
世界中で読まれているNAの定期刊行物

  キューバのNA
  NA初の、サービス デイ!    新しい書籍『SPAD』の原理と引用

2019年4月発行
第36号 2号



e-subscribe to The NA Way & other NAWS periodicals at www.na.org/subscribe  32    The NA Way Magazine – April 2019

今月号の掲載記事
特集記事 3
	 •	 HPは、お見通し
わかちあい 5
	　•ルス・イ・ビダ（光と人生）　
	　•とどまる理由
	 •	 幸福
	 •	 NAで、回復の道を歩んでいく
ベーシック・キャプション・コンテスト 6

フェローシップディベロップメント 8

キューバのNA 9
『スピリチュアル・プリンシプルズ・ア・ディ』 
に関する書籍プロジェクト  14

サービスセンター 15

サービス デイ 16

グループ紹介 17

Calendar 18

NAWS Product Update  19

Coming Soon  20

編集者から、ひとこと
　NAの成長は、私たちが運ぶメッセージの力を証明するものだ。

『ガイディング・プリンシプルズ』、「伝統11」

　みなさんはもう、NA Wayマガジンをインターネット版で読むようになっています
か。Eジーン（インターネット版）ならではの追加記事や気になる情報をお楽しみいた
だくためにも、また、それをソーシャルメディアによってNAの仲間たちといっしょに楽
しみながらNAのメッセージを伝えていただくためにも、ぜひ、インターネット版を購
読されるように願っています。
　この4月号では、キューバのフェローシップ ディベロップメントと、キューバの仲間た
ちによる回復の物語を特集しています。前回、キューバのNAを大々的に取り上げてか
ら６年が経ちましたが、あれ以来、キューバでは第１回NAキューバ コンベンションの
開催をはじめとして、それはもういろんなことがありました。
　そして、世界各地でも、ワクワクするようなことが起きています。また、みなさんがNA
の文献やサービス資料の作成に参加する方法を探していたり　世界各地のNAとの
間でアイデアや支援を提供し合うことを望んでいたり、あるいは自国のメンバーたちが
NAの問題について有意義な議論を交わせるようにしたいと考えているなら、ぜひ、『サ
ービスセンター』をお読みください。そのほか、北極圏から届いたすばらしい話や、ステ
ップ11に重点を置くグループの話も、どうぞお見逃しなく。
それ以外にも、これまでになかった大きなイベントがあります。NA初のサービスデー
（2019年5月1日）とNA初のPRウィーク（2019年6月3日から9日）も、ワクワクしま
すね。
　では、楽しく読み、よろこんでサービスに関わり、元気に回復の道を歩んでいきまし
ょう！

ド・J （エディター）

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

世界中で
読まれている
NAの定期刊行物

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。

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。
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特集記事

HPは、お見通し 
　オレは、1891年10月にキューバのハバナで生まれたアディクトだ。幼いころから、自分の抱える問
題に気づいていた。両親は、オレがまだ物心もつかないころに一緒に暮らさなくなった。オレは安
定した家庭を知らず、お袋と一緒に家を転々とした。そして、お袋からとんでもない仕打ちを受け
た。お袋は、まだ幼いオレを容赦なく殴るのを楽しみとしていた。「お前をみてると、色男を気取
ってあちこちに女と子供を作ったお前の父親を思い出すんだよ」と言い、ベルトでも、棒でも、手
当たり次第に使ってオレを打ちつけた。そのたびに、お袋に対するどうしようもない憎しみが募っ
ていった。オレは、お袋にされたことを全部クラスメートにしてやった。オレは落ち着きがなく、
やたらと動き回っていた。怒りと無力感をもてあましていたこともあるが、それよりなにより、も
のすごく怖くて不安だったんだ。
　10歳でボクシングを習うと、めきめき上達した。州立アカデミーに入って、いくつかのトーナメ
ントで優勝した。ボクシングによってだれかれかまわず顔を殴りつける手段がみつかったので、オ
レは満足し、おびえたところがなくなった。ただ、見た目は強くなっても、内心ではやはり臆病で
ビクビクしていて、それがどうしてなのかわからなかった。そして14歳か15歳で薬物と出会い、キ
メた瞬間のあのなんとも言いようがない感覚を味わった。
　20歳になるころには、ちょっと頭がおかしくなっていた。 薬物を手に入れるためだったら、盗
みであろうと、だまくらかすことであろうと、なんでもやった。あのころは、いくつかの薬物の組
み合わせでオレの攻撃性があおられたんだ。そうやって使いまくっていても、1日として恐れや自
信のなさから解放された覚えがない。祖母からは、お前は情緒不安定だとよくいわれた。オレは悪
い星のもとに生まれたのか、さもなきゃ、出る杭は打たれるってことだと言い返していた。オレは
変わらないんだから、このまま放っといてくれとみんなに言った。薬物さえあれば、どうなろうと
かまやしなかった。
　25歳で、オレは父親になり、金もいくらかできた。オレは親父に連れられて仕事に行った。そん
なころに、手入れがあって、多くのアディクトや売人たちが刑務所送りになった。オレは投獄され
ずにすんだのをいいことに、使いつづけた。そして家族を失い、僻地にある昔住んでいた家に戻

り、そこでもまた得意の組み合わせでさらに薬物を使いまくった。ある日、ハイにな
ったときに、組み合わせている２種類の薬物のひとつがオレを狂乱状態にさせ

ていると確信し、効きの強い方を単独で使うことにした。それはもう、す
ごくよかった。オレはますます使いまくるようになり、意識を変容さ

せる薬物ならなんでも使いつづけた。そのあげく、刑務所に短期間
入れられて、ハバナの精神科病院に何度も入院することになった。

　オレは使うことをやめられず、人生はめちゃくちゃになった。
ある日、オレは妊娠中の女房が通りをふらついているのを見か

けた。使う場所を探していたんだ。オレはむしょうに腹が立
った。そして、家に帰れと女房に言い聞かせ、薬物を買う

ためにテレビを質に入れた。別の日には、オレは祖父母
の家に行って、80歳になる祖父を襲った。意識がなく

なるほどボコボコに殴って、祖父の貯めていた金を
奪った。あのときの祖父の顔は、今でも忘れられな

い。オレの病気はさらに悪化した。オレは路上で
生活しているも同然で、家族にも会わずに何週
間も過ごしているうちに、犯罪にどっぷり浸か
るようになった。何が恐ろしいって、オレはそ
ういう生き方を気に入っていたってことだ。
そうやっていれば、オレは強くなれると思っ
た。オレは犯罪者で、悪魔と手を結んだよう
なものだった。さんざっぱら害をなしたが、

逮捕もされずにいた。
それまでには、いろんな自助グループを紹介され

た。19歳のとき、キューバで勢いを増してきたAAにつ
ながって、１ヶ月間クリーンにとどまることができた。オレ

にとっちゃ偉業だったのに、そのままクリーンにとどまることは

http://www.na.org/subscribe
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できず、さらに10年間使いつづけた。そして2010年3月17日、
オレが使っていた場所の近くで、NAグループの「ソロ・ポ・
ホイ（今日だけ）」にめぐりあった。だが、最初からすんな
りいったわけじゃない。オレはもうなんでも知ってるんだか
ら、このおかしな連中の集まりに教えてもらうまでもないと思
い込んでいた。しかし、それはこれまでしでかしたことのない
ほど、とんでもない勘違いだった。ここは安住の場所だった。
もう苦しむ必要はなかった。
　NAには、オレがそれまで一度も見いだせなかったものがあ
った。所属しているという感覚と、自分を気にかけてくれる
人たちだ。それでもオレは、さらに4年以上苦しまなきゃなら
なかった。もう、うんざりしすぎて、うんざりするのも嫌に
なった。オレは、一日も欠かさずグループのミーティングに
出席したのに、使うのをやめることはできなかった。ミーテ
ィングでは毎日、NAで与えられるものの話に耳を傾けていた
が、オレはそうして与えられる道具を利用してなかった。仲
間たちが伝えてくれたことは、ミーティング場を出たとたん
にオレの記憶からすっぽり抜け落ちてしまうかのようだった。
　ある日、スポンサーから言われて、これまでの人生にあっ
た悪いことをひとつひとつ並べていった。だが、良いことを
並べるように言われて、オレはあぜんとした。良いことなん
て、ひとつもありゃしなかった。それが、オレの最初のスピ
リチュアルな目覚めだった。しばらくして、オレは良いこと
を見つけた。粘り強さだ。そして歩みを止めずにいると、あ
る日、自分が薬物のことを考えないで一日を過ごしていたこ
とに気づいた。それが刺激になり、オレはプログラムから与
えられた基本的な道具を使い始めることにした。ミーティン
グに出て、経験と力と希望をわかちあい、NAの文献である『
ベーシックテキスト』を読んだ。でも、これだけのことをや
って、しかも使っていないのに、オレにはまだ恐れと絶望があ
った。オレは心の奥底に隠していることをだれにも言いたくな
かった。ある日、ブラジルで開催されていたW杯からキューバ
のチームが敗退したことで、オレは薬物を探しに出かけた。だ
が、運よく、見つけられなかった。それから数ヶ月はクリーン
でいた。使いたいという欲求があったのに使わなかった。薬物
がなかったからだが、そんなことはこれまでの人生で初めてだ
った。そう気づいた瞬間、オレの内面からクリーンでいること
は可能だという声がしてきた。オレは初めて、ハイヤーパワー
の声を聞いたんだ。自分を導いてくれるものが見つかり、オレ
は二度と孤独にはならなかった。自分よりも力強い存在がいて
くれるからだ。その存在は、オレの秘密、オレの苦悩、オレの
恥を共有してくれた。そして、スポンサーができてステップを
実行する準備が整った。
　だが、意識的にNAのステップに取り組むようになってみる
と、惨憺（さんたん）たるありさまだった。オレは病気まる
だしのやりとりを延々と書きつらねたので、スポンサーが簡
潔な書き方をすることの重要性をしっかり説明し て
くれた。アディクトになる原因は、薬物で
はなく、アディクションという病気な
のだ。このことを、オレはスポン
サーとステップに取り組むこ
とによって理解するよう
になった。スポンサー
はNAで経験を積んでい
るから、問題が手に負えな
くなったときにオレを助けてくれた。これまでのとこ
ろ、オレはステップ1から5まで取り組んできたが、それ
はスピリチュアルな旅に出るようなものだ。オレのよう
な頑固者には、ステップ３は悪夢だったし、家族にとって
オレはまさにハリケーンのようなものだったと、自分が家族
をメチャクチャにした張本人であることを認めるのはつらか
った。今のオレは、ステップに取り組むことを回復するため
の方法として理解しているが、NAの『ステップ』と『伝統』
にあるスピリチュアルな原理に従って生きなければオレの回
復はありえない。オレにとっちゃ、クリーンでいかがわしい

生き方をするなんてわけもないことだ。そのことは自分を知
ることによって学んだから、よく自覚してる。
　サービスに関わることは、オレの回復には欠かせないもの
になった。オレがNAで初めて役に立てたのは、ホームグルー
プだった。まずは、コーヒー係。そしてクリーンタイムが3年
になったときに、グループのセクレタリーをやらせてもらっ
たことで、NAのサービス機構の一部になるという貴重な経験
をした。キューバのNAは成長の道を歩んでいたが、奉仕を任
されたしもべが足りなかったため、ほかのリージョンのメン
バーたちの助けをかりて、サービス ボードなどNAのサービ
スシステムによるいくつかの提案を取り入れた。キューバの
NAには、エリアサービス委員会をいくつかつくるよりも、こ
うしたやり方が最も理にかなっていたのでうまくいった。あ
っという間にキューバ リージョンが誕生し、ラテンアメリカ 
ゾーナルフォーラムに加わった。キューバ リージョンはしっ
かりと成長し、ステップや伝統をはじめとするさまざまな研
修のワークショップを開くようになった。また、キューバに
NAのメッセージが届いたことを祝う年１回のイベントも２年
連続で開催し、キューバのNAは成長を続けた。
　オレはキューバ リージョンでサービスに関わったこと
で、2017年にチリで開催されたラテンアメリカ ゾーナルコン
ベンションに招かれた。ここで、さまざまなリージョンから参
加したサービスの経験豊富なメンバーたちと出会ったことは、
キューバのNAにとってもオレ自身にとっても有益だった。そ
してある夜、滞在先のホテルのロビーに座っていると、キュ
ーバのNAの成長に関心を持つひとりのアディクトから、キュ
ーバでコンベンションを開催することを勧められた。それは
いい考えだなと思った。
　あのときのことは、オレの人生で最も重要な瞬間のひとつと
して、忘れられない。オレはキューバに戻らないで新しい人生
をはじめようと思っていたからだ。コンベンションの開催がキ
ューバのNAの成長に役立つという考えを尻目に、オレはチリ
にとどまると心に決めていた。オレは部屋に閉じこもって、一
生分の涙をこぼすくらい泣いた。なかば放心状態で、どうすれ
ばいいのか示してくださいとHPにたずねた。すると、その瞬
間に、カモメがオレの顔をかすめ飛んで行った。オレはわけが
わからなかったが、これもまたスピリチュアルな目覚めだと考
えた。キューバのNAは、まだオレがサービスに関わることを
必要としていると理解したんだ。それはオレの本当の誕生日
で、素晴らしい日になった。しかもその日に、「不確かでも思
い切って信じること」というテーマでわかちあうことができた
のはもっとありがたいことだった。オレは生涯忘れやしない。
　その日、スポンサーから「神はドアを閉ざすことがあって
も、必ず別のドアを開けておいてくださるものだと」と教えら
れ、オレは自分の経験を全部キューバに持ち帰った。HPは、
すべきことを心得ているし、すべき理由もわきまえている。
現在、オレはキューバにいて、キューバで回復の道を歩む仲
間たちと一緒に、第１回NAキューバ リージョナルコンベン

ション（CRENACUB）を祝う準備を進めて
いる。こうしてクリーンでいること、NAの
一員であること、そしてそのような生き方が

できることをありがたいと思う。今日だ
け、HPに感謝して、努力してい

る自分を少しばかりねぎら
ってやろう。

ジョルダン・C
　 （キューバ／ハバナ）

http://www.na.org/subscribe
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わかちあい

ルス・イ・ビダ（光と人生）
　私は、アディクトのセザールです。2011年に、故郷であるキ
ューバ島でナルコティクス アノニマスを紹介されました。当
時、キューバのNAは成長がおぼつかない状態で、２回目のフ
ェローシップ ディベロップメントが試みられたところでした。
それにひきかえ、私はいったい何度、薬物を使うことをやめよ
うとしたのか、わからなくなっていました。ただ、NAを紹介
されたとき、自分をとりまく状況がよくなっていたことがそれ
までとの違いでした。家庭は夫婦円満で、娘や家族のみんなは
私の問題を知らずにいました。
　しかし、当の私は、ほとほと疲れていました。2年間絶望しつ
づけて、まったく希望がもてなくなっていました。「これで最
後だ」と言うのもむなしくなり、私はこのままずっと死ぬまで
自分の病気から解放されることはないのだろうと思っていまし
た。それでも神のおかげか、私はもう一度助けを求めてみる気
になり、1990年代前半に通っていた治療センターに行ったので
す。何も知らずに行ったのに、そこで私の力になってくれた人
は、当時、キューバのNAと協力関係にあった保健分野の二人の
うちの一人でした。そんなことってあるんですね。よくわかり
ませんが、その存在を知らずに生きていたときも、ハイヤーパ
ワーは私に寄り添ってくれていたのだと思います。
　残念ながら、それからすぐにまた薬物を使ってしまったけれ
ど、私のなかでは何かが違っていました。私には住所、電話番

号、そしてたくさんの希望が込められたNAのカードがあったからです。仲間たちのお
かげで、私が使ったのはあれが最後になりました。数日後、ハバナの「ルス・イ・ビ
ダ（光と人生）」というグループが開いているミーティングに初めて出席しました。
なんと、そこには、私と同じく、もう薬物を使いたくないと思っているアディクトた
ちがいたのです。実に衝撃的でした。そんなことを望むアディクトなんて、ひとりと
して会ったことがなかったからです。なんだかわからないけど、これは最後のチャン
スなのだから、無駄にすまいと思いました。当時、キューバにはNAグループが4つあ
ったので、私は3つのグループのミーティングに通うようになりました。もうひとつの
グループは、首都から外れた地域にあったのです。
　キューバのNAは経験も乏しく、NAの文献も満足にそろっていなかったけれど、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したいという願いはものすごく
あったのです。私はたちまちNAに熱中し、NAで提案されることを実行していきまし
た。自分の回復を大事にして、仲間の役に立つことをしたのです。先につながってい
た人たちは身をもって示すことで、私が何をすべきか教えてくれました。そうやって
みんなが、キューバのNAが成長するために骨身を削ってくれたおかげで、現在、キ
ューバ国内にはNAのグループが８つあり、そのうちの７つは薬物の問題が深刻な首
都で活動しています。これまでにワークショップや、リトリートや、小さなコンベ
ンションがいくつか開催され、そしてついに、キューバのNAで初めてとなるリージ
ョナルコンベンションが開催されたのです。奉仕を任されたしもべたちのおかげで
あると同時に、もうひとりのアディクトが薬物を使うのをやめて新しい生き方を見
つけるのを手助けしたいという尽きることのない願いによって実現したのです。こ
のリージョナルコンベンションは、あらゆる面で私たちの期待以上のものでした。
キューバのNAを支援してこのコンベンションを訪れた人たちひとりひとりにとって
も、期待をはるかに上回るものであったことを願ってやみません。私たちがこのま
ま活動を続けていけば、ミーティングはずっと開かれるし、それによって1990年代
にキューバに芽生えて朽ちることのなかったNAの精神が、NAキューバに生き続ける
でしょう。先につながっていた仲間たちと、そして「ルス・イ・ビダ（光と人生）」
というグループのミーティングで私がつながるのをまっていてくれた仲間たちには、
心から感謝しています。

セザール・A（アメリカ合衆国／フロリダ）

ボブ・W（アメリカ合衆国／ニューヨーク）
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とどまる理由
　あたしは、初めてクリーンになったと
きにNAでよく言われていたことを、心
に刻んでいる。「ミーティングにずっ
と通っていれば、ミーティングに来てな
い仲間たちがどうなったかわかる」って
ね。ミーティングに来ないとどうなるの
かは、わかりきったことだ。それは新聞
にも載るし、囚人服を着てるのを見かけ
るし、リラプスして戻ってきた仲間たち
の話からわかる。そういう仲間の葬式に
参列したことも少なくない。
　そして、最近になって肝に命じたこと
が２つある。あたしはクリーンタイムが
1年半になったころにサラソタに引っ越
したのだけど、そこのNAにはクリーン
タイムが3年〜5年になるメンバーが数
人いた。みんな、プログラムの達人だ
と思った。そのなかに、クリーンになっ
た人たち全員の「父親」みたいなメンバ
ーがひとりいた。そのひとは当時30代の
半ばだったけど、みんなから年長者だと
思われていた。同じく回復の道を歩むア
ディクトと結婚して、元気で健やかなか
わいい男の子がふたりいた。事業経営に
成功し、申し分のない人生だった。そし
ていつしか、そのひとと奥さんは次第に
NAから離れていった。
　数ヶ月前のミーティングで、あたしは
名前を呼ばれたので、振り向くと、声の
主はそのひとだった。あたしの記憶にあ
る姿よりも、老いてやせ衰え、悲しそう
な目をしていた。そのひとは、クリーン
になって20年で処方薬を乱用するように
なり、８年間ずっとやめるにやめられず
にいたあげく、やっとNAに戻ってこれ
たのだという話をしてくれた。それま
でに健康を損ない、歯がボロボロになっ

て、結婚生活もダメになったという。か
わいい息子たち（すでに成人していた）
は使っている父親をまったく知らずに育
ったため、失望して腹を立てたそうだ。
そして半年前からミーティングに出てい
たのに、かつての知り合いに会うことも
なかったと言った。そのひとはNAに戻
ってクリーンでいるけれど、リラプスし
たことと、リラプスにつきものの恥、後
悔、罪悪感、恐れとによって、命を奪わ
れたも同然だった。
　また、今朝は、かつてのスポンシーで
友人でもあったひとから電話があった。
このひとはご主人と一緒にサラソタから
引っ越したことで、次第にNAからも離
れていった。あたしは、このふたりが
引っ越してからミーティングに行かな
くなったことの理由や言い訳をさんざん
聞かされたものだった。そして今朝は、
このひとが今は深酒をしていて、肩身が
狭くて孤独を感じているという話を聞い
た。このひとは、10年におよぶあたしの
スポンシーであり、あたしの親友のひと
りでもあった。引っ越す前には、エリア
でサービスに関わっていたし、今では長
いクリーンタイムになっているたくさん
の仲間のスポンサーもしていた。そして
クリーンタイムが20年になるかならない
かで、飲酒をするようになったのだ。
　こんなことでひとは命を縮めると学
ばせてもらったから、あたしはとどま
る。NAでいただいたものに感謝してい
るから、あたしはとどまる。それによ
って、あたしは死ぬまでこのNAという
集まりの役に立てるし、そうでもしな
いと、あたしがいただいたものはお返
しできやしない。NAが自分の生き方に
なったので、あたしはとどまる。あた
しはアディクションという病気を甘く
見ないできちんと注意を払うから、NA

にとどまる。だって、ミーティングに
行かなくなったらどうなるか、あたし
にはわかっているもの。

クリスティ・F
（アメリカ合衆国／フロリダ）

幸福
　どん底も、幸福も、自分の見方次第。
そんなあやふやなものなのに、やはり、
たいていは幸福に向かおうとしたりどん
底から抜け出そうとしたりして一生苦労
することになる。どん底のなかにも幸福
があり、幸福のなかにもどん底があるな
んて、だれが考えるでしょうか。でも、
それこそまさにわたしが見いだしたもの
なのです。
　少数派の韓国人でありながら、中流か
ら上流階級の白人が住む街で育ったとい
えば、いろいろ大変な思いをしたように
聞こえるでしょう。ところが、わたしは
スポーツであれ、音楽であれ、やりたい
ことをなんでもやりたい放題という恵ま
れた生活をしていました。赤ん坊のとき
に養子に迎えられ、それはもう愛情深い
両親に育てられたのです。それによって
暖かく愛情あふれる子供時代を過ごし、
何よりも尊敬する兄ができました。子ど
ものころにはNSYNC［イン・シンク：
男性アイドルグループ］のコンサート
に行き、10代にはおしゃれな格好をし
て、高校に入ると車を買ってもらいまし
た。こうして、わたしは少数派でありな
がらも白人の特権社会で暮らしたので、
いいとこ取りの人生だとずっと思ってい
ました。自分が「できの悪いアジア人」
だという事実もまんざらではないと、友
人と笑いあっていました。わたしは箸を

BCC 次のお題
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。左にある写真のキャプション（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。
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* ここに記載した名前は、本人の身の安全
を確保するために仮名にしてあります。

使えないし、韓国語も話せないので、な
るべく自分が住む世界の人たちに近づく
ようにしました。溶け込んで、周囲に合
わせ、注目されずに終わる。それで幸せ
な気もちになれたのです。
　このような幸福は、わたしをとても暗
い道に導くことになりました。わたしは
13歳で飲酒をし、マリファナを吸うよう
になったのです。それは放課後に無邪気
にラリって、友人たちとピザをたらふく
食べ、くだらないビデオを観て、笑い出
すと止まらなくなることから始まりまし
た。けれども、そうやって「無難」な薬
物を吸っていたのが、やがて錠剤、粉
末、カプセルと変わっていき、最後に
は注射を打つようになったのです。わ
たしはあっという間に転落し、大変な
ことになっていきました。
　あらゆる可能性が大きく開かれていた
のに、わたしはいつも薬物を選びまし
た。両親は、わたしがこんな生活をして
いるとは知りもしませんでした。わたし
は嘘をつくのが得意で、こっそり立ち回
るのがうまかったのです。そつのないア
ディクトで、抜け目なくやるのがめっぽ
ううまかったのです。男の子なんかより
ずっとお酒を飲めるとか、コカインを鼻
で吸い込める量が多いとか、一回でトリ
ップできる日数が多いとか、そんなこと
を自慢していました。なんとも不毛でく
だらない偉業ですが、そんなことが本当
に誇らしかったのです。そして身体と交
換で薬物をタダで手に入れ、薬物の取引
にナイフを持参し、たった一回ハイにな
るために何時間も車を走らせたのです。
　大学では、期末試験の直前に注射を打
ち、学期の成績優秀者に名を連ねていま
した。わたしはどうしようもないほど愚
かなことに耽っていたけれど、バカでは
ありませんでした。薬物を買いに行こう
としたり、注射の用意をしたりしている
とクラクラしてきたものです。あの感じ
は、なんとも例えようのなく、それだけ
で気分が高揚し、言いようのない陶酔感
で、夢のようでした。しかし、数千ドル
も腕に打ちまくったあげく、わたしの身
体は骨と皮になってしまいました。鏡を
みても自分だとわからないほど、げっそ
り痩せこけていたのです。注射跡とアザ
だらけになった腕は、人目につかないよ
うにしました。そんな状態になっても、
わたしは幸福を見いだしたと思っていた
のです。それはどん底に他ならないと
は、思いもよらないことでした。
　でも、わたしはここに至って、解毒治
療、更生施設への入所、ミーティングへ
の参加、スポンサーシップへと導かれた
のですから、幸福というものでしょう。
自己嫌悪に陥ったけれども、やがて、そ
れは自己愛に変わりました。今（2019年
3月現在）は、クリーンになって6年ぐら
いです。楽な日もありますが、まだ鬱や
不安に苦しんでいるし、もう夢ばかりみ
ているわけにはいかなくなりました。何
も感じたくなかったので、長い間ずっと

感覚を遮断していたけれど、身体だけで
なく心も現実世界にある今は、生きてい
ることの素晴らしさを実感しています。
悲しい話を聞けば共感して涙を流し、殻
に閉じこもらずのびのびと感情を表せる
ようになりました。現実をあるがままに
受け止めて、むずかしく考えなければ、
この世界の美しさに満面の笑みを漏らす
ことができるのです。次にハイになるこ
とに頭を悩ます必要がないので、飼い猫
がバカなことしても笑い飛ばしていられ
ます。わたしは幸福の秘訣をみつけたと
思い込んでずっと生きてきた者として、
幸福には秘訣もなければ到達点もないと
いうことを学びました。今この一瞬一瞬
を生きて、人生をちゃんとまっとうす
る。それが、幸福なのです。
　わたしは女性であり、少数派であり、
回復の道を歩むアディクトでもありま
す。そのどれかによってわたしがどう
いう人間であるか決まるのではなく、
全部ひっくるめてわたしなのです。そ
う言い切れるには、まだまだですが、
ゆっくりと、でも確実に、自分を愛す
ることを学びつつあります。

オリビア・L
（アメリカ合衆国／マサチューセッツ）

NAで、回復の
道を歩んでいく

　みなさん、こんにちは。ぼくはアディ
クトのフェリペ。NAのメンバーになっ
て回復の道を歩んでいる。ぼくは自分か
ら進んで精神病院に入院したんだ。そ
して入院中に、セラピストからNA
のメッセージを紹介された。あ
のときはすごくムカついて、
敗北感に打ちのめされた。
当時のぼくは、身体も心
もぼろぼろで頭もイカれ
て魂の抜け殻のようだっ
た。そんな状態では、自
分なんか絶対に回復する
わけがないと思うように
もなっていた。悪寒がし
て身体の震えが止まらな
かったし、たえず頭に浮
かんでくるのは自己破壊的
なことばかり。クスリのこ
と、反社会的なこと、死ぬこ
ととかね。ぼくはクスリに溺れ
たうえに、クスリの代わりになる
ならアルコールだろうと何だろうと
手当たり次第使いまくったせいで、本
当にヤバイ状態になっていた。食事も
せず、健康をかえりみることもなかっ
た。入院していた精神病院では神経障
害と診断された。神経障害は、中枢神
経をやられて身体からビタミンやエネ
ルギーがすっかり失われてしまう病気
だが、それ以外にもいろんな病気を併

発していると言われた。
　あの頃のぼくは、強迫観念にとりつか
れて不安でたまらなかったし、孤独感や
空虚感をかかえて生きるのがイヤになっ
ていた。こうして書いていると、今でも
叫びたくなるし涙があふれてくる。だっ
て、あんな状態で使うのをやめ、使いた
いという気持ちもなくなり、新しい生き
方ができるようになるなんて考えもつか
ないじゃないか。そんなぼくも、こうし
て３１才になり、NAでクリーンになっ
て１年がたつ。今は幸せだよ！ いろん
なことができるようになったし、回復も
進んでいる。成長もして、スピリチュア
ルな生き方ができるようにもなった。何
もかもが信じられないことばかりだよ。
　キューバのNAで共に回復の道を歩む
仲間たちとわかちあうときには、いつ
も愛に包まれている。いちばん大事な
のは、これからも内面を探り、自分の
ことをよく知ろうとし、２度と同じよ
うな生き方をしないために過去から学
んでいくことだ。そうすれば、ぼくは
クスリから自由でいられるし、NAで回
復の道を歩んでいくことができる。キュ
ーバのNAの仲間たちと、ラテンアメリ
カゾーナルフォーラムやNAワールドサ
ービスのみなさんには、手をさしのべて
支えになってくれたことに心から感謝し
ている。これからも、さらなる気づきが
あるだろう！

フェリペ *（キューバ／ハバナ）

NA Wayマガジン
2013年4月号より再掲載
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北極圏のフェローシップ 
ディベロップメント

　2018年の夏のあいだに北極圏の北にあるトロムソでNAのコ
ンベンションが開催されることになり、わたしはノルウェー南
部のオスロから飛行機で駆けつけました。このコンベンション
でワークショップを２つ開いてほしいと、ノルウェーリージョ
ンのフェローシップ ディベロップメント小委員会にお声がか
かったのです。「ノースエリア」は、広大な地域に９つのグル
ープが散らばっています。スウェーデンとフィンランドを車で
通り抜ける場合には1,192キロメートル（約740マイル）、ノル
ウェーの山岳地帯を通り抜ける場合にはさらに距離が伸びるで
しょう。北極圏の気候はかなり厳しいものです。私がオスロを
発った時点の気温が25℃（77℉）で、トロムソに着陸したとき
には７℃（44℉）でした。
　それでも、ナルコティクス アノニマスここに在りと、トロム
ソのNAは元気ハツラツとしています。コンベンションにやっ
てくるメンバーたちは、北に散らばっているグループから参加
したり、南方から遠路はるばるやってきたりとさまざまです。
なかには、バイクに乗って何日もかけてやってきたメンバーも いました。

　わたしたちは、検討すべき課題である「サービスにおける回
復の雰囲気」をテーマにしてワークショップを開くように依頼
されたため、私はNAワールドサービスのプレゼンテーション資
料をノルウェー語に翻訳しました。わたしはこのようなワーク
ショップを行うのは初めてのことだったので、どうなることや
らと少し不安でした。グループ分けされた３つのテーブルは、
メンバーたちでいっぱいになり、活発な議論が交わされてなか
なか面白い回答も得られました。
　翌日は、「しっかりしたホームグループをつくる」というテー
マでワークショップを行うと、うれしいことに15人のメンバーが

参加してくれました。少し細
かい点までしっかり議論を交
わすことになりましたが、メ
ンバーたちは積極的に議論に
参加して解決策を共有できた
ため、このようなワークショ
ップが開かれたことに感謝し
ていました。
　コンベンションでは、ほか
にもスピーカーミーティング
がいくつか開かれ、エンター
テイメントがあり、カウント
ダウンが行われるなど盛りだ
くさんの内容で、出席者の熱
気と熱意の高さはかなりのも
のでした。
　ノルウェーリージョンのば
らつきのある地域では、フェ
ローシップディベロップメン

トがきわめて重要です。グループや、あるいはエリアであって
も、かなり孤立しているところがあります。それでもNAは広
がってきていると思えるので、やはり、アディクトはどこにで
もいるのでしょう。

モニカ・A（ノルウェー／モス）

写真撮影：　ジョー・T
（アメリカ合衆国／オレゴン）
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https://nanorge.org
https://nanorge.org
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キューバのNAはあれからも、メンバーたちの熱意と、ラ
テンアメリカ ゾーナルフォーラム（LAZF）やNAワールドサ
ービス（NAWS）の支援によって、しっかりと成長を続けて
います。2017年と2018年の1月は、キューバにNAのメッセー
ジが届いてから18周年と19周年に当たり、キューバのメンバ
ーたちが集まって記念イベントを開催しました。そして2018
年8月、NAワールドコンベンション開催前のNAWS主催によ
るキューバ・クルーズ旅行には、約200人が乗船し、キューバ
のNAから暖かく迎えられました。

現在は、８つのグループが活動し、毎週22のミーティング
が開かれ、約180人のメンバーがいます。キューバのNAは発
展途上にあるため、サービスシステムによる提案の一部をサ
ービス機構に取り入れることが役立ったのです。キューバリ
ージョンは、サービス ボード（LSB）と２つのグループ サポ
ート フォーラムによって成り立っています。2019年の1月に
は、第１回キューバ リージョナルコンベンションがハバナ
で開催され、500人を超える参加者がありました。これは、
予想をはるかに上回る人数でした。この記念すべきイベント
には、キューバのNAから約60人のメンバーが参加したほか、
カナダ、イスラエル、イタリア、オランダ、ロシア、スウェ
ーデン、タンザニア、アメリカ合衆国などの国々や、ラテン
アメリカのほとんどの地域からも、メンバーたちが応援に駆
けつけてくれたのです

NA

ラテンアメリカ・ゾーナルフォーラム、2012年度キューバ・
プロジェクト「心をひとつにすれば、国境など存在しない」

キューバのキューバの
キューバにおけるNAの歴史と発展は、NA Way マガジン

2013年4月号のマウロ・G（ベネズエラ）による記事で紹介され
ました。: 

キューバのNAは、1999年の1月に誕生したことが知
られてから2004年までは活動していた。私たちのところ
には長らくキューバのNAに関する情報が届いていなかっ
たが、2009年になって活発な動きがあったことを耳にし
た。そして、2010年の中ごろに…カナダ、エクアドル、
パナマ、プエルトリコ、アメリカ合衆国、ベネズエラなど
のNAからメンバーたちがキューバを訪れている間に接触
したことで…私たちのところにキューバのNAから協力の
要請が届くようになったのだ。…ラテンアメリカゾーナル
フォーラム（LAZF）はNAワールドサービス（NAWS）
とともに、NAキューバのために一連のフェローシップ
ディベロップメント支援イベントを開催していくことに
した。そして（2011年5月には）、キューバのシエンフ
エゴス市（キューバ中南部の湾岸都市）にあるアグア・
デ・パサヘロスという町で、１回目のイベントが開かれ
た。2011年11月にはハバナで２回目のイベントが開催
され、2012年9月にもハバナで3回目のイベントが開催さ
れた。このために、私たちは繰り返しキューバを訪れたの
だ。…ここにいたるまで見返りを求めずにキューバのNA
と共同作業をしてくれたみなさん、本当にどうもありがと
う。私たちが心をひとつにして一緒にやれば国境など存在
せず、今苦しんでいるアディクトにNAのメッセージを運
ぶことができるのだ。!

http://www.na.org/subscribe
http://najapan.org/pdf/naway2013-4.pdf
http://najapan.org/pdf/naway2013-4.pdf
https://forozonalatino.org
https://forozonalatino.org
https://www.na.org
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第１回NAキューバコンベンションで、メンバーたちに聞いてみました。

「あなたがスポンサーから繰り返し言われてきたのは、どんなことですか？」

ステップについて書き、『伝統』をよく読み、NAの原理に従って生きる。
アーネスト（クリーンタイム10ヶ月）

新しい仲間と行動する。アノニマス（クリーンタイム2年）

何があろうと、使うという選択肢はない。デイロム（クリーンタイム1年）

歩みを止めるな。ジョエル（クリーンタイム2年）

ボブ・W（アメリカ合衆国／ニューヨーク）

ホセ・ルイス・A

（プエルトリコ／サンファン）

アンドレイ・G

（アメリカ合衆国／カリフォルニア）

http://www.na.org/subscribe
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「以下の原理を、今はどのように理解して日々実践していますか。それ
は、過去に理解して実践していたのとどうちがいますか？」

愛：　あたしは、スピリチュアルな原理があるから愛を与えることができ
る。過去には、物を与えて家族を抱き込んでた。それが家族に愛を与えるこ
とだと思っていた。あのころは、まともにモノが考えられる状態じゃなかっ
た。NAにつながって、あたしは初めて愛を感じた。つまり自分が変わってい
くにつれて、愛を知ったの。　キコ（クリーンタイム7ヶ月）

受け入れること：　正直にいうと、一度も実践しなかった。自分みたいにダ
メなやつはいないんじゃないかと思ってたからだ。でも、自分が病気だと認
めたことで、今は少しだけ自分を受け入れることができるようになった。　
ヤクエリン（クリーンタイム41時間）

一体性：　俺は、一体性を実用的なものとして理解している。ホームグルー
プのなかや、サービスの会議では、いつも一体性が失われないように努力
しているし、家族とも心をひとつにしようとしている。ホームグループでは、
何人かのメンバーにムカついて、サービスなんかテキトーにやろうとして
いた時期があった。しばらくしてから、意見が違っていても、グループはひ
とつにまとまっていなくてはいけないと気づいた。このことを受け入れてか
ら、俺はスピリチュアルな面で成長し、グループが前進するために役立つこ
とができたんだ。　レスター（クリーンタイム3年）

降伏：　今のぼくは、回復の道を歩むアディクトです。その事実を受け入れ
るとき、ぼくは降伏し、NAの生き方をするようになっていく。それには、ミ
ーティングに通うこと。それによって、これまでの生き方がひとつ変わる。
それだけでも、「すごい」ことですよ。　カルロス（クリーンタイム2年）

アンドレイ・G（アメリカ合衆国／カリフォルニア）

http://www.na.org/subscribe
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NAをつつむ愛
あたしはNAにつながってはじめて、これほどの愛に満ちた

世界があるんだと知った。たぶん、NAにつながるまでのあた
しには、愛がどういうものだかまったくわかっていなかったの
よね。この前、キューバでラテンアメリカゾーナルフォーラム
（LAZF）が開催されているときに、あたしたちはビデオをつ
くったんだけど、そのビデオが2012年のワールドカンファレン
スで上映されたんですって。キューバでもみんなで何度か観た
し、あたしはすごく胸が熱くなった。でも、ビデオができあが
ったときには、まさかそんなに遠くまで旅をするなんて思いも
しなかったわ。そして、2011年の11月に2回目のLAZFがキュ
ーバで開かれ、ついこの間の2012年9月には3回目のLAZFが開
かれた。それもキューバのNAを応援するためよ。このイベン
トは毎回、大成功に終わったわ。キューバのNAには今、グル
ープが６つあって、ミーティングは毎週10回開かれ、メンバー
の数も60人を超えている。サービス委員会が１つ誕生して、広
報活動や病院施設へのサービス活動を行っているわ。それもこ
れも、みなさんがありったけの愛を示してくれたおかげ。本当
にありがとう！ 使わない人生をみなさんと一緒に歩んでいける
ように、これからも会えることを願っているわ。

愛を込めて。
ヤネラ*（キューバ／ハバナ）

NA Wayマガジン2013年４月号より再掲載

これからも、どうぞよろしく！
　キューバのNAでは、ラテンアメリカ ゾーナルフォーラム
（LAZF）との共同開催で３つのイベントを行うことになり、
私はその実行委員会に参加しました。この話は、LAZFから持
ちかけられたものです。キューバのNAを支援していただいてい
るLAZFとNAワールドサービス(NAWS)には、心からお礼を申
し上げます。キューバのNA は、1999年に誕生しましたが、その
後2004年から2009年まで活動を停止していました。活動を再開し
たのは、2009年になってからです。私たちはポツンと孤立してし
まい、世界中の仲間たちとは連絡が取れないと思っていました。
それが、ある日、エクアドル、パナマ、ベネズエラ、カナダを
はじめとして、いろんな国のNAからメンバーたちが続々とやっ
てきて、地元のミーティングに参加してくれるようになったの
です。そうしてつながりができたことで、世界中のNAとの絆が
生まれました。私は、NAの文献が家やグループにあることなん
て、考えもつきませんでした。キューバでは、国民の（最も収
入の多い人の場合で）平均収入は、月に10ドル〜15ドルです。
これは、『ベーシックテキスト』のようなNAの書籍１冊分の金
額とほとんど変わりません。また、キューバではインターネッ
トを自由に利用することも、『ベーシックテキスト』以外のNA
の文献を入手することもできないため、絶望的な気持ちになりま
したが、LAZFとNAWSから支援が届くようになると何もかも簡
単に利用できるようになりました。今の私たちは、世界中のNA
を頼りにできるのです。キューバのNAにいても、私たちは孤立
していません。NAは、私たちが思っていたよりもはるかに大き
いのです。私たちはみんなでまとまって、世界中の仲間たちと
心をひとつにしています。どうか、これからもキューバを訪れ
て私たちとわかちあってください。

ハビエル*（キューバ／ハバナ）
NA Wayマガジン2013年４月号より再掲載

ボブ・W（アメリカ合衆国／ニューヨーク）

* ここに記載した名前は、本人の身の安全
を確保するために仮名にしてあります。

ボブ・W（アメリカ合衆国／ニューヨーク）
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言葉にしなくても伝わること
2012年の９月には、キューバのNAのために第３回ラテンア

メリカゾーナルフォーラム（LAZF）が開催され、ボクはそこ
で『なぜ、どのように効果があるのか』を一冊いただいた。ベ
ネズエラのNAで25年以上もクリーンで生きてきたメンバーか
らの贈りものだ。このメンバーは重い病気を患っていて、も
う長くはないだろうということだった。それで、LAZFの開
会式で進行役を務めるメンバーにこの本をあげてほしいと、
ベネズエラの信頼されるしもべのひとりに頼んだらしい。そ
して、ボクが当日にサービスに関わっていたというわけだ。
まったく、神とNAのやり方にはほれぼれする。このような
本をいただけるなんて、本当にうれしかった。ボクはその本
を持っていなかったし、買えるのはずっと先のことだったろ
う。べつにNA文献はそれほど高いものじゃないけど、キュ
ーバで僕たちが直面してる経済状況を考えるとね。その後、
ボクは本を贈ってくれたベネズエラのメンバーに手紙を送る
ことにした。このような言葉に優るメッセージをいただいた
ことへのお礼と、それがどれほど雄弁なメッセージとなって
ボクに恵みをもたらしたかということを伝えたかったのだ。
ボクはまもなく１年のクリーンタイムを祝うことになるだろ
うし、NAにつながってよかったと思ってる。まったく、NA
につながっていなかったらどうなっていたことか。こうして
キューバにNAがあったからこそ、最高の仲間たちはもちろ
ん、結婚相手も、仕事も、何もかも見つかった。命拾いをし
たんだから、感謝してもしきれないよ。

ダリアン*（キューバ／ハバナ）
NA Wayマガジン2013年４月号より再掲載

ステラ・S（アメリカ合衆国／マサチューセッツ）

ボブ・W（アメリカ合衆国／ニューヨーク）
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私たちは、今後3年間にわたって一連の期限を設けながら、さまざまなスピリチュアルな原理に関する経験談を募集します。
プロジェクトのWebページ（www.na.org/spad）は、期限にあわせて更新されます。

私たちは、メンバーたちが関心をもち、独自にでもグループによってでも、つねに力を注いでいるスピリチュアルな原理に関す
るワークショップを開催し、その結果を文書で提供されることを期待しています。また、このプロジェクトに協力するために、
親しい仲間や、スポンサーや、ホームグループのメンバーたちと定期的に集まることも考えられるし、あるいは、各サービス機
関によってプロジェクトによるワークグループもしくは特別委員会を結成することも考えられます。ぜひ、ご検討ください。そ
して、私たちはみなさんの話や意見をもとに原稿を作成しますが、作成された原稿は、NA全体に見直しと意見提供をお願い

することになります。要するに、みなさんの協力なしには始まりません。プロジェクトへの参加を、よろしくお願いします。

2019年6月末までに取り組むべき原則と引用: 
許し ・ 優しさ ・ 粘り強さ ・ 現実的であること ・ 敬意 

責任 ・ 役に立つこと ・ シンプルであること ・ 理解すること

www.na.org/spad
みなさんの意見をお寄せください。  

インターネット (www.na.org/spad)、
Eメール(spad@na.org),

郵送(SPAD; 19737 Nordhoff Place; Chatsworth, 
CA 91311 USA)

ス

ピリ
チュアル・プリンシプル・ア・デイ…

…書籍プロジェクト

みんなで
新しい本を
つくって
いこう！

日々の生活にスピリチュアルな
原理を活かすことで
私たちが経験したことを

まとめる

インターネットで経験談を提供する場合も、大小にかかわらずワークショップを
開催する際に役立つ資料を探す場合も、www.na.org/spad をご覧ください。

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/spad
http://www.na.org/spad
http://www.na.org/spad
mailto:spad%40na.org?subject=
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/spad/SPAD%20half%20sheet.pdf
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サービス センター
NAワールドサービスによるウェブ会議を活用すると： 

• サービスに関わっている仲間たちとつながってアイデアや経験を共有できる。
• 自国や世界中にあるNAの成長に貢献できる。
• サービス機関がもっとNAに役立てるようにさまざまなツールを開発することができる。
• 回復を求めているアディクトたちにNAのメッセージを運ぶことができる。

　NAワールドサービスによって継続的に開かれるウェブ会議には、NAのメンバーならだれで
も出席できます。ここで議論を重ねることによって、以下のようなサービスのツール［道具］
が誕生するということもありました。

✓ パブリックリレーションズ（広報活動）：フォンライン（電話案内サービス）・ベーシックス 
[www.na.org/PR]

✓ ローカルサービスのツールボックス：CBDM（合意による意思決定）・ベーシックス  
[www.na.org/toolbox]

✓コンベンションとイベント：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]

これ以外にも、ひきつづきツールや資料の開発に取り組んでいくため、みなさんの参加と意見
提供をお待ちしています。詳しくは、www.na.org/webinar をご覧ください。ぜひ、ご協力を
お願いします。
検討すべき課題
　「検討すべき課題（IDT：イシュー・ディスカッション・トピックス）」は、世界中のNA
で議論をするテーマです。このような議論によってメンバーたちの関心が高まれば、グループ
やサービス機関のなかで一体性を築くことができるようになるでしょう。そして、議論を重ね
た結果は、ワールドボードに提供することでNA全体による資料づくりやサービスに役立てる
ことができるのです。以下にある３つは、2018年〜2020年までの２年間に「検討すべき課題」
となっています。世界各地のNAでこの３つをテーマにワークショップやコンベンションを開
催して、メンバーたちの参加をうながすようにお願いします。

• 「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）」

ワークショップの概要、パワーポイントによるプレゼンテーション［説明資料］、配布資料を
はじめとして、IDTに関するディスカッションやワークショップの開催に役立つ資料は、www.
na.org/idt に掲載されています。みなさんのワークショップで得られた結果は、worldboard@
na.org までお寄せください。
『スピリチュアル・プリンシプル・ア・デイ』に関する書籍プロジェクト
　このプロジェクトについても、スピリチュアルな原理を選ぶにあたってメンバーから意見を
募集中です。みなさんがスピリチュアルな原理によって生きるうえで経験してきたことを、わ
かちあっていただくようにお願いします。プロジェクトの詳細や、ワークショップに関する資
料、そしてオンラインフォームによる意見提供については、www.na.org/spad をご覧ください。
精神の健康や疾患に関するIP（インフォメーション パンフレット）
　これも、みなさんが無関心ではいられない文献のプロジェクトでしょう。詳しくは「精神の
健康や疾患に関するIP（インフォメーション パンフレット）プロジェクト」（www.na.org/
mhmi）をご覧ください。みなさんからの意見提供をお待ちしています。
NAの祝日
　2018年度のワールド サービス カンファレンスでは、ユニティデーと同じようにNA全体で祝
う「特別な日」を設けるという動議が承認されました。新たにできた３つの祝日を、みなさん
ならどんなふうに祝うでしょうか。ぜひ、世界中のNAで検討や議論を重ねてください。 みな
さんのアイデアや意見が worldvoard@na.org に寄せられるのをお待ちしています。

2019年5月1日は「サービス デイ」
2019年6月の第１週は「PR（広報）週間」
2019年９月1日は「ユニティ デイ」
2019年12月1日は「スポンサーシップ デイ」

ワールドサービス カンファレンスに関することはすべて、以下のサイトをご覧ください。

このサイトは、締め切り、アンケート、文書、プロジェクトによって定期的に更新されてい
ます。www.na.org/conference   

メンタルヘルス／
メンタルイルネス
IPプロジェクト
（精神の健康や疾患）

ス

ピリ
チュアル・プリンシプル・ア・デイ…

…書籍プロジェクト
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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。

2019年5月1日は サービス デイ。
2019年6月の第１週（6月３日～9日）は
PR（広報）週間。2019年９月1日は
ユニティ デイ。2018年12月1日は 

スポンサーシップ デイ 。以上の祝日は、
これから毎年恒例で祝うことになります。

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いて、
みなさんの意見やアイデアを
worldboard@na.org へ

お寄せください。

心を込めて
サービスに
関わることは、
スピリチュアルに
生きることだ
『リビングクリーン』
　第３章
「ア・スピリチュアル・パス」

2019年5月1日・水曜日2019年5月1日・水曜日

http://www.na.org/subscribe
https://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg&ID=nawsevents-event-reg
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グループ紹介

ステップ11のこぼれ話 
　「ザ・イレブンズ・ステップ・アンド・ゼン・サム(ステッ
プ11とあれやこれや)グループ」は、ペンシルベニア州フィラ
デルフィアの経験豊富な（すでに故人となった）メンバーの
ちょっとした思いつきによって、2006年9月11日に誕生しまし
た。そしてミーティングが開かれるようになると、毎週水曜
日の夜は、自分なりに理解するハイヤーパワーとの意識的な
ふれあいを深めていくことについて、それぞれの経験をわか
ちあう場となったのです。
　こうして「ステップ11」に関するミーティングと特定した
ことで、ステップ11に取り組んだことのない人たちには敷居
が高くなるのではないかという心配はありました。しかし、
ここ何年かで、そんなことはないとわかったのです。このミ
ーティングには、回復に踏み出したばかりの人たちが出席し
ています。新しいメンバーたちは、NAプログラムのスピリ
チュアルな原理を深く理解して確固とした土台にすることが
できると、わたしたちは信じているし、実際にそれを目の当

たりにしてきました。
　ナルコティクス アノニマスのミーティングは、大学の構内で開かれることはほとんどありません。わたし
たちのグループでは、学内にナルコティクス アノニマスのメッセージをゆきわたらせるため、学生や学生相
談室のスタッフにNAに関する資料や文献を提供しています。学生に助けが必要になったら、すぐにNAにつ
ながれるでしょう。
　わたしたちのミーティングは、グループの良心によってオープン形式にしていますから、だれでも参加自
由です。回復を求めている人のために、つねに席が用意されています。前に置かれた小さな椅子と、十分に
揃ったNAの文献が、そのことをわたしたちに思い起こさせてくれるのです。

ポーラ・B（アメリカ合衆国／ペンシルバニア）

ナルコティクス アノニマス初の
パブリック リレーションズ ウィーク 

　（広報活動週間）
2019年6月3日〜9日 

       NAを「世界中に」知ってもらおう
エリア、リージョン、ゾーンの各PR小委員会が思い思いに活動して

PRによるサービス提供とNAに対する意識を高めましょう。
2019年５月31日まで、おすすめのPRツールを10％割引にします。
情報やアイデアを得るには、www.na.org_act をご覧ください。

問い合わせ：worldboard@na.org　　　PRウィークに関する画像の送信：pr@na.org 

®

NarcoticsAnonymousWorld Services

　ＮＡＷａｙ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。
宛先は、naway@na.org となっています。

http://www.na.org/subscribe
https://www.na.org/?ID=pr_activities
mailto:worldboard%40na.org?subject=
mailto:pr%40na.org%20%20?subject=
mailto:naway%40na.org?subject=
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カレンダー
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.)

Barbados
14-17 Nov; Barbados Area Convention; Barbados Beach Club, 
Christ Church; speaker tape deadline: 31 Jul; nabarbados.org

Belarus
23-25 Aug; First Belarus Area Convention; Minsk City Palace 
of Culture, Minsk; na-rb.by

Canada
Alberta 17-19 May; Unity Begins with U; Acadia Recreation 
Centre (ARC), Calgary; chinookna.org
British Columbia 3-5 May; South Vancouver Island Area 
Convention; Saanich Fairgrounds, Saanichtion; svina.ca
2) 14-16 Jun; Serenity by the Lake; Morning Star, West Kelowna; 
http://www.bcrna.ca/
Ontario 10-12 May; Ontario Regional Convention 32; 
Ambassador Hotel & Conference Centre, Kingston; orcna.ca

Denmark
2-4 Aug; Convention & Camp 12; Audonicon, Skanderborg; 
namidtjylland.dk

Lithuania
17-18 Aug; Baltic Convention 17; Kulturos Fabrikas, Klaipeda; 
lietuvos-na.lt

Portugal
1-2 Jun; First Linha de Sintra Area Convention; Centro Cultural 
Olga Cadaval, Sintra; na-pt.org

Switzerland
19-21 Jul; European Conference and Convention 35; Park 
Platzspitz, Zurich; eccna.eu

United Kingdom
25-26 May; East Coast of Scotland Area Convention; The 
Hilton DoubleTree, Aberdeen; ukna.org

United States
Arizona 24-26 May; Arizona Regional Convention 33; 
Scottsdale Double Tree, Scottsdale; arizona-na.org
2) 16-18 Aug; Productive Members of Society Women’s 
Spiritual Retreat; Cabins on Strawberry Hill, Strawberry; event 
info: Productive Members of Society Group; PO Box 27301; 
Phoenix, AZ 85061
California 3-5 May; Greater East Los Angeles Area Convention 5;  
DoubleTree Whittier, Whittier; greatereastlosna.com
Florida 24-27 May; Gold Coast Area Convention 29; 
Bonaventure Resort & Spa, Weston; goldcoastna.org
2) 21-23 Jun; Area de Habla Hispana del Sur Florida Convention 12;  
Hotel Ramada Marco Polo Resort, Miami; ahhsf.org
3) 21-23 Jun; East Coast Convention; Florida Gulf Coast 
University, Fort Myers; eccna.org
4) 4-7 Jul; Florida Regional Convention 38; Rosen Centre Hotel, 
Orlando; frcna.com
Georgia 22-26 May; A Little Girl Grows Up Women’s 
Convention; Atlanta Hilton Hotel, Atlanta; alittlegirlgrowsup.
org
2) 19-21 Jul; Peace in Recovery 30; Marriott Augusta Hotel & 

Suites, Augusta; csra.grscna.com
3) 8-11 Aug; Midtown Atlanta Area Convention 27; Hilton 
Atlanta Airport, Atlanta; midtownatlantana.com
Kansas 4-7 Jul; Mid-America Regional Campout 41; 
Chautauqua Park, Beloit; marscna.net
Louisiana 17-19 May; Louisiana Regional Convention 37; 
Clarion Inn, Covington; lrcna.org
Maryland 17-19 May; Spiritual in Nature Retreat; Camp Letts, 
Edgewater; nefaspiritualretreat.com
Massachusetts 12-14 Jul; First Greater Worcester Area 
Convention; Sheraton Framingham Hotel & Conference 
Center, Framingham; Speaker tape deadline: 30 Apr; gwacna1.
wixsite.com/gwacna1
2) 2-4 Aug; In the Spirit of Unity; Tower Square Hotel, 
Springfield; wmacna.org
Michigan 4-7 Jul; Michigan Regional Convention 35; Shanty 
Creek Resort, Bellaire; michigan-na.org
New Jersey 7-9 Jun; Greater Philadelphia Regional Convention 30;  
Crowne Plaza, Cherry Hill; naworks.org
2) 2-4 Aug; New Jersey Regional Convention 34; Crowne Plaza, 
Cherry Hill; njrcna.com
New York 3-5 May; Buffalo Inner City Convention 2; Buffalo 
Grand Hotel & Convention Center, Buffalo; nawny.org
2) 13-16 Jun; Rochester Area Convention 25; Rochester 
Riverside Hotel, Rochester; rochesterny-na.org
North Carolina 31 May-2 Jun; Greater Charlotte Area 
Convention 29; Sheraton Downtown, Charlotte; charlotte-
na.org
Ohio 24-26 May; Ohio Convention 37; Cleveland Marriott 
East, Warrensville Heights; nabuckeye.org
Oregon 3-5 May; Pacific Cascade Regional Convention 24; 
Ashland Hills Hotel, Suites & Convention Center, Ashland; 
pcrnaconvention.org
South Dakota 2-11 Aug; Sheridan Lake Campout 25; Squirrel 
Group Campsite, Hill City; event info: 605.787.2872
Tennessee 16-18 Aug; Greater Nashville Unity Convention 15; 
Millennium Maxwell House Hotel, Nashville; www.nanashville.
org
Texas 16-19 May; Rio Grande Regional Convention 30; 
Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park, El Paso; 
riograndena.org
2) 24-26 May; Texas State Convention 17; Radisson Fort Worth 
North-Fossil Creek, Fort Worth; tscna.org
Utah 31 May-2 Jun; Southern Utah Area Convention 12; Hilton 
Garden Inn, Saint George; nasouthernutah.org
2) 7-9 Jun; Celebration of Recovery; American Legion Hall, 
Vernal; nautah.org
Virginia 3-5 May; Rappahannock Area Convention 2; Hospitality 
House Hotel, Fredericksburg; rappahannockareaofna.com
2) 24-27 May; Marion Survivors Group Campout 24; 
Hungry Mother Lutheran Retreat Center, Marion; event info: 
mfisher71@hotmail.com; Marion Survivors Group; 139 W 
Main Street; Marion, VA

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/events
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NAWS Product Update

Afrikaans
Basic Text (Fifth Edition)
Narkotika Anoniem

Item No. AF1101 
Price US $8.30/7.25 €

Danish
It Works: How & Why

Det virker: hvordan og hvorfor
Item No. DK1140 
Price US $9.55/8.40 €

Service Day Celebration 
Lapel Pin

Commemorating the first worldwide NA Service Day, 
this full-color lapel pin is available in limited stock and 

for a limited time starting the first week of April. 
Item No. 9600 Price US $5.00/4.45 €

Twelve Steps, Traditions,  
and Concepts posters set

Redesigned posters available in a reduced size  
(17.5” x 23”)—just right for groups and service bodies 

with  limited wall display space. 
Item No. 9170  Price US $5.00/4.45 €

Italian
Living Clean: The Journey Continues

Vivere puliti: Il viaggio continua
Item No. IT1150 
Price US $10.35/8.15 €

Hungarian
Behind the Walls
Rács mögött

Item No. HU11601 
Price US $1.00/ 0.87 €

http://www.na.org/subscribe
https://www.na.org/?ID=webstore_new


Coming Soon!
Arabic

It Works: How & Why
إنه ينجح

Item No. AR1140 Price US $9.55/8.40 €

Chinese
Basic Text (Fifth Edition)

Item No. CH1101 Price US $8.30/7.25 €

Latvian
Basic Text (Fifth Edition)
Anonīmie Narkomāni 

Item No. LV1101 Price US $8.30/7.25 €

Discontinued 
30th Anniversary Basic Text

The 30th Anniversary Basic Text has been 
removed from our inventory, and may be 

available again at a future date.

Gold, Pearl, and Black  
Triplate Medallion

Will be discontinued when  
current supply is depleted.

Odia 
IP #7: ?

Item No. OR3107 Price US $0.25/0.22 €

Zulu 
IP #16: Kubalutha abasha
Item No. ZU3116 Price US $0.25/0.22 €

IP #22: Siyakwamukela  
kwa-Narcotics Anonymous
Item No. ZU3122 Price US $0.25/0.22 €

NA Service Prayer poster
Added to our existing paper set.  

(recently redesigned for easy readability)

Portuguese 
Item No. PO9078 Price US $1.55/1.45 €

Portuguese (Brazil)
Item No. PB9078 Price US $1.55/1.45 €

Spanish
Item No. SP9078 Price US $1.55/1.45 €

https://www.na.org/?ID=catalog-products&ID=catalog-products

