性バッチリ。わたし
が運転していると、ナビを務めながら音楽をかけてくれるしお菓子もくれるしと、申し
分のない旅になった。
コンベンションでは、ワークショップの会場から出て行こうとしていると、旅の友
だちがわたしの後ろにあった荷物を持ち上げて、置き忘れてるのを教えてくれた。そし
て、午後6時までに参加登録の受付会場に行かなくちゃならなかったときも、この友だ
ちは巨大なコンベンションセンターを駆け抜けていき、会場は遅くまで開いてると電話
で知らせてくれた。それで、わたしがのんびり歩いて会場の入り口につくと、案内係か
ら、今日の受付は締め切って翌朝の8時に再開すると言われてしまったのだ。わたしは
疲れて、泣きそうだった。すると、その案内係のトランシーバから「参加登録はまだ受
付中です」という声が聞こえてきた。案内係はドアを開けて、みんなを入れてくれた。
わたしは自分の参加登録セットを受け取ったものの、バッジをつけてないことに友だち
が気づいてくれたので、すぐ中に戻ってバッジをもらうことができた。わたしはもう感
謝の気持ちでいっぱいになり、エスカレータを下りながら「奇跡が起こるまで、立ち去
ってはいけない」と叫んでいた。
金曜には、ホームのほかのメンバーたちが到着した。わたしはみんなの食費を浮かす
助けになればと、スパゲッテイのつけあわせを持参していた。でも、サラダの材料を調達
するために食料品店に行かなくてはならなかった。わたしは宿泊のマンションを共有する
人たちからお金を集めてあったし、自分の持金は＄600あった。食料品店を出たとき、友
だちはわたしから30秒ぐらい遅れて出てきた。わたしはポケットから車のキーを出し、
食材をトランクに入れた。マンションに戻って、ポケットに手を入れるとお金がなくな
っていた。財布を調べたが、なかった。わたしは気が変になりそうだった。＄600は家
で待っているいろんな支払いのためのお金だった。もう一度あちこち調べてみたけど、
どこにもなかった。ちょっと考えて、ポケットからキーを取り出したときに落としたに
違いないと気づき、すぐさま祈った。「神さま、どうか正直なアディクトが拾ってくれ
るようにしてください」。そうよね、オーランドのアディクトはみんな正直者よね。わ
たしは、２階にいる友だちに向かって「もう一度、あの店に行かなくちゃ！ ＄600落と
しちゃったのよ」と叫んだ。友だちは２階から降りてくると、わたしのところまで来て
お金を手渡した。 ウソでしょー！! 友だちが拾っていたなんて。そうか、友だちはわた
しが落したのを見てなかったし、わたしも友だちが拾ったのを見ていなかったのだ。友だ
ちは、自分がちょっとした運に恵まれたと思ったらしい。それで、スポンサーに電話して
このお金をどうしたらいいか相談しようとしてたら、わたしが叫び出したというわけだ。
いうまでもなく、この仲間はわたしの人生で最高の旅の友だったし、わたしが祈り求
めた「正直なアディクト」でもあったことがうれしいわ。
ジョディ・S（アメリカ合衆国／ミシシッピー）

ぶっとぶ

Click here for another story.

『わかちあい』は、P.10に続きます。
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WCNA37は、あたしのワールドコンベンション初体験。もういろんな意味で励みに
なったし、息をのむようなことばかりで、ほんとうに心を揺さぶられる４日間だった。
こうして世界中から集まったアディクトたちと会えるなんて、うわー、すごい〜！
みんなすごく親切だし、思いやりがあって、愛情にあふれている。あたしは、だれかれ
かまわずハグしていた。そして、それぞれに異なる言語によるリーディングにあたしは
ぶっとんだ。自分がこんなすごい集まりにいるってことが、信じられなかった。そうや
ってせっかく世界中の仲間と出会ったのだから、これからも連絡を取り合っていくつも
り。WCNA 37は始まりから最後の最後まで何もかもがすばらしかった。このようなイ
ベントを取りまとめてくれたみなさんに、心から感謝しています。大変な任務だったで
しょうに、でも、みなさんはやり遂げたんですね。
目指すは、オーストラリア。やるべきことがいろいろあるけど、なんとかなるでし
ょう！
ドナ・H（アメリカ合衆国／コネティカット）

2018 Membership Survey
2018
メンバーシップ
Every three years we attempt to gather information about
our members, and the time togather that information is
調査
now! Some may wonder why we want this information and
みなさんのウェブサイトにリンクをは
り、ミーティングで口にするなどして、
メンバーシップ調査のことを広めましょう。

www.na.org/surveyを

how we use it. One of the aims of “A Vision
for NA Service”
ご覧ください。
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
is that NA be viewed
as a “viable program
of recovery.”
のか、
どんな使われ方をするのか、疑問をもつ仲間もいることでし
ょう。
「
ＮＡのサービスにたくす未来」
に掲げられている目標の
With members from
several
co
untries attending
the World
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。
Convention
in Orlando, Florida, andこの調査はその機会となり、
members aroundフthe
ロリダ州オーラン
ド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をはじめとして、
world participating
from their homes, we
have an opportunity世界各地で
to demonstrate
アンケートに協力してくれるメンバーたちのおかげで、
and respected recovery community resource.
that we are, indeed, a viable 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
Presenting
ourselves in this
way helps us
oﬀer hope to others
that they, too, can
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
recover. We encourage each member to
spread
the word of the Membership
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メンバーの参加
Survey to their friends. We would like
as many members throughout NA
を期待しています。
worldwide to participate as possible.
1a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
1b.

居住国（ひとつだけ選んでチェックを入れてください）

 USA
 ブラジル
 カナダ
 英国
 アルゼンチン
 ウルグアイ
 ロシア
 その他

b.  職業専門学校／短期大学

c.  単科大学／総合大学の学位
d.  上級学位（修士号または博士号）
e.  上のどれにも当てはまらない
6a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

State/Province of residence

2. 性別
a.  男性
b.  女性
c.  その他
3.

年齢

歳

4. 人種および民族性
a.  黒人 (アフリカ系)
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

5. 最終学歴
a.  高校／中学校

 白人 (コーカサス系またはヨーロッパ系)
 ラテン・アメリカ系、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
 中東
 その他:

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（正社員）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.
f.
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)
 経営者／役員
 教育者
 医療／保健の専門家
/
 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
/
 肉体労働／サービス業
 事務／管理補佐
 運送業
 自営業（業種は問わない）／
独立請負人や契約社員
m.  その他
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7a. 現在、スポンサーがいますか?
a.  はい
b.  いいえ
7b. だれかのスポンサーをしていますか?
a.  はい
b.  いいえ
8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

NAでどんなサービスを担当していますか?
（当てはまるものはいくつても）
 病院施設(H&I)
 広報活動（PI／PR）
および電話サービス
 ミーティング
（セクレタリー、会計、コーヒー係、等）
 エリアのサービス
 リージョンナルサービス
 ワールドサービス

g.  ゾーンのサービス
h.  やっていない

9. NA ミーティングにはどのぐらい参加
していますか?
（ひとつだけ選んで答えてくたさい）
a.  週に：
回
b.  月に：
回
c.  年に：
回
10a.

NA 以外の12ステップグルーフの
ミーティングにも参加していますか?
a.  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.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

8

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)
 AA
 CA
 GA
 OA
 Nar-Anon
 Al-Anon
 宗教的なもの
 その他
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11.

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?
a.  はい
b.  いいえ

12a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

メインに使っていた薬物は?
(ひとつだけ選んでください)
 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、フェンタニル、等）
 覚醒剤（スピード、クリスタルメタ、等）
 メタドンまたはブプレノルフィン
 処方薬

12b. それ以外に、時を選ばず、いつも使っていた薬物は、
どれですか? (当てはまるものはいくつでも)
a.  アルコール
b.  大麻（マリファナ、ハシシ、等）
c.  コカイン
d.  クラック
e.  エクスタシー
f.  精神安定剤（クロノビン、バリウム、ザナックス、等）
g.  幻覚剤（LSD、PCP、等）
,
h.  吸入薬（接着剤、亜酸化窒素、等）
i.  鎮静剤(ヘロイン、モルヒネ、等)
j.  オピオイド（オキシコドン、バイコディン、フェンタニル、等）
k.  覚醒剤（スピード、クリスタルメタ、等）
l.  メタドン／ブプレノルフィン
m.  処方薬
n.  その他:

13.

月
14.

19.

NAに続けてき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

クリーンになった日は？
日

年

初めて NA ミーティングに出たのは?
月

年

15. 初めてNAのミーティングに参加したとき、
アディクションの投薬治療を受けていましたか？
（サブオキソン、メタドン、ビビトロール、等）
a.  はい
b.  いいえ
16a.

NAで回復の道を歩むようになってからも、
リラプスしたことがありますか？
a.  はい（16b. に進んでください）
b.  いいえ（17. に進んでください）

16b. これまでに何回、リラプスしましたか？
16c.

回

リラプスしたとき、あなたはどんな状態
でしたか？(当てはまるものはいくつでも)
a.  きちんとミーティングに通っていた？
b.  スポンサーとの連絡を欠かさないでいた？
c.  NAのサービスに関わっていた?
17. 薬物使用の現行犯で逮捕されましたか？

a.  はい
b.  いいえ
18.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
20.

 温かく迎え、支えてくれたグループ
 スポンサー
 NA文献
 サービスの役割を引き受けたこと
 他のNAメンバー
 NAのイベント
 その他:
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、
当てはまるところを○で囲んでください )

1
ぜんぜん

2

3

4

5
とても大事

21. 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

あなたを、はじめてミーティングに出てみようと 22. 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)
いう気持ちにさせたのは？ もっとも影響力が
a.  安定した住まい
あったものを3つ選んでください。（3つのみ）
b.  雇用
 NA メンバー
c.  教育の向上
 NA文献
d.  社会とのつながり
 NAのサービス活動
（H＆I、PSA、電話サービス）
e.  家族関係
 矯正施設
f.  趣味／関心
 ナラノン・メンバー
 AA メンバーまたは AA グループ
 治療施設/カウンセリング機関
 家族
 NA以外の友人や近くに住んでいる人
 医療サービスを行っている人
 裁判所の命令／ドラッグ裁判所
 保護観察官
 雇い主または同僚
 新聞、雑誌、ラジオ、テレビ
 聖職者
 スクールカウンセラー、教師、学校理事
 その他:
̲
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23a. あなたは今、処方された薬を服用していますか?
a.  はい
b.  いいえ
c.  答えたくない

インターネットによるアンケートのリンクをEメール
で配信することや、紙版のアンケートの配布にご
協力ください。
また、紙版で配布されたアンケート
23b. その処方薬を服用する理由は?
は、回答を回収して、
ＮＡワールドサービス宛に郵
（当てはまるものはいくつでも）
送またはファクスで送信してください。
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） NA World Services, Inc.
c.  慢性疾患（C型肝炎、エイズ、がん、等）

PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409 USA

Fax: (818) 700-0700

d.  薬物の代替薬（アディクションの治療に用いるメタドン、
インターネットを利用する場合には、以下の
サブオキソン、ブプレノルフィン、等）
サイトで回答をお願いします。
e.  内科の治療（血圧、甲状腺、ホルモン補充、等）

www.na.org/survey.

郵送またはファクスによる回答の〆切り
は、2018年12月31日となっています。

f.  その他:

P.6から続く『わかちあい』です。

一般人による
NAのイメージ

私は、WCNA 37のメインミーティングの会場にいた撮影ス
タッフのひとりに、NAのことをどう思うかとたずねた。する
と、満面の笑顔を向けて、今回みたいに仕事で楽しんだこと
はないよと答え、いつも会社の仕事で相手にしているのは、
商品の売り込みや、自分を売り込む連中だからねと言った。そ
して、ここにいるアディクトたちはほんとうに生きているし、
このNAという集まりにはすっかり感心したよと言っていた。
フィリップ・K（アメリカ合衆国／フロリダ）
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しかるべき時に、
しかるべき場所で

わたしがWCNA 37のバンケット（宴会場）に出席すると、
かつて親しくしていた仲間で１年ほど前に引っ越していった女
性が、わたしのテーブルを訪れる。この仲間はクリーンタイム
が25年になるが、孤独で、
引っ越した先のNAにうまくなじめないでいると、わたしに
打ち明ける。わたしは、積極的にサービスに関われば、新しい
環境にもとけこめるわよと言ってあげる。それから少しして、
わたしがトイレにいると、ひとりの女性がそばにきて、さっき
のワークショップでの話、よかったわと言ってくれる。ふたり
で話し込んでいると、この女性のクリーンタイムが22年で、住
んでいるところがわたしの古い友人の引越し先の近くだとわか
る。そこですぐさま、あなたの電話番号をわたしの友人にも教
えていいかしら、と聞く。この女性は、もちろんよと言ってく
れる。わたしは友人に渡すために、この女性とわたしの自撮り
写真を撮る。このことを友人にわかちあいたくて、わたしはそ
れから30分かけて晩餐会で友人が座っているテーブルを探し
た。友人は感謝感激だった。こうして絵に描いたように、物事
があるべき道筋にそっておきたのだった。もう、NAって最高！
ベス・A（アメリカ合衆国／フロリダ）

@

WCNA 37の『NA Wayマガジン』のコーナーは、メンバーたちが人混みを離れてひとやすみする場になりました。ここ
は、NAの定期刊行物や、『今日だけ』の日替わりメール配信や、NAWSの最新情報など、インターネットによる予約購読
の登録をしてもらうために設けた場でしたが、それ以外にもさまざまなかたちでNA Wayマガジンに貢献していただくこ
とになりました。NA Wayマガジンのレポーターになったり、自分の回復に働く不思議な力を世界中の仲間たちにわかち
あったり、NA Wayマガジンの塗り絵のページを美しい色で彩ったり、NA Wayマガジンの読者調査に協力したり、そし
てNA WayマガジンとWCNAにまつわるとっておきの思い出話を国に持ち帰ったりと、例を挙げればきりがありません。
NA Wayマガジンの読者調査に協力していただくことも、そうした貢献のひとつなのです。
記入は、https://www.surveymonkey.com/r/NAWay. でお願いします

!
が働いた！
う
不思議な力
ことが、そ
て
っ
る
い
に
てくれた。
オレがここ
き方を教え
生
な
楽
、
日より
だ。NAは
コ ー だ っ た な日
イ
サ
の
ろ
使ってたこ
うサイテー
ってあじわ
よ
に
」こと
復
回
も、
。「手放す
だ
シ
マ
に
か
よう。
の方がはる
ままに生き
が
る
あ
を
）
で、現実
／テッサロニキ

自分の回復に働く不思議な力を
世界中の仲間たちとわかちあおう！

リシャ
ヴァッソ・T（ギ

エイド（サウジアラビア）

トレーシー・B（
アメリカ合衆国
／テネシー）

衆国／ルイジアナ）
メリッサ・R（アメリカ合

Click here for more
“Magic of Your Recovery”
メアリー・N（アメリカ合衆国／アーカンサス）
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登録された
参加者

・ユニティデイの
ミーティングでビデオ中継
・モバイル・アプリ
・最新式のデジタルスケジュール
・新方式の参加登録ソフト

少なくとも

（これによってチェックインが

ニューカマー
治療施設から参加した
メンバー

速やかになった）

モバイル
アプリ
アプリのダウンロード数

事前登録による
参加国

希望を
とらえた
写真

雨が
降った日

サイト閲覧数

エンターティナー
（各イベントのバンド、
DJ、コメディアンを含む）

81時間
6 時間

数字

4日間にかけて貸し
出されたヘッドセット
（５ヶ国語による通訳および
難聴に利用）

課題に取り組むイベント

ワークショップ
ワールドボードによる
フォーラム
8時間 「お返しをしていくこと」に
関するワークショップ
4時間 パブリックリレーションズ
に関するフォーラム

「塀の向こう側の
スポンサーシップ」
に関するワーク
ショップに
詰めかけた
メンバー

12

る
み
で

報道機関の支局に
よる問い合わせ

ユニティ デイの
ミーティングで
手渡された
『ベーシックテキスト』
バンケット
の出席者

メンバーシップ
調査の回答
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ユニティ デイに集まった
『伝統７』による献金

®

サービスセンター

リンシプル・ア
ュアル・プ
・デ
リチ
イ』
・
スピ

・・

『

WCNA 37では、ワールドコンベンション初の試みとなる一連のワークショップ
が開催されました。この「キープ・ギビング・バック・トラック［お返しをする
道を歩みつづける］」というメンバー主導の対話形式によるセッションでは、NA
のどのようなサービスにとっても重要性の高い課題が数多く話し合われました。
このセッションで話し合われたことのいくつかは、継続的に開かれているウェ
ブ会議でもひきつづき議題にとりあげられています。サービスに関する経験を収
集して共有するには、ウェブ会議がうってつけでしょう。さらに詳しいことを知
るには、www.na,org/webinar をごらんください。
また、ウェブ会議で議論を重ねることで、サービスのツール（道具）が誕生
するということもありました。この新しいツールは、以下のサイトに掲載され
ています。
・フォンライン（電話案内サービス）・ベーシックス［www.na.org/PR］
・CBDM（合意による意思決定）・ベーシックス［www.na.org/toolbox］
・プログラム コミティ＆プログラム作成（コンベンションの実行委員会およ
び企画立案）［www.na.org/conventions］

ト
・・・書 籍プロジェク

メンタルヘルス／

以下の「今後2年間で検討すべき３つの課題」に関しても、WCNA 37ではお試
しのワークショップが開催されました。
・「NAのメッセージを運ぶこと」と「NAに関心を持ってもらうこと」
・「メンバーたちをサービスに引きつける」
・NAに関係のある「薬物代替療法（DRT）および投薬治療（MAT）」

メンタルイルネス

ここで試みたことに少しばかり修整を加えたものが、パワーポイントによる資
料、チラシ類、ワークショップの概要となってwww.na.org/idt に掲載されていま
す。みなさんの開催するワークショップで得られた結果は、worldboard@na.org
IPプロジェクト
へお知らせいただくようお願いします。
このほかにもWCNA 37では、NA文献に関する２つの
プロジェクトをテーマとしたワークショップが開催されま
した。
（精神の健康や疾患）

「『スピリチュアル・プリンシプルズ・ア・デイ』に関
する書籍プロジェクト」の場合は、ワークショップでの書
き込みが284ページにも及ぶ資料になりました！ みなさ
んもぜひ、スピリチュアルな原理による日々の経験につい
て投稿してみませんか。詳しい情報や、ワークショップの
資料、オンライン・フォーム（書式）による投稿について
は、www.na.org/spad をご覧ください。
そして、「『メンタルヘルス／メンタルイルネス（精
神の健康や疾患）』に関するIPプロジェクト」について
も、WCNA 37で開催されたワークショップの詳しい情報
がwww.ne.org/mhmi に掲載されています。

「『スピリチュアル・プリンシプルズ・ア・デイ』に関する書籍プロ
ジェクト」の横断幕には、メンバーたちがこの本に盛り込んでほしい
と思う原理を書き加えていました。

2018年度ワールド サービス カンファレンスの要請に応じて、私たちは特別な日を何日
かもうけることになります。
これにより、今後は、ユニティデイのお祝いと同じようなことを
する日が増えるでしょう。
このような日を、みなさんはどんなふうに祝いたいでしょうか。ぜ
ひ、世界中のNAで検討や議論を重ねてください。
このような祝日
の過ごし方につ
2018年12月1日は
「スポンサーシップ デイ」
いて、
みなさんのアイ
デアをworldb
2019年5月1日は
「サービス デイ」
oard@
na.org へお寄
せ
く
だ
さ
い
。
2019年6月の第１週は
「PR週間」
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Multiday events and those occurring between publication dates are printed according to the schedule posted online. To enter
events or to access event details, visit the online calendar at www.na.org/events. (If you don’t have internet access, fax or mail
your event info to 818.700.0700, attn: NA Way; or The NA Way; Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA.)
Argentina
Entre Ríos 23-25 Nov; Argentina Regional Convention; Arena
Resort, Federación, Entre Ríos; na.org.ar
Brazil
Chapada dos Guimaraes 8-11 Nov; Brazil Central Regional
Convention 2; Hotel Pousada Penhasco, Chapada dos
Guimaraes; crbcna.com.br
Dominican Republic
Santo Domingo 9-11 Nov; Quisqueyan Regional Convention
17; Hotel Hamaca, Santo Domingo; nadominicana.org
Greece
Larisa 2-4 Nov; Greece Regional Convention 14; Chatzigianio
Conventional Center, Larisa; nagreece.gr
India
Odisha 11-13 Jan; Odisha Area Convention; Hotel BlueLily,
Puri, Odisha; naodisha.org
Nepal
Bhairahawa 23-25 Nov; Nepal Regional Convention 6; Hotel
Pauwa, Bhairahawa; event info: +9779817441200
Norway
Sandefjord 2-4 Nov; Norway Regional Convention; Sandefjord
Videregaende Skole, Sandefjord; nanorge.org/arrangementer
South Africa
Cape Town 9-11 Nov; South Africa Regional Convention;
Bridges Retreat Centre, Cape Town; sarcna.co.za/2018
United States
Alabama 2-4 Nov; Greater Birmingham Area Convention 23;
DoubleTree by Hilton, Birmingham; alnwfl.org
Arizona 31 Dec-3 Jan; Arizona Men’s Spiritual Retreat 7;
Franciscan Renewal Center, Scottsdale; themensretreat.org
Florida 2-4 Nov; Serenity in the Forest 2; Retreat at Silver
Springs, Ocala; forestareaspiritualretreat.com
(2) 22-25 Nov; Serenity in the Sun Convention 37; Hilton Palm
Beach Airport, West Palm Beach; webservant@palmcoastna.
org
Georgia 22-25 Nov; West End Area Convention 32;
Renaissance Hotel, Atlanta; grscna.com
Illinois 9-11 Nov; Greater Illinois Regional Convention 22;
Four Points by Sheraton, Fairview Heights; centralillinoisna.org
(2) 3-6 Jan; Chicagoland Regional Convention 31; Hyatt
Regency McCormack, Chicago; crcofna.org
Louisiana 9-11 Nov; Camp Recovery; Lake Bistineau State
Park, Doyline; nlana.net/camp-recovery
Michigan 9-11 Nov; Macomb Area Convention 8; Wyndam
Garden, Sterling Heights; michigan-na.org/macomb-area
Nebraska 2-4 Nov; Multi-Zonal Service Symposium;
Beardmore Event Center, Bellevue; mzssna.org
Nevada 2-4 Nov; Sierra Sage Regional Convention 23; Grand
Sierra Resort-Convention Center, Reno; sierrasagena.org
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New Jersey 23 Jan-3 Feb; Recovery at Sea 5; Cape Liberty
Cruise Terminal, Bayonne; event info: 347.259.0317
New York 18-20 Jan; Nassau Area Convention 16; Huntington
Hilton, Melville; nacna.org
North Carolina 2-4 Nov; Greater Sandhills Area Convention;
Holiday Inn, Lumberton; ncregion-na.org/greater-sandhillsarea
(2) 4-6 Jan; Spiritually High in the Land of the Sky 34; Asheville
Crowne Plaza Resort, Asheville; spirituallyhigh.org
(3) 25-27 Jan; Down East & Crossroads Area Convention 11;
DoubleTree by Hilton Atlantic Beach Oceanfront, Atlantic
Beach; theroadhomena.org
Ohio 23-25 Nov; Greater Cincinnati Area Convention 22;
Millennium Hotel, Cincinnati; naohio.org
Pennsylvania 1-4 Nov; Tri-State Regional Convention Start to
Live 36; Bayfront Convention Center, Erie; www.starttolive.org
South Carolina 23-25 Nov; Serenity Fellowship Reunion 3;
Sea Mist Resort Convention Center, Myrtle Beach; event info:
Serenityfellowshipreunion@gmail.com
Tennessee 23-25 Nov; Volunteer Regional Convention 36;
Millennium Maxwell House, Nashville; vrcna.org/vrc2018
Texas 18-20 Jan; Esperanza Area Convention 5; El Tropicano
Riverwalk Hotel, San Antonio; eacnasa.org
Utah 16-18 Nov; Utah Regional Indoor Convention 20; Park
City Marriott, Park City; uwana.org
Vermont 9-11 Nov; Champlain Valley Area Convention 29;
DoubleTree Hotel and Conference Center, Burlington; cvana.
org/convention
Virginia 11-13 Jan; Virginia Regional Convention 37; Richmond
Marriott, Richmond; avcna.org
Wisconsin 9-11 Nov; Wisconsin State Convention 35;
Radisson Hotel La Crosse, La Crosse; wsnac.info

WCNA 37 SATISFACTION SURVEY
https://www.surveymonkey.com/r/wcna37
The magic was still real at WCNA 37. This
was our largest World Convention to date
and we want to thank all of you who were
present or who joined us remotely.
Since there will not be another World
Convention of this size for some time, we
would like to get your feedback. It will help
in planning for future World Conventions.
Please complete by end November 2018.

NAWS Product Update
Afrikaans
IP #5: Uit ’n ander oogpunt
Item No. AF3105

Price US $0.25/0.22 €

IP #12: Die Selfobsessie-driehoek
Item No. AF3112
t
iding to
’n Inle aderings
g
r
e
29-AF
NA-v
IP Nr.

Price US $0.25/0.22 €

IP #29: ’n Inleiding tot
NA-vergaderings

Portuguese

Social Media & Our Guiding
Principles

As Redes Sociais
e as nossas Linhas
de Orientação
Item No. PO2207
Price US $0.33/0.28 €

Item No. AF3129
Price US $0.25/0.22 €

Slovenian
IP #5: Drug pogled
Item No. SL3105

IP #8: Samo danes

Hungarian

Item No. SL3108

Working Step Four in NA

Negyedik Lépésen Dolgozni
A Narcotics Anonymousban
Item No. HU3110

Price US $0.25/0.22 €

Price US $0.82/0.71 €

Price US $0.25/0.22 €

IP #11: Montorstvo
Item No. SL3111

Price US $0.25/0.22 €

IP #19: Samosprejemanje
Item No. SL3119

IP #27: Az NA-s fiatalok
szülei vagy gondviselői
számára

Price US $0.25/0.22 €

Swedish

Living Clean:
The Journey Continues

Item No. HU3127
Price US $0.25/0.22 €

Living Clean:
Resan fortsätter
Item No. SW1150
Price US $10.35/8.15 €

Polish

Twelve Concepts for NA Service

Dwanaście Koncepcji
dla służb NA
Item No. PL1164
Price US $2.20/1.91 €

IP #29: Wprowadzenie
do mityngów NA

Ukrainian
IP #8: Лише сьогодні
Item No. UA3108

Price US $0.25/0.22 €

Item No. PL3129
Price US $0.25/0.22 €
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The Basic Library
A box set of our five basic recovery
books in softcover: Basic Text, Just
for Today, It Works, Living Clean, and
Guiding Principles.
ITEM No. 9421 • PRICE: US $50.00/45.10 €

30th Anniversary Basic Text

2019 Calendar

Packaged in a Unique Wooden Box

Get your daily recovery inspiration
and encouragement with excerpts
from our Just for Today book. 4¼” x
5¼” tear-off pages with easel.

Our numbered 30th anniversary Basic
Text repackaged in a unique etched
wooden box with fold-out Basic Text
timeline.

ITEM No. 9500 • PRICE: US $12.45/10.85 €

SET OF BOOK/BOX

ITEM No. 1103A • PRICE:

US $55.00/47.30 €
WOODEN BOX

ITEM No. 9511 • PRICE: US $39.00/33.50 €

Coming Soon
Newly-designed Posters

Our paper posters are redesigned for
easy readability and will be available
as a set and individually; includes
the seven existing posters and
newly-approved “NA Service Prayer”.

®

OUR VISION IS THAT ONE DAY EVERY
ADDICT IN THE WORLD HAS THE CHANCE TO

ITEM No. 9070 • PRICE: US $11.00/9.50 €

EXPERIENCE OUR MESSAGE IN HIS OR HER
OWN LANGUAGE AND CULTURE AND FIND

NA Service Prayer poster

THE OPPORTUNITY FOR A NEW WAY OF LIFE.

Approved by WSC 2018, small service prayer
poster will be added to our existing paper set.
ITEM No. 9078 • PRICE: US $1.55/1.45 €

®
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NAWS

|

19737 Nordhoff Place

|

Chatsworth, CA 91311

|

T 818.773.9999

|

F 818.700.0700

|

www.na.org

