第 14 回 JRCNA アンケート結果

■良くなかった


"参加者が毎年増えたのは NA の惹きつける魅力ですか？単に回復施設が増えたからではないです
か？オールドタイマーや海外の参加が、減少していた。JAPAN の NA が毎年同じスピーカーや進
行役を採用しますか？"



時間が長い

■普通


カウントダウンが嫌だった



代わり映えがしない



少しマンネリを感じる



地元で街中ね駅前で色んな意味でやりづらかった。



各階への移動が大変だった



会場が、縦長だったためエレベーターで混雑が起きて、ほかのお客さんに迷惑をかけていた



初めてのコンベンションだったので疎外感があった



スピーカーはどの様に回復したか、どの様にステップを使ったのかの話しをもっと聞きたかった。

■良かった


手羽先が美味しかったしね！味噌カツも！ 参加メンバーも 成長してきたと思います



コンベンションやる事自体が



カウントダウンでセクハラを感じ残念



分科会が多く、どれにしようか迷う楽しみができました。



明るい雰囲気 エリアスタッフたちの一体感と迅速な行動力



女性メンバーが委員長だったし、横浜コンベンションで初めて聞いた地元以外の仲間の話を聞いた

のがヒロミちゃんだった。感謝感激。


沢山の仲間に逢えた。その反面、マナーの悪い人達も沢山いた。



雰囲気が良かった🎵



パワーを少し貰えた。



"懐かしい仲間に会えたから"



カウントダウンが楽しかった



立地良し。会場もきれいだった。



久しぶりの仲間に沢山会えた



"カウントダウンで一部の仲間が騒ぎ過ぎていたのが残念に思えました！"



アットホームな感じが居心地よかった。



"・開催場所(駅から近かった)・館内の大きさも良かった。大ホールの大きさや、分科会の会場の広
さ。会場の清潔感。1000 人超えは凄く感動した！(トータル 2 回の参加ですが)・食事をするにも悩
まなかった。(色んなお店が周りにあった)"



"分科会でアウトリーチをやれたことがよかったです。オンラインでコンベンションに来たくても
来れなかった仲間ともつなぐことができたので、それもよかった点です。今回はアウトリーチの時
のみでしたので、この活動が広がり、アノニミティなど色々なことを配慮した上で"



仲間に会えた



仲間がいっぱい集まった



"スピーカーの話が良かった



エレベーター移動が混雑して大変だった"



与えられるものがあった。



交通の便も良く、会場も分かりやすかった。プログラムも色々楽しめました👍



色々な人の話しがきけた



年 1 回、全国の人と顔を合わせられる機会だし、コンベンションの一体感は回復への希望になると
思うから



"仲間との再会スピーカーよかった。→個人的に会場に関してはエレベーターが不便。"



色々な人と知り合えて良い経験が出来たから。沢山の人の話を聴けた為楽しかったです。



多くの仲間に会えた。元気をもらえた。



"たくさんの仲間の話が聞けた。休憩室がたくさんあり感心した。資料室っぽいのも良かった。でも
エレベーターとか分かりにくかった（仕方ないけどさ）"



みんなが盛り上がっていたから。



NA の友人です。コンベンションには第 1 回から参加しています。子どもの頃、今は亡き NA メン
バーたちに大変お世話になったことから、今日の NA の発展（毎日どこかでミーティングが行われ
ていて、全国ほぼどこの地域で暮らしていても、今苦しんでいる薬物依存者にメッセージが届くよ
うになっていること）や、コンベンションの成功（年々参加者が増えていること）を、とても嬉し
く思っています。



やはり体験談が一番。



楽しく過ごせた



良い話をたくさん聞け新しい気付きをもらえた



楽しかった



地方にいる仲間との交流は貴重なものだと感じられた。



仲間と会えた



初めてマーチャンダイズに出店した。仲間が買ってくれて嬉しかった。完売したが「コンベンショ
ン側との話し合いでその場での受注も快諾してくれた」
。NA に献金もそこそこできた。グループ、
エリア、リージョン、ひいては NA に何らかの形で貢献したかったので、今回の T シャツ販売で微
力だがそれができたと思う。

■大変良かった。


仲間がいっぱい。いろんな仲間の話が聞ける。



名古屋のメンバーの一体性を強く感じたから



何年一体感が強くなった感じがあります。



日頃会えない仲間と分かち合えた。



沢山の分かち合い、仲間との触れ合い、とにかく全てが最高でした。



楽しかったし、クロスアディクトでも十分理解へと至ることができた。



女性をテーマにしたプログラムが多かったので。



"毎年楽しみにしていて参加できて、とても嬉しい。カウントダウンも大いに盛り上がり、すごく楽
しかった。"



また来年もコンベンション行きたいなって思うようなコンベンションでした😆



"スタッフの方の一生懸命さと色んな仲間と分かち合いが出来ました。お疲れ様でした。ありがとう
ございます。"



スタッフの一生懸命さ。丁寧に親切に案内してくれてうれしかった



会場の設営がよかった。スピーカーの分かち合いが素晴らしかった。普段会えない仲間に会えた。
感謝のアファメーションを全ての仲間に!!!



プログラムが充実してたように思います。



中部エリアの方の細やかさ



分科会が同じ階に集中してて色々な仲間の話しを聞けたのと、注射場が地下にリ-ズナブルな値段
で使用出来て経済的にも行動的にも良かったです。



ボランティアで参加できた。



それぞれのテーマがよかった



仲間との繋がりを感じられた。



"とても共感出来る話が聞け希望をもらえた。女クロのお茶会が新鮮で楽しかったです



楽しかったから



メインスピーカー、分科会、色んな仲間の話を聞くことができて、本当に良かった。



スピーカーの内容が良かったのと沢山の仲間に会えたから。



初めての参加で仲間のスピーカーに共感し泣いてしまいました。



スピーカーが良かった。



名古屋の仲間が楽しそうだった



お祭りみたいで良かった。



仲間とサービスできた



仲間といいフェローができた



仲間が増えたしメインスピーカー🔇も共感できた



一体感がありました。



新たな出会い、久しぶりの再会などがあり、回復し続けるためのモチベーションにつながった。



関係者さんの尽力



名古屋にシラフでいたのは、初めて今までは名古屋は薬を使う町でした。



仲間との触れあい方や楽しみ方が少しずつ分かってきたから。それと裏方さんやスピーカーや出演
した人たちが一生懸命やっている姿に感動させられました。



テーマの内容も良かったし装飾もいつも通りにカラフルで良かったと思います。



"今回コンベンションのサービスをして、初めて自分が今まで参加して楽しめていたのはサービス
しているメンバーがいてくれたからだと思えた。参加しているだけじゃ分からなかった世界を見せ
てもらえた。"



一体感がありました



遠くに行ってしまった仲間と久し振りに会えてクリーン一年迎えていたので凄く嬉しかったで
す！たくさんの仲間と会えて良かった！サービスしてて楽しかったです！



スポンサーを引き受けて貰えた。



色々な話が、聞けて、今後の参考になった。



会場アクセス、ホスピタリティが行き届いていた。



"駅から会場が近くて便利だった。会場内も地下に食事できる所や、コンビニ、会場も沢山休憩室も
設けてあり喫煙所も常に仲間が吸殻を集めてくれていて素晴らしいなと感じました。"



全国の仲間と出逢え、分かち合えた貴重な体験が出来た



雰囲気が明るく活気あり



とても楽しかったです❗自分がずっとニコニコしてたな、と思ったので。



女子会が楽しかった、全体的にもたくさんのメッセージがもらえた。



南関東エリアのイベントの盛り上げ方が素晴らしい!



"温かい雰囲気が、コミティにもあった。地元(東北)エリアが活躍していた。"



今年も参加を諦めましたが、アウトリーチ枠で、オンライン参加出来た事が嬉しかった。



ステップと伝統と概念に守られていたように思えた。



"アウトリーチ分科会にオンラインで参加しました。スマホで繋がる会場の雰囲気を、身近に感じら
れて良かったです。紙芝居が分かりやすくて楽しかったです。自分のいるエリアでも、アウトリー
チのワークなどをやりたいと思います。そして、来年はコンベンション参加が楽しみです。ありが
とうございました。"



多くの仲間の経験を共有できた。



"ライブに参加できたこと。初めての仲間との交流。美味しいものが食べれた。カウントダウンの胴
上げ。熱気に感動した。"



"色々な出会いがあってよかった。スポンサーが見つかりよかったです。"



女子会とてもよかったです！！



ニュウカマーがつながった



"久しぶりに会える仲間や、初めて会う仲間達と回復の分かち合いができて、嬉しいし楽しかったか
ら。



大きな事故や、喧嘩もなかったですし。中部エリアのみなさんが、入念な準備をしてくれたから。
ありがとうございました。"



前夜祭から最終日までプログラム全て良かった。中部の仲間のサービスのおかげでとても楽しめま
した。感謝です。名古屋駅近くで動きやすく良い会場でした。



沢山の仲間に再開できた。そして手提げカバンも、とても良かったです。



いろんな仲間を知ることが出来た。シラフであんなに楽しめる事に喜びを感じた。休憩室がたくさ
んあったのも良かった。



先行く仲間の正直な話が沢山聞けた。笑顔が溢れていた。男女の垣根がない。自由。威張る人がい
ない。駅の近く。グッツが可愛かった。エネルギ



みんなと会えた



たくさんの仲間に会えたし、貴重な、体験だったから。



アウトリーチのオンラインで繋がっていた全国各地の仲間と実際に会えたことで、フェローシップ
を取れた。



信頼できるエリア



多くの NA メンバーと関われた。前向きな話が聞けた。



カウントダウン最高



仲間と協力して素晴らしいコンベンションを作り上げることが出来たと思います。



たくさんの仲間に対応できるように配慮していたので良かったと思います



"プロの手を借りずに、メンバー同士で力あわせてやりきったこと。その達成感。ハラハラすること
もありましたが今となっては一生残る良い思い出となりました。クリーンでさえいれば何とかなる
という原点を再確認出来ました。"



"コンベンションには参加できませんでしたがアウトリーチ分科会という取り組みがあったことを
仲間を通じて知り 遠くの仲間だったり 小さい子供がいて行けない親だったりがコンベンション
に繋がれる手段があるというのは大きな進歩だと思います。とても素敵だなと感じました。"



仲間といられるだけで幸せだった。ありがとう。



前夜祭の前日から、月が上弦に入っており、6 月 28 日が満月なので、祭をするには絶好の週末だっ
た事。



仲間達との再会



仲間といられるだけで幸せだった。ありがとう。



楽しいカウントダウンでした＾＾



女性の仲間と繋がれた、分かち合えた。回復したいっっ！と、思った。



地元だから。あと、ランチョンに初参加して、想像以上に良かった。特に合唱！クリーンがあって
も無くても繋がり続ける大切さを感じました。



中部エリアの仲間の思いやりを感じました。愛にあふれた素晴らしいコンベンションでした。



"初めての参加ですが仲間がいてこその人生だと改めて実感致しました。スピーカーの方々のお話
し、とても正直で感動でした。ランチョンミーティングの時、お隣りに赤ちゃんを抱いたご夫婦が
いらして、いつか家の当事者もと希望を頂けました。"



会場の場所や会場自体はとても良かったし、運営も良く出来ていた。



今年のランチョンは凄く良かった。感動あり笑いあり素敵な時間を過ごせました。



たくさんの仲間に会えました。ありがとうございます。



"1 年に一度会える仲間に会えた！去年の大阪コンベンションが初参加だったが覚えていてくれた
仲間もたくさん居たことが嬉しかった(●❛⃘ᗜ❛⃘●)੭ु⁾⁾

スピーカーの時間が余った後飛び入りス

ピーカーの枠があってそこに参加できスピーカーを体験できた。お茶会兼女クロフェローシップが
でき女性の仲間が沢山できた( ´ʖ̫` )何よりも会場の一体感がとてもよかった。去年よりも海外の
仲間も来ていた気がしてそれも嬉しく思いました╭( ･ㅂ･)"و



各分科会が離れていなく、階数が変わるだけだったので移動が楽だった。



たくさんの仲間と、回復の分かち合いができた事がよかった。



"全般的に、落ち着いた雰囲気でしたが盛り上がる場面もありめりはりが面白かった。マーチャンダ
イズの販売に携わる事が出来て良い経験になりました。(*^^*)"



"何より駅近で場所が良かったですね！コンベンションでは分科会のスピーチが充実していた。今
年は特に LGBT が充実していて、立場は違っても生き辛さの部分がとても色濃く語られて、自分が
語りきれない言葉と気付きを頂きました。女性クローズドのお茶会、女性ばかりいうのがとてもス
テキでしたね！(お菓子がとても美味しかったー❤️)ランチョンでは涙がでるくらいの美しい歌声
💕パフォーマンスは大笑いで、💋👠とても楽しませて頂きました😂"



当事者の葛藤等知ることが出来ました



メインスピーカーや参加したワークショップが良かった。



AC です。一般枠で参加しました。NA の方々は純粋に真剣にステップしてるのでとても勉強にな
るし、気づきをもらえます。



イベント、飾り付け



"・コンベンション参加グッズのトートバッグの生地がしっかりしてて（ペラペラじゃなかった）参
加期間中使いやすくて良かったです。全体の品数は例年より少ないけれど、今までになかったグッ
ズや 1 つ 1 つの物の作りがしっかりしていて最近のコンベンショングッズの中では１番良かったと
思ってます。



クロージングの時にかかってた Nobodyknows+とケツメイシの音楽が雰囲気にあっていてとても
良かったです。選曲してくれたメンバーのセンスを感じました。駅から近く利便性が良かったです。
建物も綺麗で清潔感があり利用していて気分が良かったです。中部エリアの仲間の皆の仲の良さが
伝わって楽しそうにしている雰囲気がコンベンションを盛り上げていたと感じました。"



盛り上がってて楽しませてもらいました。あと会場もきれいだし、立地がとても良くて助かりまし
た。



不参加だったが、オンラインでぶんかかいに参加でき、僕は助かった。



コンベンションに参加するといつも温かい気持ちになれます。準備などを進めてくれた仲間に感謝
です！ありがとう♥今年もスピリチュアルな体験ができました。NA 最高！

■その他


ボランティアで参加できた。



良い話をたくさん聞け新しい気付きをもらえた



ロンナーやビギナーがさみしがるような気がした。ひとりでぽつんといる仲間や海外の仲間にもっ
と配慮が必要だと感じた。

■ご提案やご意見をお書きください。


"文科会の時間がかぶっていて、聞けない事が残念だなーと思った。30 分位でもいいので時間がず
れていたらいいなと思いました。"



"カウントダウン、クロージングの司会者はオールドタイマーが進行すると、新しいなかまたちは、
逆に疎外を感じるような気がします。古いメンバーだけで、盛り上がってるような気がしました。
そして、カウントダウンではかなり残念な感じでした。コンベンションは関係者などもいる中で、

司会がステージ上でセクハラを行為をしたことには驚きました。悪のりで進行するのはみっともな
いし、NA という存在が勘違いされるのではないでしょうか。"


いつも凄く値段が高く感じる。知人を誘うが値段の問題で来れない。



主催者側の自己満足より社会的なニーズを考えてみませんか？



昼からが良い



"カウントダウンでクリーンの長い人に費やす時間の長さにうんざりした。個人の感想ですが、長い
人ほどアッサリがカッコよく感じる。クリーン 5 年目ぐらいから、クリーンであることの喜びの表
情！そして周りの人とハイタッチする楽しさ！これが見たかったんだって思ったのです。"



新しいサービスメンバーを前面に出してあげて！



"会場をひとつの階でする。エレベーターが大変だった"



人が集まるのは分かっます、歩き、自転車、バス、タクシー、電車、バイク、自家用車、何がどれ
位なんて予測不可能なのは分かっていますが、特に車を止めるパーキングが高額だったと思います、
うち止めで幾らでならまだ良いですが、会場正面の紛らわしいパーキングに止める仲間が沢山いま
した、路上に関係するクルーもいませんでした、知ってる仲間が止める度に何度も同じ説明をして
近くに有るパーキングに誘導したり、もう少し配慮して貰いたかったです。次回は低層階にしては
どうでしょうか?



カウントダウンは古い人がもてはやされていた感が強い。新しい人をもっと歓迎すべき。クロージ
ングでも実行委員長より目立ち、出しゃばっていた、見苦しかった。余計な事を喋りすぎている、
センスがないように感じる。



あー 来年は 餃子だけ だし

外出ない分ゆっくりフェローシップできるね！ 司会の進行者とか

スピーカーの方は ホームグループのミーティングに定期的に参加している方が良いと思います。
毎回スピーカーの方の NA 離れかけて スピーカーするのに一時的戻ってきて その後余り見かけな
い 晒され者が大勢の前に出されるのは 聞くに辛い部分あります。


少しオフィスビルなので会場内の移動がしんどかった



"カウントダウンの司会者の進行が雑すぎた。例えば、女装の方のおしりを触ったり下品で気分が悪
かった。司会者のノリが、内輪だけで盛り上がってる感じがしてとても残念でした。"



建物の構造が複雑でエレベーターいどうなどもわかりにくかった。



MC やスピーカーの選定は熟考の必要あり



ハグミーシール欲しかった❤️



関係のない一般の人達に不快感を与えない様に、何かしらの改善策を考えなければと思う。周りの
人達に不快な思いをさせて、自分達が楽しむのは自由ではなく無責任。



同時進行のプログラムがありすぎる



"カウントダウン、クロージングの司会者はオールドタイマーが進行すると、新しいなかまたちは、
逆に疎外を感じるような気がします。古いメンバーだけで、盛り上がってるような気がしました。
そして、カウントダウンではかなり残念な感じでした。コンベンションは関係者などもいる中で、
司会がステージ上でセクハラを行為をしたことには驚きました。悪のりで進行するのはみっともな
いし、NA という存在が勘違いされるのではないでしょうか。"



"一般の方が出入りする会場ならではの何かしらの NA についての広報また薬物依存性が病気であ
ることなどの認知などもできたら、良いなーと！"



エレベーター移動のない会場だとありがたかった。



ステップの分科会で、ステップをしていないメンバーがスピーカーをしていることが残念だった。

そのステップをやっている人の話が聞きたかった。


雨の時の喫煙所が不便だった



"縦にエレベーターのみで移動するのはきつい。参加者以外の方への迷惑にもなる。縦の構成でいく
なら、エスカレータの併用は最低必要条件。コンベンションの価値は全国的な（できれば国際レベ
ルでの）横のつながりを広げることにある。幾つかのテーマごとに交流の場を設定してはどうか。
簡単な飲み物と茶菓を提供する、基本は立食式レセプションで、
（じっくり話したい人向けに）一部
着席可能にすると良いと思います。"



最初は良いかもしれませんが、3 ヶ月位からはもう少し配慮が必要だった様に思いますし、アナウ
ンスも入れるべきだったのでは？



もうちょっと遊びが欲しいです。



"本当にお疲れ様でした！立地条件がとても良くて、コンベンションに集中して楽しむ事が出来ま
した。



ただ、少しだけ不満があります。それは、会場を縦に移動することでした。エレベーターが多くあ
って良かったのですが、集客数の多さや他のイベントへ参加するお客さんとの接触(一緒のエレベ
ーターに乗ったり)があったりして、大ホール↔︎分科会の移動に少しだけ不便を感じました。でも、
あれだけの立地条件、全て貸し切りに出来ない事も十分に理解してますからね。"



"オンラインでつなぐことができたのが今回はアウトリーチのみだったので、このような活動が広
がり、色んな分科会、メインホールスピーカー、カウントダウンなどもつなぐことができるように
なれば、
「誰も置いていかない NA」の実現につながるのかなと感じました。もちろん、オンライン
という特性上、様々なことに対しての配慮が必要だと思いますので、そのあたりも同時に考えてい
きたいです。今回は中部エリアのみなさん、太平洋お世話になりました。ありがとうございました！
"



分科会でのスピーカーで、時間が余った際にその場で話したい人が立候補して話すのがとてもよか
った。ただ、その時間になるとみんな席を立って離れて行ってしまうので残念に思った。なので、
事前に時間が余れば飛び込みでスピーカーを募集して話してもらうと告知してくれるといいと感
じました。



エレベーターが不便で、フロアの移動に困った。



コンベンションの準備に携わった皆様、お疲れ様でした＆ありがとうございました！



全体的にはとてもよかった。感謝もありますが、裏方で頑張ってくれている仲間や、舞台に上がっ
てくれた仲間への紹介が雑に感じました。もう少し配慮してもいいかと…



無し



カウントダウン、新しい仲間のためにやって欲しかった。オールドタイマーの馴れ合い感がハンパ
ない。



"スタッフのみなさん、ほんとにありがとう！！おつかれさまでしたー！！"



エレベーターなど一般の方との共有が多かった、アクセスが悪くても、単独スペースの方が良かっ
たです。



物販の値段がもう少し安いと、2 つ目にも手が出ます。



物販価格がもう少しお手頃価格だったら、もう少し購入できたかと思います。ありがとうございま
した。



"私は、本人ではないので、NA に意見や提案できるのか？と迷いながら、書きますが、今回（初め
て？）ロールコールで「関係者」を紹介されたことや、その際、今回、関係者を招待しましたとア

ナウンスされたことには違和感を覚えました。私は招待されたわけではなく、いつも勝手に参加し
ているのですが、関係者を招待する予算があるなら、ニューカマーに回してほしいと個人的には思
いました。これからも NA の発展を切に願っていますし、NA の良き友人でいられるよう、努力し
たいと思っています。"


建物自体が大きく、各会場がバラバラになると、他の方と顔を合わせる機会が少なくなります。各
会場がバラバラにならず、メインホール周辺でみんなと出会えるような構造の建物が良いですね。



少しだけマンネリ感があった、なにか新しいことがあればやっって欲しい



カウントダウン、会場の一部が悪ノリし過ぎ。品が無い。担ぎ上げるのは危険だと思う。万が一、
誰かが怪我をしたら、彼らはキチンと責任を取るのでしょうか？



最終日のコンベンション動画に映ってる仲間が毎年ほぼ同じで、もっといろんな人を写してほしい。



これは苦情ですが、コンベンションプログラムが完全に終わってからエントランスホールの設営撤
去作業などをしてほしい。まだ終わってないのにベリベリと掲示物、発砲スチロールなどを剥がし
ていたので、きっちり最後まで構えていてほしい。



トイレや通路にペットボトルやゴミの放置がいくつかありました。ゴミ箱またはゴミ袋の設置が各
所にあればと思いました。



希望をありがとうございました。



ランチョンの出し物がとても良かったです。



小学生以上の託児も受けてくれるようになると便利。中学生も小さいこの面倒を見たい子もいるし、
仲間で託児係をしたり保育士免許を持ってる人にボランティアを頼むなど出来たら、子連れでコン
ベンションをもっと楽しめるようになれると思います。難しいところだとは思いますが…



本来は、それぞれの自助グループでコンベンションをやるのが普通だと思うのですが、コンベンシ
ョンが w やれていない他の自助グループにも、所謂法務省や病院関係と同じ枠で門戸を開くことも
重要なのではないかと思います。

特に、EA メンバーにはアルコールや薬物のメンバーもおり、

彼らをもっとサービスへとつなげる一歩として、NA がこんなことをやっているということを示す
ことも必要なのではないかと思います。 今回、分科会でアウトリーチがありましたが、わたし自
身は出れませんでしたが非常に素晴らしいことだと思います。特に EA においては、地方のグルー
プがどんどん閉鎖及び休会になっています。この状況を打破するにはどうすればいいのかを、NA
コンベンションに来ることによって、EA へフィードバックし、自分たちでその方法を考えると言
うことも、非常に重要なのではないでしょうか。

確かにアディクションの種類は異なろうとも、

「私たちは同じ仲間である」
「仲間の手助けをすることが回復である」のであれば、見学だけはでき
るよという姿勢も、必要なのではないかと思います。

できれば来年の宇都宮で、「他自助グルー

プ」という枠があればと思います。


参加者 サービスメンバーの皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。次は宇都宮で会いまし
ょう。



"ボランティアでサービスをてつだったがスタッフの人数が少ないように思った。バタバタして大
変だったんではないかと思った。素敵なコンベンションを開催してもらい、ありがとうございまし
た。お疲れ様でした。"



ウィンクアイチもよかったです♫コンベンション開催してくれた方々、中部エリアのみなさんあり
がとぉーございました〜😊



エレベーターの待ちがちょっと大変でした。想定内でしたが。



11 階が遠かった



ありがとーございました。来年のコンベンションも楽しみにしています。



ミーティングの部屋も少しあれば。



会場内の移動は階が離れていない方が良いと思いました



エレベーターの不自由さがきになりました。



駅から会場までのアクセスがとてもよかった



"・テーマに合った話が出来るメンバーの選出を、各エリアやコンベンションコミティ内で丁寧にや
って欲しいです。テーマの話を聞きたくても、ビギナーのスピーカーに「テーマの話はできません」
と言われるとなんだかガッカリします。特にステップがテーマの場合は選出を丁寧にやった方が良
いと思いました。
・NA のステップではないステップワークを行なっているメンバーにスピーカーを
依頼するのはやめた方が良いように思いました。古いメンバーだからという理由ではなく、きちん
と NA ミーティングに通っていて NA のメッセージを運べるメンバーに依頼して欲しいです。"



"エレベーターでのアクセスに、とても時間が掛かったのが難点でした。海外のメンバーの通訳、と
ても良かったです。"



ステップのスピーカーでまだ実践してないけど。とスピーカー者が話していたけれども、まだ踏ん
でないステップの話しをされて困りました。



エリアがもっとやることを明確にして欲しい



LGBT がよかった



コミティのみなさまお疲れ様です。素晴らしい時間をありがとうございました。



マーチャンダイズのお菓子類、
、
、ちょっと価格が高く感じた。



"来年 宇都宮 絶対参加します。コンベンションコミティの仲間本当にお疲れ様でした。そしてあり
がとう😊"



特にないですが来年も参加して楽しみたいです。ありがとうございました！



今後はステップワーキングガイドの使い方のようなミーティングが欲しい気がしました。



"これからもコンベンションを開催しつづけて欲しい。



あと、またランチョンなど歌える機会があるといいなと思う。"



メンバー以外の方の参加も力を入れて広報していくと更に素晴らしい会になると思います



カウントダウンやローカルコール時に、座席があらかじめエリアごとに、ブロック分けされてたら、
良いかもな…



やめるな



来年も女子会してほしい！



このままの良い雰囲気で、来年に繋げられる様に、リージョン全員で協力していきましょう❗



"都会は駐車場の料金などの案内があると助かるかも知れません。とても楽しかったです。お疲れ様
でした。"



"シングルマザー子育て就労の私は毎年コンベンションに参加出来ない事が寂しく、悔しかったの
ですが、オンラインという手段があれば参加できるかも知れない。今後、活用していけたら諦めな
くてもいいかも知れないと希望を感じました。ぜひ、コンベンションにもオンライン参加の枠を作
って下さい。"



"BGM に使って欲しい曲 If I ever feel better/Phoenix"



"コンベンションに行けない仲間が、何かしらで参加出来るような取り組みをしてほしい。して行き
たいです。"



最終日の午後もプログラムをいれて欲しい。



今は特にないです。



"もう少し笑いがほしかった。なんとなく真面目な空気が苦手でした。"



"ビル内の移動が、ちょっと難しかったですね。直通のエレベータが少なくて…あと、初日の受け付
けしたあとから、待機できるところがあったらよかったかも。"



"カウントダウンでは、オールドの仲間の名前より、まだ繋がったばかりの仲間を紹介してほしかっ
たです。司会者がすこし適当にやってるように見えました。コンベンション全体としてはとてもよ
かったです。気になったところを書かせて頂きました"



聞きたいスピーカーなどが被っていた事、そしてエレベーターなどの状況により移動に時間がかか
った事が少し残念でした。



聞きたいスピーカーが重なっていて聞けなかったのでもう少しずらしてほしい。地元の仲間をもっ
と知れる機会とかがほしい。



来年も楽しみにしてます！



"病気や金銭面、仕事や育児などで会場まで来たくても参加できなかった仲間はとても多い。施設の
入寮者や育児中の仲間など参加したくても難しい仲間を置いていかない為にも、アウトリーチの輪
を発信し、広げていってもらいたい。また、今回のロールコールで「サポートメンバー」のコール
があり、涙が出るくらいとても嬉しかったです。ありがとうございました。ここまでの準備、実施
と本当にお疲れ様でした。素晴らしいコンベンションでした。ありがとう😊"



分科会が盛りだくさんすぎて、NA の内部分裂が心配。



カウントダウンの時間を増やして、舞台に上がったクリーンの短いの仲間をもっとコールしてあげ
たかった。胴上げしてあげたかった。



今後もまだコンベンションが開催されていないエリアで開催できるとより NA のメッセージになる
と思います。



フリーオープンミーティングの会場があったらよかったかなと思いました



"運営のみなさまへ。本当にお世話になりありがとうございました。ただ、燃え尽き症候群にだけは
ならないでください。ゆっくり休んでくださいませ。本当にお疲れ様でした。"



"今のコンベンションは託児所付きなのでしょうか？ママ達でもサービスやミーティングに安心し
て参加できるように託児所は付けて欲しいなぁと思いました。ありがとうございました。"



エアコン効きすぎ。空調にもぜひご配慮を。



満月が週末になる月に、開催してみては…



ミーティングもやって欲しかった！



エアコン効きすぎ。空調にもぜひご配慮を。



"スタッフの皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。"



フリーのミーティング会場が一室あったらいいかも。



コンベンションコミティの皆様、大変お疲れ様でした！



"司会のユニークな松さんはじめ、皆さんの温かい思いが会場いっぱいに広がって素晴らしいコン
ベンションでした。来年も是非参加させて頂きたいです。皆様、どうかお疲れ出ませんように❤️有
難うございました。"



Living Clean の日本語版が間に合えば良かったですね！



"セクマイのメンバーも多いので LGBT クローズドのお茶会フェローみたいなのがあると嬉しい！
今回の会場」は縦に長く行き来が大変だったので大阪の時の会場」みたいなだだっ広い会場だと移
動時間がかからなかったり仲間と逸れにくいから助かります₍₍ ( ‾᷄꒫‾᷅

) ₎₎"



皆様ありがとうございました



喫煙所の使用状況が気になります。喫煙場所以上に広がってしまい警備員に何度も注意されていま
した。



"最初の受け付けしたあとから、待機できるスペースがあったらよかったかも知れません。他は、エ
レベータのアクセスがイマイチだった事が、少々残念だった。他のイベントだか研修とかぶってた
し、他にも会社があったからしょうがないんでしょうけど。コンベンション以外のところとかには
迷惑かからなかったかが、ちょっと気になるところです。他は、喧嘩とかのトラブルもなくて、安
全かつスムーズに進行していたと思います。中部エリアのみなさんのお陰で、いいコンベンション
になりました。喫煙所もキレイにしていただいたり、案内もしっかりしてもらえたり。スタッフの
皆さま、お疲れさまでした。



ありがとうございました。"



"来年は、北関東エリアでの開催ですのでわこのままの良い雰囲気を引き継ぎます。"



"エレベーターは乗り換えや一般の方も居たので混雑で移動が大変でしたね。分科会では興味深い
テーマが重なっていました。ステップテーマのタイムスケジュールはズラせて欲しい。タイムスケ
ジュールは混んでいましたが、それなりに食事する場所やデパ地下が近かったので、短い休憩時間
でもテイクアウト等を利用したら飲食はスムーズに出来良かったです。休憩室は有効利用させて頂
きましたが、お茶の準備が有れば助かりました。次回はペットボトルや地元のお菓子の販売も考慮
してくれると尚、楽しいですね！大会場が少し狭かったと感じましたが、参加者が多かったのです
ね！！！最後になりましたが、crew の皆様ご苦労様でした。今年も沢山の NA メンバーに出会え、
我が家のアディクトも参加出来、ホテルでは「おはよう」と「おやすみ」のみの会話でシンプルで
楽しい時間でした。今年も沢山の気付きと出会いを頂き感謝です❣️ナラノン関西エリア 〇〇"



次回も参加したいと思います。ありがとうございます。



女子会やランチョンが楽しいです。当事者じゃないので、おこがましいことは出来ないですが、沢
山参加したり分かち合いしたりしていきたいです。



海外メンバーのスピーカー人数を増やして欲しい



プログラムの時間を少しずらして色々参加出来るようにして欲しかったです。



ステップの分科会なのに『ステップはまだやってないんだけど…』と言って、体験談を話すスピー
カーがけっこういるので今後は各ステップの実践からの経験、希望、力のメッセージを聴きたいと
思いました。



"文科会の時間がかぶっていて、聞けない事が残念だなーと思った。30 分位でもいいので時間がず
れていたらいいなと思いました。"

