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ナルコティクス アノニマスの１２ステップ 

 

1 私たちは、アディクションに対して無力であり、生きていくことが

どうにもならなくなったことを認めた。 

2 私たちは、自分より偉大な力が、私たちを正気に戻してくれると信

じるようになった。 

3 私たちは、私たちの意思といのちを、自分で理解している神（ハイ

ヤーパワー）の配慮にゆだねる決心をした。 

4 私たちは、探し求め、恐れることなく、モラルの棚卸表を作った。 

5 私たちは、神に対し、自分自身に対し、もう一人の人間に対し、自

分の誤りの正確な本質を認めた。 

6 私たちは、これらの性格上の欠点をすべて取り除くことを、神にゆ

だねる心の準備が完全にできた。 

7 私たちは、自分の短所を取り除いてください、と謙虚に神に求めた。 

8 私たちは、私たちが傷つけたすべての人のリストを作り、そのすべ

ての人たちに埋め合わせをする気持ちになった。 

9 私たちは、その人たち、または他の人びとを傷つけないかぎり、機

会あるたびに直接埋め合わせをした。 

10 私たちは、自分の生き方の棚卸を実行し続け、誤ったときは直ち

に認めた。 

11 私たちは、自分で理解している神との意識的触れ合いを深めるた

めに、私たちに向けられた神の意志を知り、それだけを行っていく

力を、祈りと黙想によって求めた。 

12 これらのステップを経た結果、スピリチュアルに目覚め、この話

をアディクトに伝え、また自分のあらゆることに、この原理を実践

するように努力した。 
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序文 
  

 1980 年代前半、ナルコティクス アノニマスは、NA のない世界中の多くの場所で発展させ

ることが始まった。この成長の結果として、幾つかの NA グループとサービスコミティが、様々

な「アウトリーチ」活動に関わることになった。多くの初期のアウトリーチ活動は、発展して

いく NA コミュニティが、「クリーンでいること」を求め、その他の場所でも同じような思いを

抱くメンバーたちが、共にコンタクトを取ってきたことによって始まった。やがて、これらの

幾つかの NA コミュニティが大きくなるにつれ、「アウトリーチ」活動は、うまい具合に活動が

行われてきたコミティを通じて、形式化されていった。 

 1980 年代後半より、アウトリーチコミティは、エリアやリージョン単位の集まりの異なっ

た部分で、積極的に行われるようになった。結果として、WSC 臨時特別アウトリーチコミティ

が、「アウトリーチ ハンドブック」を作成するために結成された。機能しているアウトリーチ

コミティからの情報収集によるこれらの活動は、ローカルのニーズに基づいた活動の、広範囲

のアウトリーチを包含し、明確にしました。この広い視野にて、事実上不可能な、すべての包

括的なアウトリーチハンドブックが作成されました。このプロジェクトは、任務を完成させる

ために、ワールドサービス役員の評議会に与えられました。 

 この資料は、アウトリーチ活動の促進と、それを勇気付けるために作られました。その目的

は、アウトリーチでの基本的な情報を提供することです。（規約リストやコミティのガイドライ

ンではない）したがって、アウトリーチは、特定の任務の指標というより、基本的な概念、原

理として提供されています。私たちは、これらのアウトリーチ活動を体系化させるコミティの、

「正しい」アプローチに影響を及ぼさないためにも、意図的にこのような方法を取っています。 

 私たちは、この情報が、フェローシップの成長として柔軟に変化するのを見越し、地域のフ

ェローシップのニーズに役立つものとして提供し、その上で、アウトリーチコミティの成長を

も助けることができることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 この資料で使用される用語「アウトリーチコミティ」は、正式なコミティという意味と、そのようなコミティが存在しないけれど

有志のメンバーたちが行っている活動の両方を示すために使われています。 
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はじめに 

 アウトリーチ活動は、彼らがそれを、アウトリーチとして認識されていなかったとしても、

また、それに参加するメンバーによって、アウトリーチと呼ばれていたとしても、どんな時も

ナルコティクス アノニマスの中で存在してきました。「アウトリーチ」は、様々なメンバーに

よって蓄積された、新しい NA コミュニティが出来上がっていくのをサポートするための原動

力であったとも言えるでしょう。また、様々なメンバーが、彼ら自身のクリーンを保つための

ミーティングを得るために、長い距離を旅してきた賜物とも言えるかもしれません。これらは、

他の近隣の街からのメンバーによる楽しいイベントであったり、ゲーム、スポーツ、ピクニッ

クなどのプランニングによるものでもあったりします。多くの場合、他のアディクトの回復を

助けるために行う何かといえば、シンプルに１２ステップワークです。それはもっとも正しい

ですが、これらの種類の活動も、アウトリーチ活動になります。ローカルの NA コミュニティ

が成長するにつれ、これらの活動は、たいてい、基本的にはコミティを通じて正式に行われる

活動になっていきます。 

 

アウトリーチ 

 アウトリーチの中心となる目的は、グループの存続と成長を妨げる、「孤立」を克服すること

です。焦点は、地理的に孤立しているグループに向けられる傾向にありますが、個人的選択と

しての言語、文化の違いなどの様々な事柄によって孤立したグループへの支援、また、病院＆

施設（H&I）委員会による、回復のミーティングの提供が困難な、身柄を拘束されている施設な

どの場所も含まれます。この資料にて特に重視しているのは、アウトリーチ活動において、よ

り大きなコミュニティに、地理的に孤立した NA メンバーをつなげることを目標としているが、

アウトリーチコミティの活動は、これだけに限定されるものではありません。アウトリーチ活

動は、現場のニーズの付託に応えるものであるべきでしょう。 

 アウトリーチ活動は、サポートを必要とする遠方のグループのメンバーへの情報を、支援す

るグループから伝えることにまで及びます。これは、回復の分かち合いとミーティングの参加

を通じてシンプルに行うことができます。アウトリーチコミティ活動は、H&I や広報（PI）コミ

ティと密接に協力することができます。なぜなら、それぞれのサービスのタイプは幾つかのエ

リアをまたいで活動を行うからです。H&I と PI コミティのように、アウトリーチコミティも、

ワークショップや勉強会に参加、または開催したりします。都市部でのアウトリーチ活動は、

しばらくの間サービス体制に参加できていないグループへの参加のサポートなども含まれてい

ます。幾つかのケースにおいて、これらのグループが交流を持たないことで憤りを感じている

問題を撤回することができます。たいていの場合、そのグループでは、サービス体制を代表す

るようなメンバー、またはやる気のあるメンバーが不足していることがほとんどです。このよ

うな孤立したグループへのアウトリーチに携わる魅力的なメンバーが、直接、問題へのオープ

ンディスカッションなどを通じて、再び親密な交流を促すことができます。これはまた、グル

ープ内のサービス活動のための熱意を再構築することもできます。幾つかのグループは、この

孤立がなくなることを望んでいない場合もありますが、この決定は尊重されるべきでしょう。 

 NA グループは、多くの場合、チラシやニューズレターや電話などによって、互いに情報交換

を行っています。これらは情報交換には非常に役立つツールです（しかし、対面でのコンタク

トがアディクトの間では、最も効果的な方法ではあります）。グループを訪問している時、それ

は、グループで活動する方法に否定的な判断をしないためにはとても重要です。多くのアウト

リーチ活動は、「熟練のメンバー」によって妨げられてきました。それは、ローカルのメンバー

に、どのように活動すべきか？などの教えなどを強く守ることを伝えることによって。このよ

うなアドバイスは、時に適切ではないことがあります。それはまた、アウトリーチの目標を推

進することが困難になります。アウトリーチ活動は、孤立を無くすことと、成長を促進するた

めに行われ、NA の回復の中で、幾つかの固執したアプローチを広げないように行われます。 
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 「私たちはどのようにして、手を差し伸べるための孤立しているグループを見つけるのです

か？」いくつかは、仕事や遊びのために旅行しているメンバーによって発見され、それ以外な

どはワールドサービスオフィスのメーリングリストなどに載っています。幾つかの場合、グル

ープ自体は孤立した場所にありますが、そのグループのメンバーは、その他の NA ミーティン

グに出向くことができるでしょう。結果として、グループは、様々な方法、資源によって知ら

れるようになります。 

 アウトリーチコミティは、グループを運営したり始めたりはしません。活動や時間の制約が

大きすぎると、他の任務を損なうことになります。開始または実行されているグループは、定

期的なミーティングへの参加は、個人に任せられています。 

 基本的に、アウトリーチコミティは、ローカルのフェローシップの成長に合わせて形成され

ていきます。グループの数が増えていくエリアにおいて、非公式にこのタイプのサービス活動

を管理することは、次第に困難になっていくでしょう。活動の重複や、誰が何をすべきかにつ

いての混乱、無計画の活動、すべてはコミティの立ち上げを通じたアウトリーチ活動が形式化

する経過としての指標になります。アウトリーチコミティは、サービス活動を勇気付けるため

に結成されるべきであり、それらの構造は現場のニーズに対して明確に反映します。エリアが

持っているガイドラインは重要であり得るけれども、それらによってサービスを妨げず、促進

するべきです。 

 一つの方法である、私たちがグループを大きな NA コミュニティへ連れて行くことは、サー

ビス体制の中にそれらを招き入れ、参加してもらうことです。エリアとリージョンのアウトリ

ーチコミティ活動とは、これを実現することです。これらのコミティのメンバーは、NA につい

ての質問に答えることが可能です。そしてグループの発展の初期段階に関しての経験と力と希

望を分かち合うことができます。時には、これは孤立したグループ（複数可）にアウトリーチ

コミティが出向いて行うことが要求されます。助けの手を借りて、これらの孤立したグループ

またはミーティングは、新たなエリアサービスコミティを立ち上げる、または存在するエリア

サービスコミティに参加することができる場合があります。アウトリーチコミティは通常、そ

の各々の ASC または RSC が支払ったその為の経費を受け取ります。 

 アウトリーチコミティは、これらのミーティング、グループまたはエリアへ、コミュニケー

ション、サポート、及び幾つかの限定したサービスを提供することに関わることができます。

彼らが提供出来るサービスは、継続したコミュニケーションの幾つかの種類、定期的な訪問、

サービス問題についての経験の分かち合い、WSO への登録方法や、どこでどのように文献の注

文をするかなどの情報の分かち合い、そして近隣のその他のミーティングについての情報の提

供などを、維持することや定着させることが含まれます。 

 幾つかの NA グループの孤立は、彼らが他の NA について知らないからではなく、NA グル

ープ自体がとても新しいコミュニティだからです。このような状況においては、孤立は一時的

なものです。コミュニティにて、より多くのアディクトが回復と NA の成長を見つけ、グルー

プはサービス体を形成し、ローカルメンバーは回復の経験を獲得し、サービスを提供していく

でしょう。最終的に、新しい NA コミュニティは、アウトリーチコミティのサービスが必然と

必要になるでしょう。実際には、新しいコミュニティはその後、彼ら自身がアウトリーチ活動

を行う立場になっていくでしょう。私たちは、何もなかった場所で NA が根を張り成長するの

を何度も見てきました。 

 他の例では、NA コミュニティは小さいままであっても、予測可能な未来のためにアウトリー

チコミティのサポートを必要とするかもしれません。これは、エリアの人口自体が少ないため、

もしくは、社会的、文化的、また言語的要因のためとも考えられます。これらのケースでのア

ウトリーチ活動は、できたばかりの NA コミュニティの、安定と成長を妨害している困難を克

服するのを助けることに集中することができます。 
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苦労しているエリアやグループを助ける 

 孤立したグループへのアウトリーチは、多くの必要とされたサービスと恩恵を提供します。

これらの活動を受け取るグループは、フェローシップの中では確実に歓迎されます。グループ

は所属感を感じるでしょうし、その結果、NA の活動に関心を持ち、全体としての NA の発展

と成長に時間とエネルギーを投資するであろう、信頼ある僕たちが生まれることでしょう。ア

ウトリーチコミティは、孤立したグループである彼らが、NA のフェローシップの重要な一部で

あること、決して一人ではないことを示すべきです。このような「外部へのサポート」の存在

そのものによって、「メッセージを運ぶことが NA の第一の目的」だと確認できるでしょう。 

 毎週、もしくは月単位で、定期的に孤立したグループへの訪問を手配することは非常に役立

つでしょう。彼らがグループを訪問することに加えて、アウトリーチコミティのメンバーは、

孤立したグループのメンバーたちが、参加が可能な範囲内にある NA ミーティングに参加する

ことを勇気付けるべきです。これは、乗り物を手配することや、新しくできた NA コミュニテ

ィ内のメンバーの訪問をウェルカムすることによって、サポートすることができます。 

  

 アウトリーチコミティは、多くの場合、孤立したグループへ基本的な広報活動のサポートも

します。例えば、グループのミーティング会場がフォンラインリストにて確実に機能するため

に、必要に応じてリアルタイムに情報を更新することなどです。アウトリーチコミティは、ワ

ールドサービスオフィスへのグループの登録を確認することもできます。それによって、NA 全

体として影響がある問題や、回復のための文献、コンベンション、サービス活動などについて

の重要な情報を受け取ることができるでしょう。多くの場合、サービス体制の他の部分よりも、

エリア内の NA グループについて、現地のアウトリーチコミティが詳細をより知っているから

です。 

  

 継続的なコミュニケーションとフォローアップのための訪問は必要不可欠です。手紙や電話

での通話は、コミティの責務です。がしかし、新しい友情の結果としてそれらが生じることも

あります。理想的には、フォローアップ訪問は、最初の交流訪問に関係した、同じアウトリー

チメンバーの一部を含めるべきでしょう。しかしながら、フォローアップは、これ次第である

というわけではありません。新規、または孤立したグループへの訪問は、そのグループの間で、

希望が生まれます。アウトリーチ活動が停止した場合、それによって、以前よりも孤立を感じ

ることとなり、新しいグループは離れていくでしょう。これは、電話番号などを交換すること

で回避することができます。それによって、近日行われるイベント、例えば、ダンス、コンベ

ンション、リトリート、勉強会、またエリアやリージョンの会議などのチラシを送ることがで

きるでしょう。 

 

 可能な限り、アウトリーチはチームで行うべきです。少なくとも２名以上にて「苦労してい

るグループ」を訪問し、ミーティングに参加することによって、サポートを提供するだけでな

く、回復のミーティング終了後などに、グループの信頼ある僕との会話の中で提案を持ちかけ

たり、情報を提供したりすることもあります。質問に答えること、エリアの機能や目的を説明

すること、それはコミティの、これらの訪問の重要な部分でもあります。 

 順序として、訪問が歓迎されることの確認や、グループのニーズについて知るためにも、最

初の訪問の前に地元のフェローシップのメンバーに連絡を入れるべきです。アウトリーチメン

バーが、グループにてどのように自分たち自身を紹介し、議論をする時間を設けるか、不快な

状況を避けるために、それらのやり方を明確にする必要があります。それは、訪問するメンバ

ーがグループの自律を尊重することが重要だからです。あなた方は、ミーティングの時間、曜

日、及び場所について正確な情報を持っていることを確認してください。出向く前に、先に電

話にてミーティングが開催されているか確認してください。 
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 アウトリーチコミティのメンバーは「伝統執行人」であってはなりません。グループに特定

の伝統を違反していると解釈されている場合、それは間違いが意図的に行われていると認識さ

れます。おそらくそれは、知識や情報不足が理由です。アウトリーチコミティは、伝統につい

ての情報の分かち合いや、グループが NA の回復や伝統を説明するサービス資料のコピーを持

っているかの確認をすることができます。私たちの伝統の境界線がはっきりしているグループ

による活動でさえも、情報を深く分かち合うことによって、最善に処理されます。グループに

命令をするとか、ミーティングリスト、またはその他のフォームからの除外を脅かすことは、

決してアウトリーチ活動の機能や目的ではありません。 

  

ワークショップ＆ラーニングデイズ（勉強会） 

 アウトリーチコミティは孤立したグループのために、ワークショップや勉強会を開催するこ

とができるでしょう。ナルコティクス アノニマスのサービス活動に参加しているメンバーは、

他のアディクトへ、彼らの経験の分かち合いを、敬意を持って行います。サービスのローカル

レベルでのアウトリーチワークショップへ参加したい人たちは、新しいメンバー、グループ、

または、エリアサービスコミティの成長を共に歩むという興奮を知っています。 

  

 新しい NA コミュニティの発展として、正常な成長の痛みを通じて起こりうる共通の問題が

あります。ワークショップは、フェローシップに、解決策、新しいアイデア、問題の解決への

分かち合いの機会を与えます。彼らはむしろ、単にハンドブックに頼ったり電話やメールの返

信を待っているよりも、適切な場面で質問したり、異なる意見やアイデアを受け取る機会を持

っている時の方が、メンバーとして恩恵を受けています。 

 

 ワークショップは一般的に、1〜３時間続くと、サービスの特定の側面に焦点が当たります。

ワークショップの提示するものは、一般的なテーマについての彼らの経験を分かち合い、ワー

クショップの終わり近くには質疑応答の時間を設けます。それは、参加が予測されるメンバー

の特定のニーズに応じたワークショップにするのが最善でしょう。創造性は、新しいグループ

やエリアを扱うことの強みになります。あなた方のホームグループのための何らかの活動は、

時に他ではうまく動作しないことがあります。ワークショップは、ブレーンストーミングを見

越したやり方で行うことができます。解決策は、ステップ、伝統、サービスの概念、及びその

他のナルコティクス アノニマスのスピリチュアルな原理によって導かれます。状況によっては、

ワークショップで利用するよりも、要求にさらに合わせたものを提示できるかもしれません。

この場合、要求は、付加的なガイダンスのためのサービス体制を通じて行うことができます。 

 

 ワークショップは、サービスの問題に関する最終決定ではありません。それどころか、それ

らはほんの始まりにすぎません。アディクトがそれらの質問が何なのかを学ぶための時間、幾

つかの解決策を受け取る、そして NA のサービス体制のまだ知らない部分をより知ることがで

きるために。ワークショップは、メンバーが自分のサービス活動を始めることができ、そこか

らの経験による強固な基盤を得るために、必要な基礎を提供することができます。ワークショ

ップでは、メンバーは利用可能な資源やツールについて学びます。同じように、アディクトは

それらを分かち合うことと、彼らが学んだことを実践することによって、ステップの恩恵を学

びます。彼らはサービスについての新しい情報を学んでいくことの恩恵を理解し始め、それら

のアイデアをどのように活用するかを理解し、地元のフェローシップにおいて成長していくの

を促進させます。 
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 勉強会は、サービスや回復の様々な側面についての経験の分かち合いをするための機会です。

しかしながら、それは一つのテーマを使うワークショップよりも長く継続された時間で行いま

す。実際には、勉強会は通常、単体のワークショップの一連の構成にて行われます。単体のワ

ークショップでの短い時間の中で提供されたが、カバー仕切れなかった様々な異なったトピッ

クを扱います。 

  

 勉強会やワークショップは、メンバーが遠く長い距離を移動して参加しなければならない場

合でもうまく機能することができます。勉強会の終わりに幾つかのフェローシップの時間を作

ることは、非常に大きな利点があります。仲間との食事や回復のミーティングは、NA メンバー

のつながりや、より個人的にお互いを知るための重要な意味のある手段を提供します。このよ

うなリラックスした雰囲気の中で、正式なセッションでは得られないような経験を味わうこと

でしょう。 

 

アウトリーチの障壁や障害 

 アウトリーチ活動をすることによって、何を得ることができますか？ 文化の違い、言語の壁、

地理的な距離、法による規制、そして、特定のミーティングや地域の集まりからのサポートの

不足などもあります。あまりにも多く障害に遭遇するのは、アウトリーチ活動が乗り越えよう

と試みている孤立が生じている理由です。回復が始まったばかりの新しいアディクトが、他の

アディクトからの違いを感じて彼ら自身によって孤立してしまうように、新しい NA グループ

やコミュニティも同じような理由が当てはまるかもしれません。 

 

 時に、アウトリーチが助けようとしているフェローシップの一部は、あまりにも長い間孤立

していたがために、それらの多くの地元のメンバーは、異なる新しいものへの抵抗の態度を示

してくるでしょう。「部外者」としてのアウトリーチコミティへの認識は、孤立したグループの

メンバーが支援を求めているにもかかわらず、存在するかもしれません。私たちの活動が歓迎

されていないと恐れる時は、アウトリーチ活動を進めるのは難しいですが、しかし、私たちが

前向きな姿勢を続け、助けと分かち合いの精神にてメンバーに近づくことで、最終的には、孤

立したグループに手を差し伸べることに成功するでしょう。 

 

 言語の壁がある場合は、少なくとも一人の流暢にその言語を話す NA メンバーを連れて行く

ことを試みてください。通訳はメッセージを運ぶのに重要な部分ですが、言語は友好訪問には

影響を与える問題ではありません。多くの場合、言葉のサポートという単純なお願いは、翻訳

や物事の説明を助けるためには、自発的にグループへのボランティアを生み出すでしょう。そ

れは簡単で、どんな説明でも単純にしておくのを助けます。スラングや複雑な語彙の使用は避

けてください。特定の問題を持つグループを支援できるであろう、情報の説明だけに集中し、

その時、グループでそれを自分たちのものにできるように言葉を付け加えます。一度に NA の

回復やサービス活動の試練を与える必要はありません。 

 

 国境を横断するときに、法的制限は主要な障害になります。法律、取締局のレベル、及び地

方の慣習に関する重要な洞察を得るために、その地方を訪問したことのある他の人に、話を聞

くのは良いアイデアです。疑問がある場合、正確な情報を得るには、税関や入国管理当局に連

絡して確認してください。 
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 アウトリーチのコミットメントは、施設内の孤立したグループに行われる場合、正式な許可

やその他の手配は事前に行う必要があります。地元の H&I コミティは、グループの特定のニー

ズや施設への最良のアプローチ方法の支援の確認のために連絡を行ってください。また、さら

なる情報のために「施設内のグループガイド」を参照して、それらのグループのためにコピー

を入手し使用してください。 

 

まとめ 

 アウトリーチは、グループやエリアの存続と成長を支援するために、それらの孤立を終わら

せようと試みます。 

 アウトリーチサービスは、通常のコミティのような形式で行うこともできるし、また、関心

のあるメンバーたちによって非公式に行うこともできます。 

 アクティビティも含まれます。孤立したグループや ASC を訪問すること、ワークショップを

開催すること、ごく基本的なサービスやミーティングの情報を提供すること、そして、キャン

プなどのようなシンプルなフェローシップイベントを提案したりサポートしたりします。NA メ

ンバーがアウトリーチ活動を行うことによって、私たちのフェローシップのすべての部分にお

いて、回復の中での相互の恩恵のために繋がることができると望まれ、そして未だ苦しむアデ

ィクトへメッセージを運ぶことができるのです。 
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リソースセクション（資料コーナー） 
 

 このリソースセクションにある資料は、あなた自身のアウトリーチ活動を可能にする出発点

として役立つように編集されています。それらは、そのまま使用するか、または個々のニーズ

に合わせて変更することができます。あなたがこのセクションの資料のいずれかを使うかは特

に決まりはありません。それらは、あくまでも幾つかの例としてここにあります。あなたのア

ウトリーチ活動の発展が継続されることによって、このセクションはさらに拡張されていくで

しょう。あなたがこれらにあなたのエリアやリージョンのミーティング会場リスト、JCO/WSO

カタログ、エリアやリージョンのサービスミーティングのできる限りの地図も含めたいと思う

ことでしょう。リングバインダーなどにこれらの情報を挟んでおけば、追加やアップデートが

しやすいでしょう。 

 
利用可能な資料 

 

グループ ブックレット 

 

これは、ナルコティクス アノニマスのグループを開始し、継続するための主要のガイドブック

です。これは次のような重要な問題に答えるセクションに沿って、NA ミーティングのサンプル

フォーマットが含まれています。 

 

・	 NA グループとは？ 

・	 メンバーになるためには？ 

・	 どこで NA ミーティングは行われますか？ 

・	 ミーティングの形式はどのようなものを使用できますか？ 

・	 どんな文献を使うべきですか？ 

・	 どのような役割がグループには必要ですか？ 

・	 NA グループにはどんな責任がありますか？ 

・	 他の NA サービスはどのようにグループをサポートできますか？ 

・	 私たちのコミュニティに、グループはどのように奉仕することができますか？ 

・	 どのようにグループはその問題を解決できますか？ 

  

 

その他の資料 

 

・	 H&I ハンドブック 

・	 H&I ベーシックス 

・	 パブリック・リレーションズ ハンドブック 

・	 PR ベーシックス 

・	 プランニング ベーシックス 

・	 広報の手引き 

・	 NA ローカルサービスの手引き 

・	 ザ・グループ（IP＃２） 

・	 孤独：孤立の中でのクリーンでいること（IP#21） 

・	 施設内のグループガイド 
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グループ訪問記録 

 

グループ名                                       

ミーティング日               時間                    

住所                                          

ミーティングへの行き方                                 

                                            

訪問の目的                                       

                                            

アウトリーチ訪問に対してのグループの反応                               

                                                 

                                              

グループからアウトリーチ援助を依頼がありましたか？  Yes       No       

グループに必要なサポートは何か？                             

                                               

                                               

サービスの役割は満たされているか？    GSR      セクレタリー    会計     

グループの誰に連絡をするか？                                

連絡がつくメールアドレス                                  

電話番号                   連絡可能時間                  

コメント欄                                            
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アウトリーチボランティアリスト 

名前 連絡先 電話番号   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      





NEW GROUP REGISTRATION FORM 

If you are updating group information, please use the Group Update Form. 

Please complete all information & print clearly! 

Group Name Today's Date 

This group was formed (month/year) This group holds meeting(s) per week 

Area Name Region Name 

Group Mailing Address 
The following information is necessary for any communications with the group. 

Group Contact 

Address 

City State/Province 

Postal/Zip Country 

Phone 

] Please send our group The NA Way Magazine in English French German Portuguese Spanish (circle one) 

Group's Meeting Information 
Please indicate (0 for open) (C for closed) next to meetinq dais below 
Meeting Days Sun I Mon I Tues I Wed I Thur I Fri I Sat I 
Meeting Time 

Language(s) 

Format 

nm 
Average weekly 
attendance 

Meeting Location 

Place Room 

Address City 

Borough/Sub-City State/Prov 

Postal/Zip Country 

If this meeting is held in a correctional or treatment facility, what is the special criterion for entry? 

"One of the most important things about our new way of life is being a part of a group of addicts seeking recovery. Our 
survival is directly related to the survival of the group and the Fellowship. To maintain unity within Narcotics Anonymous, it 
is imperative that the group remain stable, or the entire Fellowship perishes and the individual dies." Basic Text, page 59 

Please return this copy to: NA World Services, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409-9099 USA 
This form and translated versions are also available on our website - www.na.org. 
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ナルコティクス アノニマスの 12 の伝統 

 

1. 第一にすべきは全体の福利である。個人の回復はＮＡの一体性にかかってい

る。 

2. 私たちのグループの目的のための最終的権威はただ一つ、グループの良心の

なかに現れる、愛なる神である。私たちのリーダーは奉仕を委された僕にす

ぎず、彼らは決して支配しない。 

3. メンバーであるために要求される唯一のことは、使うことをやめたいという

願望だけである。 

4. 各グループは自律的でなければならない。ただし他のグループまたはＮＡ全

体に影響をおよぼす事柄においてはこの限りではない。 

5. 各グループの第一の目的はただ一つ、まだ苦しんでいる薬物依存症者にメッ

セージを運ぶことである。 

6. ＮＡグループはいかなる関係ある施設にも、外部の組織に対しても、支持や

融資をしたりＮＡの名前を貸したりしてはならない。金銭や所有権や名声の

問題が、私たちの主要目的からそれさせるおそれがあるからである。 

7. 全てのＮＡグループは、外部からの寄付を辞退して完全に自立しなければな

らない。 

8. ナルコティクス アノニマスは、どこまでも非職業的でなければならない。

しかし、サービスセンターのようなところでは、専従の職員をおくことがで

きる。 

9. ＮＡそのものは決して組織化されてはならない。しかし、サービスの機関ま

たはコミティをつくることができる。これらの機関は、グループやメンバー

からの付託に直接応えるものである。 

10. ナルコティクス アノニマスは、外部の問題に意見を持たない。したが

って、ＮＡの名前は決して公の論争では引き合いに出されるべきではない。 

11. 私たちの広報活動は、宣伝により促進することよりも、ひきつける魅

力に基づく。活字、電波、映像の分野で、私たちはいつも個人名を伏せる必

要がある。 

12. 無名であることは、私たちの伝統全体のスピリチュアルな基礎である。

それは各個人よりも原理を優先すべきことを、いつも私たちに思い起こさせ

るものである。 

 






