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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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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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はじめに
このハンドブックは NA のフェローシップを通して、H&I サブコミティからの協力に基づき
ワールドサービスカンファレンス（以下 WSC）によって作成されました。全ての試みは私たち
のフェローシップに存在する H&I の豊富な経験により厳選された最新の信念、概念、および H&I
サービスを提供するための手順を伝えるために作成されています。
このハンドブックに記載されている情報は、多くの試行錯誤を通して最適なものを見つけ、
長い時間をかけて開発されました。これらの情報や提案の多くは、ほとんどの H&I セッション
での問題に適応します。しかしながら、個々の国々では法律や規制に違いがありそれらに従う
必要があります。
全国、地域またはネットワークフォーラムの活用は分かち合いとサポートに重要な価値のあ
る資源として提供しています。それらは世界中のエリア内で地理的にも文化的にも共用できる
解決策です。
このハンドブックで使われている言語は慎重に検討されています。私たちの希望は本書におい
て口語やスラング用語を使用しないことで、英語圏以外の言語に、より簡単に翻訳されること
です。それを解決することで、ナルコティクスアノニマスは国境、文化の壁、そして言語差の
違いを超えて、第 1 の目的を世界中で共感することが出来ます。１）NA ワールドサービスの基
本的な目的とナルコティクスアノニマスのワールドサービスカンファレンスの特定の目的の両
方のために；それらは外国語でも外国でもありません。 ２）それは WSC にて英語を使用する
言語として選ばれ、本会議、コミティ会議、記録そして主要の報告書で使われています。

な ぜ 、 H＆ I ミ ー テ ィ ン グ /プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン が 必 要 な の か ？
H&I ミーティングの目的は通常の NA ミーティングに自由に参加する事が出来ないアディクト
に NA の回復のメッセージを伝えることです。長期的な施設を除いて H&I ミーティング・プレ
ゼンテーションはシンプルに NA プログラムの基礎のいくつかを参加したアディクトに紹介す
ることを目指しています。

H&I ミ ー テ ィ ン グ /プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 構 成 と は ？
1

正しく理解された H&I ミーティング/プレゼンテーションを作っていくために、私たちのサ
ービスの仕組みに適しているか？を知ることが重要です。むしろ NA グループよりも、ど
ちらかと言えば GSR によるエリアサービスコミティや H&I ミーティング/プレゼンテーシ
ョンは H&I サブコミティを通じてのエリアサービスコミティにて提供されます。NA サー
ビスにおけるグループとエリアのレベルに違いについての詳細については、「私たちのサ

ービス構造のテンポラリーワーキングガイド 」をご覧ください。
2

H&I ミーティング/プレゼンテーションは常に H&I サブコミティ主催のもとで行われます。
このようなサービス構造に則っていない、いくつかのミーティングは H&I ミーティングで
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はありません。既存の H&I サブコミティが存在しない場合には、H&I サービスを行うグル
ープが WSC の H&I ガイドラインに従い、ASC もしくは RSC への報告をすることによっ
て、説明責任を果たすことが出来ます。
3

H&I ミーティング/プレゼンテーションはアディクトが通常のナルコティクスアノニマスの
ミーティングに参加することができない施設内にて行われます。

4

ミーティングは施設にて行われますが、全てが自立して行われていたり、制限の無いものは
H&I ミーティングではありません。

5

全ての H&I ミーティング/プレゼンテーションはクローズドであり、外部の方の参加はでき
ません。外部からの NA メンバーはパネルリーダーに招待された時のみ、H&I ミーティング
に参加するべきです。H&I ミーティングに参加する人は、パネル議長、パネルメンバー、
そしてスピーカー、または、H&I ミーティングへ行くことを H&I サブコミティに承認された
場合のみ、H&I ミーティングに参加できます。

もし、H&I ミーティング/プレゼンテーション、もしくは通常のミーティングをするべきか否か
についてのいくつかの混乱がある場合は、あなた達の H&I サブコミティに援助のご連絡をくだ
さい。
ど こ で ど の よ う に H&I ミ ー テ ィ ン グ /プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 始 め れ ば よ い か ？
初回の H&I ミーティング/プレゼンテーションを始めるには H&I サブコミティを通じて行われ
るべきである。決して単独で行ってはならない。しばしば、施設からナルコティクスアノニマ
スへのアプローチや H&I ミーティングを求められることがあるでしょう。それ以外にも、H&I
サブコミティから施設へミーティング/プレゼンテーションを提案したりすることもあるでしょ
う。いずれにしても、H&I サブコミティは PI サブコミティと連携してその行動をするべきです。

H&I と PI の 協 力
H&I と PI 間 の 協 力 の た め の 適 切 な 方 法

3

例：
・

病院などの治療施設のドクターや看護師へのプレゼンテーションのための連絡＝PI

・

病院などの治療施設のクライアントへのプレゼンテーションのための連絡＝H&I

・

インフォメーションやミーティング等の問い合わせの連絡があった場合＝H&I と PI

※

上記の明朝体で書かれている部分はガイド・トゥー・パブリックインフォメーション改訂
版より抜粋
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H&I サブコミティの目的は通常のナルコティクスアノニマスのミーティングに制限なく通う
ことが出来ないアディクトへ NA の回復のメッセージを伝えることです。H&I パネルメンバー
は、長期的なそれらの施設を除き、シンプルに NA プログラムの基本のいくつかを参加者に紹
介することを意図としています。
グループのローカルメンバーが施設の H&I プレゼンテーションを見る必要性がある時、ロー
カルの H&I サブコミティに連絡をする必要があります。H&I パネルメンバーは H&I サブコミテ
ィの役割です。エリア H&I サブコミティが機能していない場所にて個人個人やグループ単位で
H&I の役割をするべきではありません。それらについてはリージョンの H&I コミティからの案
内を受けて下さい。それらのプレゼンテーションに外部からの参加は事前に招待されたパネル
メンバーに限定されるべきです。
あなたのサブコミティがそれらの施設での H&I ミーティング/プレゼンテーションを提供す
ることを導入するために NA より施設へ外部より手紙を送る計画があるのなら、NA として印刷
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された便箋を持っていることをお勧めします。全ての手紙は変わりのないようにし、NA の文献
を例にしたフォーマルな手紙とし、タイプライターで打たれたものにするべきです。送る全て
の手紙はコピーしておいて下さい。フォームレターの例は付録 A に記載されています。
あなたはそれらの施設に H&I ミーティング/プレゼンテーションを行うことを勧めるアプロ
ーチをする前に、最初のステップは連絡するために適切な管理者を見つけることです。あなた
方の最初の問い合わせの連絡や手紙は、その人にお願いすべきです。もし最初の連絡が手紙の
場合、電話にて簡単な説明をしておくべきです。
その施設が H&I ミーティング/プレゼンテーションに興味を持っている場合は、あなたたちは最
初の面談の準備をして予定を組むべきです。最初の H&I ミーティング/プレゼンテーションをそ
の施設で行う前に、徹底した議論が施設の代表者とナルコティクスアノニマスの代表者との間
で行われるべきです。適切な手順や見込みの最終的な取り決めは書面で行われるべきです。最
初の面談の際に使用するサンプル書類は１１１ページの付録 B をご覧ください。完成された書
類はその施設とあなた達のサブコミティの間の書類による合意として機能します。
あなたたちは最初の面談に訪れる時にナルコティクスアノニマスの代表者として見られるこ
とを忘れないで下さい。あなた達自身のふるまいが NA のフェローシップ全体として判断され
るかもしれませんので、常識的な礼儀は不可欠です。例をあげると、約束の時間にちゃんと現
れること。きちんとした外見や丁寧な態度、言葉使いなど。プレゼンテーションを行う準備と
しては、ナルコティクスアノニマスの文献を持っていき、あらかじめあなた方がどのような点
を説明する必要があるかを考え、あなたがチェックしたリストを前に明確な説明をすること。
あなた達の資料が説明され、担当者が面談を終わらせたい場合、迅速かつ丁寧に行動すること。
ナルコティクスアノニマスの会議で承認された文献の使用は、メッセージを伝える H&I ミー
ティングの努力の重要な部分です。これらの最初の議論は、施設の内部に文献を供給する適切
な方法を決定するために良い場面を提供します。多くの施設は彼ら自身でナルコティクスアノ
ニマスの文献を購入することに同意するものとします。私たちはそれをお勧めしています。も
し、その施設がそうすることが出来ない場合、ローカルの H&I サブコミティはそれを支援する
ことができるかもしれません。このために必要な予算についてはこのマニュアルの９ページを
参照してください。
これらのステップがとられており、H&I ミーティング/プレゼンテーションが施設にて定期的
に行われていれば、お互いの通信手段を明確にしておくことが重要です。H&I に関わる誰もが
わたし達に影響する施設の方針をよく知り、尊重するべきです。わたし達はまた、このハンド
ブックを通じての概説するわたし達の方針をよく知る必要があります。新しく H&I の役割をす
る人のためのオリエンテーションセッションにてこの理解が達成されるべきである。
H&I ミーティングは多くのアディクトにとってナルコティクスアノニマスでの回復への初め
ての印象を提供していますので、わたし達の取り組みのポジティブな印象と、明快で矛盾のな
いナルコティクスアノニマスの回復のメッセージを伝えることがわたし達の義務です。これは
さらに、わたし達が施設の機関をどのように扱うか？にも該当します。いくつかの問題を最小
限に保つために、サブコミティと施設の間の一貫した連絡を維持することを心がけましょう。
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病 院 ・ 刑 務 所 へ NA の メ ッ セ ー ジ を 伝 え る の に 最 も 適 し て い る の は 誰 か ？
私たちの経験の中で、最もよいメンバーは 3 ヶ月以上のクリーンを持ち H&I の会議に参加して
いること、また 6 ヶ月以上のクリーンを持ち、メッセージ経験があるものである。私たち自身
がそれらに類似した施設で過ごしたか否かということは重要ではありません。ナルコティクス
アノニマスのメッセージを、わかりやすく矛盾無く伝えることが出来る人は誰でも H&I メッセ
ージのサービスの分かち合いにぴったりの人材です。

考慮する事柄
青年期の場合
このハンドブックで青年期に関しては、わたし達はあなたの国での過半数の未成年を示しま
す。わたし達は未成年者を、将来のメンバーと今後予期されるため、尊重して扱うべきである
ことを覚えておく必要があります。H&I ミーティング/プレゼンテーションの中で分かち合うと
き、私たちは、青年期の同等集団圧力（集団の中で同じ行動をとらせようとする精神的圧力）、
両親と/または教師との関係性等のストレス経験は、仕事を失う、離婚する、住むところを失う、
その他のものを失うという危機となんら変わりはないということを覚えておく必要があります。
NA にて、私たちはナルコティクスアノニマスの１２ステップを使って、私たちの感情や気持ち、
他者と分かち合うことを通じて、どのように対処するかを学びます。
青年期に関する政府の法令などがあり、私たちは交流の中で彼らを未来のメンバーであると
して、それらに従った施設の規則や規制に特に注意する必要があります。例えば、一部の施設
ではミーティングの中にスタッフを配置することを要求するかもしれません。私たちが青年期
の施設の管理者等にできる一つの提案は、彼らが H&I ミーティングにボランティアで付き添う
ということです。私たちはこれが困惑を減少させ、ナルコティクスアノニマスのフェローシッ
プでの回復のための機会が増大することを見つけています。
一部の人々は彼ら自身の年齢に近い人々へ、より良い青年期への反応を維持する中で、私た
ちの青年期の大部分の経験を H&I ミーティングでの同年時の分かち合いを提案することで、彼
らの分かち合う能力と明確な回復のメッセージにつながります。青年期はメッセンジャーより
も、もっとメッセージ自体に反応しているようにも映ります。全ての H&I ミーティング/プレゼ
ンテーションは高度に構造化されており、ナルコティクスアノニマスの１２ステップを通じて
回復へと連動して向かうべきです。私たちの経験では、青年期のメンバーにメッセージを伝え
る際、特に特別なフォーマットを使用する必要が無いことを示しています。
追加として、28 ページと 40-41 ページの「すること」
「しないこと」を参照して下さい。私た
ちはそれらを含めるべきだと感じています。
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すること
Do

これは「わたし達の」プログラムであることを覚えておく。彼ら/彼女らが説教さ
れていると感じさせるべきではない。

Do

アディクトはアディクトであることを覚えておく。年齢は関係ない。

Do

彼らに回復での楽しさを伝える。例えば、フェローシップ、イベントなど。

Do

彼らの感情や気持ちをちゃんと認める。

Do

彼らのクリーンタイムをちゃんと認める。

しないこと
Donʼt

あなたの過去を美化しない。

Donʼt

子供扱いして話さない。

Donʼt

あなたと彼らを比較しない。

Donʼt

若者だからといって見下さない。

Donʼt

馬鹿にしたり、悪い言葉使いをしない。

病院・刑務所内でのアディクトの為に特別に必要な追加事項
私たちはフェローシップの中で全体の大部分の人が障害のために私たちのメッセージを自由
に受け取ることが出来ないことを痛感しました。次のセクションで、私たちは H&I から付加的
なものが必要なアディクトにメッセージを伝える方法を提案しています。私たちはここで伝統
５の精神を強く主張します。
「どんなアディクトでも良い生き方を知るチャンスなしで死ぬ必要
は無い」
基本的な準備
1.

ワールドサービスオフィスを通じて付加的な支援が必要なアディクトに対して利用可能な
資源があるかどうかを調べる。付加的な支援が必要なアディクトのための道具を含め、ナ
ルコティクスアノニマスのあなた達の正確な在庫を更新しましょう。

2.

付加的な支援が必要なアディクトのためのサービスとして手話通訳者などを利用可能な地
域での資源を調べましょう。

3.

国の薬物・アルコール委員会、刑務所の部署、治療センター、その他へ付加的な支援の必
要性を知らせ、ナルコティクスアノニマスの資源が利用可能であるか否かを、問い合わせ
るためのいかなる努力をすべきです。

4.

また、一部の H&I サブコミティやエリアは付加的な支援が必要なメンバーを有しているか
もしれません。あなた達のサブコミティではそのようなメンバーが H&I サービスに参加す
るための努力もする必要があります。
H&I サブコミティは点字文献、大きくプリントされたホワイトブックレット、そしてテープ

などをこのハンドブックの骨格であるその他のサービスの追加として提供するかもしれません。
H&I サブコミティはワールドサービスオフィスから、文献やその他のアイテムを、購入するた
めに支払うことになるかもしれませんし、その施設はその他の付加的な支援を必要なメンバー
に提供する責任があります。
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聴覚に障害のある方
1. 正面を向いて話す、ゆっくりとはっきり話す。
2. 施設の費用にてパネルディスカッションミーティングの間は手話通訳者を用意することが
可能である場合は使用すべきである。手話通訳者はスピーカーと聴覚に問題ある方との間で
はっきりと視線を合わせなければなりません。
3. 読唇術が必要とされるとき、聴覚に障害のあるアディクトはスピーカーの近くに座る必要が
あり、人や、ポール等の障害物で遮られないようにする必要があります。
4. 聴覚障害を持つ人々のいるミーティングのあいだは筆談器を持ちましょう。これはシンプル
で容易に確実な聴覚障害者とそうでないアディクトのお互いのコミュニケーションができ
ます。話している間は、表情豊かな表現をすることで、読唇術を使うメンバーを助けるのに
非常に重要であるということを覚えておきましょう。
視覚に障害のある方
視覚障害者のための広範囲の資料・資源として、点字の刊行物やテープなどの利用が WSO
を通じて手に入れることが可能である。
1.

視覚障害のあるアディクトの許可無く彼らに触ってはいけないー彼らはあなた方が寄って
くるのが見えないし、彼らにとってそれは非常に怖い経験となる。

2.

彼らにサポートが必要であるか否か、彼らをサポートする前に尋ねる。

3.

点字を読む視覚障害者は約１０％ほどである。

4.

視覚障害を持つアディクトのサポートとして、椅子に座りあなた方の眼を閉じて、彼らの
経験を感じながらミーティングをすることでサポートとなるかもしれません。

身体に障害のある方
1.

身体に障害を持つアディクトへナルコティクス アノニマスのアクセシビリティを施設の
スタッフに適切に伝える。

2.

身体に障害を持つアディクトにメッセージを伝えるとき、私たちはアクセシビリティにつ
いてよく考える必要がある。例えば、トイレ、スロープ、その他の必要なもの。ほとんど
の都市コードは物理的に身体に障害のある方がアクセス可能である建築物をリストアップ
できます。トイレ、スロープ、その他の必要なものは H&I ミーティングを計画するときに
よく考えましょう。

その他の注意事項：男性には男性、女性には女性
いくつかの施設は、男性のみ、もしくは女性のみです。それ以外の施設は男女両方のところ
もあります。しかし別々にしてください。これらの施設で、あなた達のミーティングは男性の
み、もしくは女性のみで構成し、ナルコティクスアノニマスのメンバーは同性のみで参加すべ
きであると、強く感じています。覚えておいて下さい。私たちの第１の目的は回復のメッセー
ジを伝えることであって、私たちが手助けしようとしているアディクトとのより人気のあるミ
ーティング会場を作るためではありません。このような部分で発生する問題はナルコティクス
アノニマスの信頼性を深刻に損傷する可能性を持っています。私たちの経験は、もし私たちが
このシンプルなガイドラインに従うならば、これらの問題を避けることが出来ると教えてくれ
ています。
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ミーティング以外のサービス
しばしば H&I サブコミティは H&I ミーティング/プレゼンテーション以外のサービスを提供
することを要求されます。このような要求に応えるには、私たちはどのような種類のサービス
を H&I サブコミティが提供することが適切かについて明確にすることが不可欠です。トリート
メントセンターと刑務所が H&I サブコミティの機能と活動範囲を完全に予想して理解すること
はできません。それらは不本意な要求をするかもしれません。それは、それらのサービスのベ
ースとなる、正確な資源、H&I の構造、12 の伝統に基づいて限度を定め設置することが H&I
サブコミティの責任です。要求される多くのサービスは H&I サブコミティと PI サブコミティの
間の協力と調整の呼び出しがあるでしょう。この仕事の多くは合理的にどちらかのサブコミテ
ィの領域に当てはまることになるでしょう。
私たちが提供できるもの
文献：

施設が施設自体で承認された NA の文献を入所者に提供できない場合、H&I サブコミ

ティはそれをするべきである。これは定期的な H&I ミーティング/プレゼンテーションがない施
設の中では特に重要です。もし、NA 文献の要求があったら、その要求に応えるために ASC に
転送するべきです。
テープ：

WSO によって販売のために承認されているテープのみを H＆I 会議/プレゼンテー

ションで使用してください。最新の WSO の注文フォームは、レビューおよび承認プロセスを
通過したテープを一覧表示します。
定期刊行物：

リーチングアウトと NA WAY は収容者が利用するために施設の中へ持ってい

くことが出来る。しかしそれらは会議で承認されたものではないので、それらをミーティング・
プレゼンテーションの中で使うべきではない。
コーディネーター：

パネルシステムが存在しない場合には H&I サービスサブコミティは施

設でのミーティングのコーディネーターと繋がるべきです。彼ら/彼女ら自身と H&I ミーティン
グにて個人的な NA メンバーとして『スポンサー』を受けるべきではない。施設で行われる H&I
サービス体と繋がっていないミーティングは、H&I ミーティング/プレゼンテーションではあり
ません。施設はしばしば,外部から接触してくる NA メンバーを『スポンサー』という言い方を
します。私たちは個人的なスポンサーとの混乱を防ぐためにコーディネーターという言い方を
使っています。
私たちが提供できないもの
送迎等
H&I サブコミティは病院・刑務所の対象者を外部の NA ミーティングへ送迎する事を提供しま
せん。H&I サブコミティとフェローシップによる送迎等で責任問題を引き起こす可能性があり
ます。例えば、事故、逃走、不正な事件など。
文通・刑務所への手紙
これは H&I サブコミティの機能ではありません。
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予算と文献の供給
予算案をエリアサービスコミティ（以下 ASC）に提出し準備する必要があります。予算はあ
なたの地域の必要性により年単位、四半期または月単位で準備することが出来ます。H&I 委員
長は ASC の報告書にて文献や管理費の毎月の詳細を報告すべきです。
あなた達の H&I の予算を準備するときが来た場合、それはあなた達のサブコミティとしての
必要性をよく知っているメンバーからの意見を得ることが重要です。例えば、過去の H&I 委員
長やエリアやリージョンの会計などです。それはあなた達の今後の経費を予測することを助け
るのに過去の予算の棚卸しの記録を参考にすることが重要なのです。これは予算としてなにが
必要か否かを判断するのに役立ちます。
H&I サ ブ コ ミ テ ィ は エ リ ア よ り 文 献 を 受 け 取 る べ き で 文 献 の た め の 費 用 を 受 け 取 る べ
き で は な い 。管理費は後に領収書を提示するということで、予算項目のためにサブコミティに
て前払いされるか、H&I サブコミティで領収書を提示することで支出予算として払い戻される。
予算は完璧ではなく、時に予算額を超えて経費が必要になる場合があります。このような費用
は ASC によって承認されるべきです。
新しいエリアは効果的にメッセージを伝えるための必要な文献の数量のための予算の準備を
非常にゆっくりと進めなければなりません。毎月少量の文献の配給でも十分です。エリア H&I
サブコミティとして、もっと文献が必要で、もっと H&I ミーティングの持つパネル活動を絶え
ず行うためのポイントを拡大するにつれて、エリアは予算の増加を受け入れるよう採決するこ
とが出来ます。そこで文献は必要なので、それはゆっくりと継続して満たされることは、もは
や大量の文献を無計画な慣行で使い残し持つよりも賢明でしょう。あなた達が予算を準備する
ときによく考えたほうが良いと思われるいくつかの基本的な側面があります。
1. 文献（ページ１２７と１２８の付録 B、文献支出額と追跡フォームを見て下さい）あなた達
が毎月に必要な文献を過去の経験から査定できます。これについては、どんな状態でも対処
できるように月平均よりも少し多めに計画することをお勧めします。
2. 外部のミーティング行くことを許可されたそれらの施設への文献の支払いを再評価する、さ
らに、私たちは私たちが施設に入れている文献の種類を合理化する必要があります。可能で
あれば、刑務所の図書室などのいずれかにて約５０名の入所者の誰もがベーシックテキスト
を使用することを可能にしましょう。
3. 病院、トリートメントセンター、そして刑務所へ、それらの入所者が使用するための NA の
文献を購入するために予算や資金を使うように促すべきです。
4. 管理費は、必要であれば H&I サブコミティ会議のための会場費、郵便料金、他のコミティ
または、他の領域のサービスからのプロジェクト報告書、ガイドラインや規律などの配布用
のコピー代、等が含まれるでしょう。
もちろん、このリストに含まれない経費をあなたは見つけることでしょう。また、あなた達
の H&I サブコミティで適用されないものをここで参照することが出来ます。堅実な計画や常識
はあなた達が予算を計画するのに最高のガイドとなることを覚えておいて下さい。
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それはあなた達の H&I サブコミティにて承認された後に、予算が採用されるために ASC ま
たは RSC に提示する必要があります。私たちは他のサブコミティが実行するための予算を持つ
ことも可能にするために協力するべきです。私たちの目的の一体性を思い出して下さい。私た
ちは他のサブコミティと競い合うのではなく、むしろ各サブコミティは、まだ苦しんでいるア
ディクトの回復が可能になるようにという、同じ目的で手を差し伸べる方法を持っています。
付録 B にあるフォームは、いくつかの施設への文献の過剰供給を避け、予算の効果的な計画
ができ、全ての H&I サブコミティが文献の供給先を追跡、確認することができます。IP の計上
や内容は特に H&I ミーティングで使用するためにぴったりであるとして、WSC H&I コミティ
によって提案されています。
H&I に つ い て の Q&A
WSC H&I コミティは、個人、エリア、そしてリージョンより H&I の役割について多くの質
問を受け取ります。この「Q＆A」では、より一般的な質問のいくつかを、委員会が回答したも
のを紹介します。
Q.

入所者が釈放・退院後も、施設内の H&I ミーティングに出席する許可を与えられるよう求

める施設がある。最近出所・退院した施設外のメンバーに対して施設内ミーティングに引き続

き参加してほしいと私たちが求めても応じてもらえないとき、H&I サブコミティはどう対処し

たらよいか？
A.

多くの場合、こういうことは問題にならない。H&I パネルの役割は施設に収容されている

アディクト達にメッセージを運ぶこと。他のメンバーがミーティングへの参加を自由に求めら

れないのと同様に、これらのメンバーにも H&I ミーティングへの参加を求めるべきではない。

参加は彼らが実際にそう出来るようになってからで構いません。また、自分が出所・退院した

施設の H&I パネルに参加するメンバーがいるときには、私たちの役割は回復のためのメッセー

ジを届けることであり、その施設やそこでのプログラムに評論を加えることではないというこ
とを、そのメンバーにはっきりと伝えておくのがよい。
Q.

私たちのエリアには、定期的にメッセージに来てもらえるよう求める施設が数多くあり、

追いつくことが出来ない。どの施設にまずメッセージを運ぶかをサブコミティはどのように決
定すべきか？
A.

まず考慮すべきなのは、施設の規則にて収容者が施設外のミーティングに対してどの程度

制限されているか？ ということだ。通常の NA ミーティングに完全に出席可能なアディクトに
は、通常、H&I のサービスは必要ない。施設外のミーティングへの参加が完全に制限されてい
るならば、その施設でのサービスを優先するのがよい。もう１つ考慮するべきなのは、どのく

らいの期間、その施設があなた達のサブコミティの H&I ミーティングを待っているか？ という

ことだ。この２つのことやその他の事情についてしっかりと考えた上で、施設の選択はそれぞ

れの H&I サブコミティに任される。ただし、今から H＆I ミーティングを始めるという約束をす
るのは、その約束に対して責任が取れるようになってからでなければなりません。
Q.

私たちのエリアでは、収容者の一部または大半が薬物治療を受けている施設にて H&I ミー

ティングを開いている。これらの施設は NA メッセージを運ぶのに適切か？ またもし適切なら
ば、薬物からクリーンになる前にも、収容者は H&I ミーティングで分かち合いをすることがで
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きるか？
A.

適切です。薬物治療中の収容者の分かち合いについては、関連する問題も合わせてこのハ

Q.

ミーティングに強制的に出席するよう命じている施設があり、問題となっている。どう対

A.

H&I のサービスで回復のためのメッセージを運ぶ施設の種類は多様であり、その目的や方

ンドブックの 27 ページに詳しく書かれています。

処すべきか？

法論も様々だ。私たちはそれぞれのやり方の是非に対して意見を持ちません。したがって、規

則や方針として収容者に H&I ミーティングへの参加を命ずる施設があっても、私たちは意義を

唱えません。一方で、ミーティングを絶えず混乱・中断させる参加者がいて、はっきりと問題
が生じているときには、その件については施設側と相談するのがよいでしょう。ミーティング
中に混乱や問題が生じた時には、思いやりのある、かつ断固とした態度で対処して下さい。ミ
ーティング中は規則に従うよう求め、ミーティング後または個人的に話しをして下さい。この
方法で多くの問題がエスカレートする前に事態を静めることができます。しかしそれでも問題
が続くようならば、施設の職員と話し合うべきです。
Q.

A.

エリアのローカルのミーティングの一覧表に H&I ミーティングも載せるべきか？

その必要はありません。H&I ミーティングへの参加は H&I サブコミティを通じて調整され

るからです。H&I サブコミティとの連絡方法などの情報を、エリアのミーティング一覧表に載
せることは構いません。
Q.

H＆I ミーティングの開始を個人的に約束し引き受けてしまう人たちがいます。H&I サブコ

ミティでは、今後どうなってしまうかを心配しています。過去にその施設で問題が起こり、ミ
ーティングが無くなってしまったとき、施設側が全く関わってくれなかったからだ。
A.

そのエリアの H&I サブコミティが直接関わっていない施設での NA ミーティングは H&I

ミーティングではありません。そのようなミーティングについては通常、エリアやリージョン
のサービスコミティが責任を負います。しかし、新たにミーティングと関係する人たちの苦労
を考えると、最初から存在と取り扱いに十分に慎重を要する問題であり、そのような存在があ
るエリアではしっかりと話し合うべき、かつ彼らに配慮して対処するべきです。
Q.

私たちの H&I サブコミティでは、スポンサー候補者のリストを用意し提出するよう施設か

ら求められています。そうすれば、釈放・退院後に先立ちスムーズに収容者に対してスポンサ
ーをあてがうことが出来るということだそうです。また、収容者をローカルのミーティング会
場に連れていくようにも要求されます。そんな施設からの要求に応じた方がよいか？応じない
方がよいか？
A.

これらのことに H&I サブコミティは関与してはいけません。スポンサーシップはその人個

人の回復と関わることであり、それぞれのメンバーが自分自身で良いスポンサーになってくれ
そうな人を選ぶのが良いでしょう。
Q.

施設の規則に違反している内容について分かち合われるのをミーティング中に聞いたら、

どんなものであっても報告するようにと H&I メンバーに求める施設がある。どう対処すべき
か？
A.

私たちの第一の目的と矛盾するやり方での関わり合いを施設側が私たちに要求してくると

1.

NA の原理について施設の理事会や職員に理解を求め、そのような協定を結ばなくてもよい

2.

もしそれが不可能ならば、施設にはっきりと伝える。私たちはそのような責任を引き受け

いう状況が時折見られる。施設がこの種の要求をしたときには、以下の選択肢がある。
ようにする。その際、なぜそのようなことができないのかを正確に伝える。

ることは出来ない。必要ならばミーティングに職員を同席させて下さい。と。
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3.

Q.
A.

それでも問題が解決しないならば、その施設でミーティングを開くことはできない。

ミーティング中に薬物の手渡しが行われていたら、どうすればよいか？

ミーティングの始めに、以下の文章を読んで聞かせるのがよいでしょう。

「このミーティングには、一切の薬物および薬物用具の持ち込みを禁止します。そのことを守
っていただけなければ、ミーティングを中止することがあります」

もし、薬物の手渡しが行われていたら、ただちに荷物をまとめてミーティング会場を立ち去る

べきです。その際、施設の職員には、今日のミーティングは終了であるということ、次回のミ

ーティングに、又来るということを伝えるだけでよい。（収容者の違反行為を報告するように施
設側が求めてきたときの対処法については、直前の質問を参照して下さい。）
Q.

ミーティングの構成を変更するよう、ある施設が求めてきている。それに伴い、ミーティ

ング始めの通常の読み合わせの一部を省略し、ミーティングの終わりに NA とは無関係な文章

の読み合わせをして欲しいと、収容者も希望している。どうしたらよいか？
A.

H&I ミーティングの構成を決定し責任を負うのは、施設や収容者ではなく、H&I サブコミ

ティです。私たちが行うのは NA ミーティングであり、私たちが伝えるのは NA メッセージで

あるということを、肝に命じておかなければなりません。施設からのこのような要求に対して

は、上記の選択肢１および３を参照して下さい。
Q.

未成年者を収容する施設で H&I ミーティングを行う際には、いつもとは違う手続きが必要

A.

そのような施設内ではその施設の方針に配慮して行動しなければならないし、法律や条例

か？

への配慮も忘れてはならない。それらの制約に対して、私たちはどうすることも出来ない。よ

って H&I ミーティングを開始する前には、必ずその施設の規則について知っておかなければな
らないし、思春期の収容者がいる施設と関わるときには、その施設の職員がミーティングに同

席することが望ましい。NA メンバーの保護のためである。また、収容者が施設の規則を守って

いるかどうかに気を配ることは私たちの責任ではありません。私たちが施設を訪問するのは、
NA の 12 の伝統の枠組みの中で、回復のメッセージを運ぶためだけなのです。

Q.
A.

ミーティング中に施設の職員が同席する必要はあるか？

職員が同席しないよう施設に求める場合もあるし、同席するよう求める場合もある。それ

ぞれの状況によって対応は異なります。しかし職員が同席するか否かは、最終的には施設の判
断に委ねられる。
Q.
A.

回復のキーチェーンやキーチップは施設の中へ持っていくべきですか？

いいえ。持ち込むべきではありません。施設内になんらかの物品を持ち込む際の規則は国

家レベルや地域レベルで多数存在し様々です。そのために色々なものを持ち込もうとすれば、
私たちも混乱し精神的に疲れ果ててしまうでしょう。より重要なことは（持ち込む許可を得よ

うとして）収容者のクリーンタイムなどを不必要に明らかにすることによって、彼らのアノニ
ミティ（無名であることの根本）が損なわれてしまう可能性があるということです。
Q.
A.

矯正施設内のミーティングは、投獄・監禁されているメンバーが主宰してもよいか？

病院でも刑務所でも適切なことではありません。ミーティングの責任者は、施設外のサブ

コミティ会議に参加できるものでなければならないからです。
（H&I サブコミティが毎週ミーテ
ィングを行うことができない長期収容型の刑務所においては、援助のために外部の連絡係（コ

ーディネーター）をおいてもよい。H&I メンバーが参加するミーティングだけが H&I ミーティ

ングであるということを、絶対に忘れてはならないということをしっかり覚えておいて下さい）
Q.

施設の方針に従うと、私たちの伝統に反してしまうことがある。こういうとき、私たちに

何が出来るか？
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A.

私たちの伝統についてや NA の本質や本来の機能について、施設側が理解してくれないこ

とによって問題が生じることがある。しかし大抵の場合、うまく対処して解決することができ
ます。このハンドブックの中で、施設との最初のコンタクトの取り方、関係の保ち方について

書かれている箇所をよく読んでみてほしい。忘れてはならないのは、施設が私たちの伝統に「違
反する」ことはあり得ないということだ。伝統は施設のものではないからである。伝統を維持
していく責任、伝統を危うくする事態に陥ることを避ける責任は、施設ではなく、私たちだけ
にあるのです。
Q.

長期収容型の矯正施設でミーティングを開いている。そこでミーティングに参加する収容

A.

長期収容型の施設では、H&I ミーティングが収容中のアディクトにとっては NA によって

者たちは、GSR を含む役員を選出することを望んでいる。どう対応するべきか？

回復していく唯一の場だということもありうる。このため、収容中のアディクトには十分な回
復の機会が与えられなければならないし、そのためには仲間へのサービスと関わることも必要

となる。ただし、彼らと共有しておかなければならないことがある。それは、H&I ミーティン

グは通常のローカルミーティングとは別のものであり、そこで GSR を選出したり、エリアのサ
ービスと関わったりすることはできないということ。また彼らが出席しているミーティングは,
H&I サブコミティが行っているミーティングだということです。役員の選出は、施設内ででき
る役職に限られるのがよい。それには、セクレタリー、司会、コーヒー係、文献係（施設内の
文献の冊数を把握しておき、必要な時にはコミティの代表者に知らせる係）がある。
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治療施設
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治療施設での H&I
はじめに

この項目を読む前に、“全般的なお知らせ”に必ず目を通すこと。Ｈ＆Ｉ活動で基本的に
重要なことはほとんどそちらに書かれている。この項目は、治療施設という環境のなか
でＨ＆Ｉを行う際にその基本を応用できるよう、内容をさらに膨らませたものである。
ここでは「治療」と表現しているが、要するにアディクトがクリーンに生き、そして
／あるいは、社会のなかで責任が持てる有意義な一員になれるよう援助することを目指
すあらゆる施設を想定している。具体的には、短期治療施設、長期治療施設、治療共同
体（セラピューティックコミュニティ）、リハビリセンター、リカバリーハウス、ハー
フウェイハウス、スリークォーターハウス、解毒治療センター、精神科病棟などが挙げ
られる。
この項目では、目的、施設との関係、施設に初めてコンタクトを取りプレゼンテーシ
ョンを行うことについて、そしてＨ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションの構成など
について取り上げている。Ｈ＆Ｉミーティングの構成の項では、形式（フォーマット）
の選定、サンプルフォーマット、施設のタイプによって特に配慮する必要がある点、な
どを取り上げた。「すべきこと」と「してはいけないこと」もリストにしてある。
自分たちはある特定の施設としかかかわっていないから、あまり関係がないと思うか
もしれないが、この項目について最初から最後までしっかりと読んでもらえれば、現在
行っているＨ＆Ｉサービスの活動を続けるにあたり、必ず役立つはずだ。

目

的

Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションを開く目的は、ナルコティクス アノニマ
スのレギュラーミーティングに自由に参加することができないアディクトにメッセー
ジを運ぶことである。Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションはまた、ナルコティク
ス アノニマスのプログラムによる回復を参加者に紹介することも目指している（ただ
し、長期施設の入所者の場合を除く）。
Ｈ＆Ｉサブコミティがその独自の目的を具体的にするために行う重要な作業は、優先
順位を決めることである。ふつう最優先すべき施設は、アディクトに対して、施設の外
で通常行われているＮＡミーティング参加のための外出許可を与えていない入所施設
である。治療施設のなかにもこの分類に入るところがある。施設の外で通常行われてい
るＮＡのレギュラーミーティングへの参加を制限付きながらも許可している施設は、優
先順位では下位の方に置く。
優先順位に関する判断は、きっぱりと断定しかねる場合がある。特に、制限があるも
のの、入所者にレギュラーミーティングへの参加を許可している施設の場合だ。優先順
位が低いからといって、その施設に入所しているアディクトにナルコティクス アノニ
マスのことを伝えなかった場合、ＮＡのことを利用者に伝えるのは、施設まかせになる
か、あるいは、だれも伝えないままになる。入所者には、ＮＡに詳しい仲間からＮＡの
ことを学んでもらうことが極めて重要だ。Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションに
は普通、質疑応答の時間が取ってあるため、入所者はそこでナルコティクス アノニマ
スについての疑問や不安をＮＡのメンバーに直接訊ねてみることができる。
優先順位に関する判断がさらに難しくなる場合がある。たとえば、ある施設を終了し
たばかりの仲間は、“自分が入っていた”施設にこだわることがあるからだ。したがって、
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優先順位は、そういう意向からではなく、客観的な判断によって決める必要がある。
私たちの手持ちの札はそれほど多いわけではなく、どのサブコミティであれ、あらゆ
るニーズに能率よく応えられるわけではない。したがってミーティングは量より質に重
きを置く。私たちが過剰に責任を背負い込むと、第一の目的をうまく果たすことができ
なくなる。

施設との関係

施設のスタッフにコンタクトを取ったら、最初から明確にしておくべきことがある。そ
れは、私たちは、ナルコティクス アノニマスのプログラムを利用してアディクション
から回復すること以外、施設のやり方や問題点などについて、意見を一切持たないのだ
ということだ。
ナルコティクス アノニマスやＮＡのＨ＆Ｉのサービス活動と、私たちがこれからサ
ービスを行う施設との境界線については、はっきりと区別しなければならない。それは
どの施設にもいえることである。その境界線のことが、施設にも、入所者にも、Ｈ＆Ｉ
の活動をするメンバーにも、確実に理解されているかどうかを確認する。入所者は治療
センターやほかのグループから出席を命じられているかもしれないが、ＮＡの原理は、
彼らが教えられていることとはまったく異なることが多く、ときには対立することさえ
ある。そのために、彼らが混乱することがある。はっきり理解してもらうためには、ミ
ーティングの最中に伝えることが効果的である。Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーシ
ョンの最初に、私たちはＮＡ文献の表現が示すとおりに話をしていることを、ついでに
ＮＡ文献のことも説明しながら、ステップ１と伝統６に書かれたことを引用して説明す
るとよいだろう。
Ｈ＆Ｉのサービスを行うメンバーが伝統からはずれずに活動をするとき、私たちにで
きることはかなり限定されるのだということを認識する必要がある。ＮＡはどんな治療
方式についても、承認も否定もしない。もし、Ｈ＆Ｉの活動に加わっているメンバーの
なかにそのことをきちんと理解していない仲間がいたら、前もってその仲間に直接伝え
て理解を深めてもらうべきである。また、Ｈ＆Ｉサービスに積極的なメンバーには、学
習会（67 ページ以降を参照のこと）やＨ＆Ｉサブコミティミーティングに参加しても
らい、そこで知らせるようにする。また、Ｈ＆Ｉの活動をしているメンバー全員に、こ
のハンドブックやローカルガイドライン、また、相手側の施設の規則や方針のなかで、
私たちにとって必要な部分をしっかり読んで把握してもらう。
現在、活動をしているＨ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションが、ＮＡと施設との
関係についてきちんとした理解のないまま行われていたら、理解を深めるためにつぎの
ようなことをしてみたらどうだろうか（その前に、このハンドブックの“全般的なお知
らせ”の部分をしっかりと目を通したか、もう一度確かめてみること）。
１．
このハンドブックをよく読んで理解する。
２．
もし施設側にこの件に関する担当者がいなかったら、ぜひとも決めてもらう。
３．
その担当者と会う約束を取り付ける。
４．
施設側で、Ｈ＆Ｉサブコミティと話し合いたい、あるいは私たちに伝えたい
と思っていることがあるかどうかを訊ねてみる。先方から出された質問に答えられ
なかったら、ためらうことなく、その答の準備がまだできていないことを認め、そ
の質問についてサブコミティで話し合い、後日、その結果を報告する旨をきちんと
伝える。
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５．
Ｈ＆Ｉメンバーの側で、施設との間で明確にしておきたい問題や疑問があっ
たら、それを訊ねてみる。その際、心を開いて耳を傾ける。最初は問題のように思
えても、意志の疎通を図ることで解決することがよくある。
６．
施設側の担当者、運営陣、あるいはＨ＆Ｉパネルコーディネーターに変更が
あった場合には、その都度、施設との関係をあらためて築き上げる必要がある。
ときには施設側から、ＮＡの第一の目的の範ちゅうにはないことに手を貸して欲しいと
頼まれることがある。しかもそのことに気づくのが、初回のプレゼンテーションを行っ
ているときや、従来の方針に変更があったときの場合が多い。私たちは入所者に対して
ＮＡの回復のメッセージを運びたいのだが、伝統についての話もできない。だが伝統を
守っていかないと、私たちが回復した原理は色あせたものになる。私たちはスタッフの
トレーニングに参加しないし、入所者に向けてアディクションの医学的な見解やさまざ
まな薬物の作用についての講演も行わない。入所者の態度を監視し、それを報告するこ
ともしない。その責任は施設のスタッフにある。それでも施設の側が私たちにそれを望
み、問題が解決しないのなら、その施設でミーティング／プレゼンテーションを行うこ
とはできない。だが中止にしたとしても、状況が変わる場合があるので、コンタクトは
取り続けるようにする。施設との納得のいく関係を結ぶ鍵は、Ｈ＆Ｉの活動に 12 のス
テップと 12 の伝統を生かす知恵を十分備えていることと、意志の疎通をうまくはかる
ことである。
H&I ミ ー テ ィ ン グ ／ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 始 め る に は

Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションは、エリアのＨ＆Ｉサブコミティが、PI
（PI がある場合）と活動を調整しながら取り掛かるべきである（さらに詳しい情報に
ついては、当ハンドブック、2 ページの“全般的なお知らせ”を参照のこと）。
場合によっては施設側からＨ＆Ｉサブコミティに対して、施設内でＨ＆Ｉミーティン
グ／プレゼンテーションを開いて欲しいと要請してくることがある。連絡を受けたら、
会う日程を決める。現時点ではまだミーティング／プレゼンテーションをやっていくの
は難しいようであれば、会ったときに、求められたサービスに応じられない旨を説明し、
これからも連絡を取り合っていきたいことを伝える。施設に WSO が出しているものの
カタログを渡し、
『The NA Way』、
『Reaching Out』、WSO 承認の販売テープなどや、
ＮＡの文献類も注文できることを知らせる。
Ｈ＆Ｉサブコミティの側から施設に連絡を取り、ミーティング／プレゼンテーション
を開かせて欲しいとアプローチする場合もある。その際は、電話や、印刷してある定型
化した書簡を使って連絡を取る。いずれにしても、これはＨ＆Ｉというチームで取り掛
かるべき活動であることを忘れないように。個人プレイに走らないこと。
１．
電話で施設に連絡を取るのは、必ず、Ｈ＆Ｉサブコミティから指名を受けた、
一人のメンバーだけが行うようにする。こうして、施設との連絡網を築いていく。
２．
書簡の場合は、ＮＡのレターヘッドがついた便箋を使い、ビジネスレターの
書式で内容をタイプしたものを送る。コピーを取って、エリアのＨ＆Ｉサブコミテ
ィファイルに保存しておく。
３．
手紙を出したら、引き続いて電話をかける。
Ｈ＆Ｉサブコミティの側から施設にコンタクトを取るのは、Ｈ＆Ｉミーティング／プレ
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ゼンテーションを行える態勢がこちら側で整っている場合である（それが無理なときに
はまだ連絡を入れない）。施設の担当者と連絡が取れたら、会う約束を取り付ける。こ
の時点ではまだミーティング／プレゼンテーションを開くことが決まっていなくても、
施設の担当者は押さえておくようにする。
会う約束ができたら、時間に遅れずに訪問する。今回の場合は、ＰＩとＨ＆Ｉサブコ
ミティメンバーとの合同参加かもしれない。施設訪問にふさわしい服装で、礼儀をわき
まえること。相手から見たら、あなたがＮＡ代表であることを忘れないように。パンフ
やＮＡ出版物、地元のミーティングリストなども持参し、12 のステップ、12 の伝統、
ＮＡハンドブック、ローカルガイドラインなどについて話をする。
Ｈ＆Ｉミーティングとはどういうものであって、どういうことはしていないかを説明
し、ＮＡが提供していることを伝えていく。つまり、ナルコティクス アノニマスの 12
のステップと 12 の伝統を通して、アディクションという病気から回復するためのメッ
セージを運ぶことにより、施設の仲間に、入所中も退所後も、生き方の質を高めるチャ
ンスを提供するのだということである。ＮＡは慈善団体ではない。また私たちはアマチ
ュアのソーシャルワーカーでも福祉のケースワーカーでもない。スタッフや入所者の相
談に乗ったり、彼らを教育したりすることはしない。私たちは、仕事、住まい、金銭等
を提供していない。さらに、司法当局へ前歴や身元の証明書なども提出していない。私
たちが提供すべきものは唯一、アディクトがアディクションから回復するためのメッセ
ージだけである。
ナルコティクス アノニマスが施設側から求められていることは、施設の規則やしき
たり（服装規定、施設内で守るべきこととやってはいけないこと、クリーン期間の条件
等）を私たちが尊重することだ。可能であれば、施設が求める条件の詳細を文書にした
ものを送ってもらう(P.120、巻末付録 B のフォームを参照のこと)。身元保証状や“サ
ンシャインレター”が必要な場合、WSO のＨ＆Ｉコーディネーターに問い合わせても
らえればお送りしている。
ミーティング／プレゼンテーションフォーマット（進め方）
さまざまなタイプの施設が数多くあり、それぞれの施設の規則やしきたりは広範囲に
及んでいる。そこで、ミーティング／プレゼンテーションのフォーマットを選ぶにあた
って参考になるよう、一般的なガイドラインと概要を示してみた。それに基づいて、自
分たちのフォーマットを作り上げて欲しい。一つだけ、どのＨ＆Ｉミーティングにも共
通している点は、クローズドだということである。ただし、パネルのリーダーかＨ＆Ｉ
サブコミティが特別に招待した人は別である。
フォーマットを選ぶにあたり、最初に考慮すべき点は「各グループの目的はただ一つ、
まだ苦しんでいるアディクトにメッセージを運ぶことである」という伝統５である。し
たがって、ＮＡの回復のメッセージが間違いなく運ばれるフォーマットにしなければな
らない。Ｈ＆Ｉの設定では、参加者の誰もが自由に分かち合えるような形式のミーティ
ングは行っていない。自由に分かち合ってもらうと、Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテ
ーションにはふさわしくない雰囲気に陥る傾向が見られるからだ。最もふさわしいフォ
ーマットは、施設外のメンバーがＮＡの回復のメッセージをしっかりと伝えられるもの
だ。それに合う方式は、スピーカープレゼンテーション、パネルプレゼンテーション、
Q&A、文献ディスカッション、あるいはテーマディスカッションなどだろう。ミーテ
ィング／プレゼンテーションは１時間に制限すべきである。
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ＮＡのＨ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションの一般的なフォーマットを次に挙げ
てみた。もちろん、各地の習慣や必要性に応じて修正して構わない。何らかの方向性を
求めているメンバーに参考にしてもらえればと掲載したものだ。忘れてならないことは、
回復の雰囲気を保つのは、私たちの責任だということだ。
a. 自己紹介をし、ミーティングに参加してくれた全員を歓迎する。
b. 黙想し、次に平安の祈りを唱える。
c. ミーティング／プレゼンテーション参加者全員にファーストネームを言ってもら
う。
d. 手短に、これは病院施設内で私たちが行うミーティング／プレゼンテーションであ
ることを伝える。つまり、入所者は、外部で行われているＮＡのレギュラーミーテ
ィングに参加することが制限されているため、エリアサービスのＨ＆Ｉサブコミテ
ィがこのような特別ミーティングを施設内に持ち込んでいるのだということを伝
える。
e. 次に、入所者にコンファレンス承認の出版物の中から一部を読んでもらう。「アデ
ィクトとは？」、「ナルコティクス アノニマスのプログラムとは？」、「どのように
効果があるのか？」、「なぜ、私たちはここにいるのか？」がよく使われる。ほかの
パンフからの引用でも構わない。
f. 選んだフォーマットにもよるが、次は、「スピーカーが話し終わったあと、質問を
受ける時間を設けてあります。スピーカーが話している間は、質問や発言はできま
せん。質問は、スピーカー全員が終了してからお願いします」と伝える。

独自のフォーマット

ミーティングのやり方としてはいろいろな方法がたくさんあるが、どのようなやり方を
選ぶにせよ、大事なことはＨ＆Ｉのパネルがミーティング／プレゼンテーションの主導
権を持つことである。極端に「何でもあり」のミーティング形式にした場合、ミーティ
ングが途中で収拾がつかなくなることがよくあるからだ。

スピーカープレゼンテーション

（長期施設にも短期施設にも適している）

スピーカーミーティングでは、1 人から数人のＮＡメンバーが経験と力と希望を分かち
合う。それによって、この病気の基本的な症状や特徴や、どうやってＮＡから回復がも
たらされたのかが伝わる。起こったことを、ただダラダラと話していても、聴き手の心
にはほとんど届かない。その時の気持ち、セルフイメージ（自己評価）、ターニングポ
イント、新たな気づきなどを分かち合うことにより、深みのある回復のメッセージが運
ばれる。さらに、この病気は進行性で、治癒することはなく、死に至るものであるとい
う事実も伝える。
（f から続く）
g. スピーカーの紹介
h. プレゼンテーションの後に、質問と話し合いの時間を十分に取っておく。
i. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、プレゼンテーション終了後、皆さんの中でメンバーと話したい人がいたら、喜
んで応じたい、など）
j. 好きな祈りを選んで、終了する。
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パネルプレゼンテーション

（長期施設にも短期施設にも適している）

これはスピーカープレゼンテーションに似ている。だが、スピーカープレゼンテーシ
ョンの場合はスピーカー全員が同じテーマで分かち合うが、こちらは各パネルメンバー
がＮＡでの回復に関するテーマを一件ずつ受け持ち、そのことについて分かち合う。各
人の担当テーマを前もって選び、ＮＡでの回復についてさまざまな面での経験や情報が
伝えられるようにする。
（前ページの f から続く）
g. どういう形式でミーティングが進められるかを説明する（パネルメンバーのそれぞ
れが、あるテーマについて、あるいは、それぞれ別のテーマについて分かち合いを
し、その後、質疑応答と話し合いの時間が設けてある、等）
h. パネルのメンバーの紹介は、それぞれがプレゼンテーションを行うときにする（何
分話すかについても前もって話し合っておき、時間調整をうまく図る）。
i.
関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、プレゼンテーション終了後、皆さんの中でパネルメンバーと話したい人がいた
ら、喜んで応じたい、など）
j. プレゼンテーション終了後に質疑応答および話し合いの時間をたっぷり取る。
k. 好きな祈りを選んで終了する。

テーマディスカッション

（長期施設のみに適している）

テーマディスカッションミーティングの場合は、入所者にも分かち合いに参加しても
らう。ただしこれは、全員参加型の、しっかり構成されたディスカッション形式のもの
とは違うやり方である。外部から訪れたメンバー1 名か 2 名がまず分かち合いを行い、
ミーティングの雰囲気や方向性を示す。さらに、経験あるメンバーを別に確保しておき、
ディスカッションの内容がアディクションの回復からそれてしまった場合に備えてお
く。次に、司会者もしくはチェアパーソンが、参加者の中から一人ずつ指名していき、
話をしてもらう。参加者に自発的に分かち合ってもらうことはしない。こうして、ミー
ティングの内容をあくまでも回復を中心にしたものにしていく。
（前々ページの f から続く）
g. テーマを紹介し、回復に視点を置いたスタンスでまず分かち合いを行う。
h. 入所者を何人か指名し、次にパネルのメンバーが話すというパターンを繰り返す。
i. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、ミーティング終了後、皆さんの中でパネルメンバーと話したい人がいたら、喜
んで応じたい、など）。
j. 好きな祈りを選んで終了する。
テーマについては、慎重に選ぶべきである。その際、12 のステップと 12 の伝統を
念頭に置いて選ぶ。私たちがＮＡで回復したことに関連するテーマはいくつでもある。
回復とは関係のないテーマもたくさんある。ここで忘れてならないのは、Ｈ＆Ｉミーテ
ィングの場合、参加しているアディクトは、回復の経験がほとんどないということだ。
したがって、Ｈ＆Ｉミーティングのテーマを選ぶ際には彼らのニーズを優先すべきであ
る。次のリストは完ぺきなものではないが、大方のＨ＆Ｉミーティング／プレゼンテー
ションにふさわしいと思われるテーマを多数挙げてみた。ただし、ここから選ぶべきだ、
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ということではない。ヒントを得てもらえたらと願っている。

テーマについての提案
1.
2.
3.
4.
5.

IP、もしくはベーシックテキストから選ぶ
三本柱（H.O.W＝正直さ、心を開くこと、やる気)
降伏
受け入れること
回復の基本（ベーシックス＝使わないこと、ミーティング、電話、文献、スポンサ
ー、ステップ）
6. Ｈ.Ａ.Ｌ.Ｔ.Ｓ.（度が過ぎるほどの、空腹、怒り、孤独感、疲労、深刻さ、を避け
る）
7. 自分の回復は自分の責任
8. 進行中のアディクションからの解放
9. 比較するより、共感を
10. 宗教ではなくスピリチュアルなプログラム
11. どんなことでもしようという気持ち
12. 治療からＮＡフェローシップへの移行
13. ＮＡの道具
14. 手放す
15. 感情
16. 信じることを学ぶ
17. 昔の遊び仲間、遊び場、遊んだことに見切りをつける
18. 今日だけ生きる
19. 最初の三ステップ
20. 否認
21. 疑い
22. スポンサーシップ

文献ディスカッション

（長期施設にも短期施設にも適している）

文献ディスカッションミーティングの場合、ベーシックテキストや、コンファレンス
承認出版物から選んだ文献の一部の読み合わせを行い、それについて話し合う。参加者
全員に文献を回して順番に読み合わせをすれば、入所者全員に参加してもらえる。ただ
し、その場合、「自分の番になっても、読みたくない時には次の人に回して下さい」と
いうようなコメントをフォーマットに加えておくように。みんながみんな、読んでみた
いと思っているわけではないし、中には人前では読めないという人もいるからだ。
（f から続く）
g. どのような形式でミーティングが進められるかを説明する（今回選んだ文献の読み
合わせを行い、ある程度のところで止めて、分かち合いをし、また読み合わせを始
め、それを繰り返す。あるいはまず最後まで読みあわせをした後で、分かち合いを
する、など）
h. パネルメンバーを紹介
i. コンファレンス承認出版物の中から選んだ文献の読み合わせを始める。入所者を分
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かち合いに加えてもよい。けれども収拾がつかなくなったら、パネルメンバーを分
かち合いに加え、必ず回復にテーマを戻すようにする。
j. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、ミーティング終了後、皆さんの中でパネルメンバーと話したい人がいたら、喜
んで応じたい、など）
k. 好きな祈りを選んで終了する。

質疑応答

質疑応答形式のフォーマットにすれば、入所者が話を聞いて混乱した、あるいは怖く
なったというテーマや疑問を書いてもらえるし、話してもらうことができる。この形式
は、特に未成年者の施設では反応が良いようだ。パネルの司会者が入所者に、気になっ
たテーマや疑問を書いて欲しいと伝え、質問箱に入れてもらう。進め方をきちんと説明
した上で、質問箱から一つずつ質問を取り出して、パネルメンバー1 名か 2 名に答えて
もらう。質問に対して的確に答えることができたら、次の質問に移る。パネルの司会者
は、質問内容やテーマを読む前に、それがミーティング／プレゼンテーションにふさわ
しいものであるかどうかを判断すべきである。ふさわしくなかったら、次の質問に移る。
（f から続く）
g. どのような形式で進んでいくかを説明（入所者に話し合いたいと思うテーマや疑問
を書いてもらって質問箱に入れてもらう。あるいは、入所者に直接質問を出しても
らって、そのことを話し合う）。
h. パネルメンバーの紹介。
i. 質問箱から質問を取り出し、パネルメンバーにその場で答えてもらう。不適切なテ
ーマは読むべきではない。
j. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、ミーティング終了後、皆さんの中でパネルメンバーと話したい人がいたら、喜
んで応じたい、など）
k. 好きな祈りを選んで終了する。

ステップスタディ

（長期施設に適している）

ステップスタディミーティングをＨ＆Ｉで行う場合がある。ベーシックテキスト、
『ナ
ルコティクス アノニマス』、もしくはそれ以外のコンファレンス承認出版物を使ってス
テップを読み、次にそのステップについて話し合う。パネルメンバーにはテーマとなっ
ているステップを実践している仲間が加わるべきである。このようなミーティング／プ
レゼンテーションが成功するのは、入所者の中に、かつてナルコティクス アノニマス
の回復のプログラムにつながったことがあるという仲間がいる長期収容施設などの場
合である。この形式だと、施設の入所者にも参加してもらうことができる。
（f から続く）
g. どのような形式で進んでいくかを説明（今回選んだステップを読んで、途中でスト
ップし、そこまでの内容について分かち合い、次にまた読み始める。あるいは全部
読んでから分かち合いを始める、など）
h. パネルメンバーの紹介
i. コンファレンス承認出版物から今回のステップのところを読み始める。入所者も分
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かち合いに加わってもらって差し支えないが、収拾がつかなくなったときは、必ず、
パネルメンバーが分かち合いに加わり、回復に話を戻すようにする。
j. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、ミーティング終了後、皆さんの中でパネルメンバーと話したい人がいたら、喜
んで応じたい、など）
k. 好きな祈りを選んで終了する。

H&I ミーティング／プレゼンテーションを行うにあたってのヒント

どのようなやり方を取ろうとも、ミーティング終了の前には質疑応答の時間を必ず入
れるようにする。質問に答える際、忘れてならないことは、ＮＡは外部の問題には意見
を持たないということである。入所者から、ＮＡ以外のことについて意見を求められる
ことがよくある。たとえば「私はここで治療を続けたほうがいいのか？ ほかの 12 ス
テッププログラムや回復のプログラムはどうか？ 医師から出された処方薬を続けて
いてよいものか？」などなどの質問が出される。だが、そのような問題に引きずりこま
れることのないように。ためらわずに「申し訳ないのですが、その問題については経験
がないため、お話できないのです」と答える。たとえ経験があったとしても、伝統 10
からはずれず、その場では意見を言わないことが大切だ。私たちが分かち合うことがで
きるのは、ナルコティクス アノニマスで得た回復の経験と力と希望だということを常
に忘れないようにする。
入所者の質問全部に答えることはできなくても、私たちが質問者に関心を持っている
ことは伝えることができる。そのことの方が、私たちの回答そのものの情報よりも、も
っと深い何かが相手に伝わるだろう。
ミーティング／プレゼンテーションのフォーマットを選ぶ際、考慮に入れるべきこと
は、その施設の利用者の平均入所期間である。期間によっては、毎週、違う形式で行っ
てみてもよいだろう。このやり方は特に長期施設の場合に勧められる。たとえば、1 週
目をスピーカー、2 週目をパネル、3 週目はディスカッションを伴うパネル、そして 4
週目はステップという具合だ。
考慮に入れるべき点でもう一つ重要なのは、入所者が薬物療法を受けているのかどう
かということだ。私たちの経験によれば、薬物療法を受けていた場合、入所者がミーテ
ィングに集中するのは難しい。したがって、入所者に対して薬物療法を行っている施設
の場合は、スピーカーやパネル形式のプレゼンテーションのほうがよい（さらに詳しい
情報については 27 ページを参照のこと）。
ＮＡ側で毎週Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションを施設で開くことが不可能
な場合でも、毎月一回のパネルなら可能ではないだろうか。その際、ＮＡ出版物やミー
ティング案内を持っていって配るとよい。また、施設に対して、入所者用にＮＡ出版物
を購入してもらえるよう話を持っていく。
施設のほうで、“The NA Way”、“リーチングアウト”、WSO で販売を承認したスピーカ
ーテープなどのことを知っているかどうかも、確認しておこう。
施設に足を踏み入れた途端に、昔の態度がつい出てしまうことのないように気をつけ
よう。ＮＡのプログラムはひきつける魅力に基づくものであり、そのひきつける魅力と
は、私たちがここまで変化できたという姿勢の中にあらわれることを忘れないように。
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フォローアップ
A. 施設側の担当者と継続的にコンタクトを取り、いつでも連絡し合えるような関係を
保ち、状況に進展があった場合にはすぐに把握できるようにする。
B. エリアのＨ＆Ｉサブコミティのミーティングで、進行状況や問題について定期的に
報告し、話し合うようにする。
C. ミーティングが、回復という健全な環境の中でうまく運ばれるようになったら、施
設内にいるＮＡメンバーにもミーティングに参加してもらう。
D. 施設を退所するときに備え、ミーティング案内や連絡先の電話番号が必ず入所者の
手元に渡るようにする。
E. 担当者や運営陣に異動があったかどうかを把握し、必要とあればプレゼンテーショ
ンを再度行うようにする。
F. 通信文のコピーはみな、エリアのサブコミティで保管する。
G. 施設内のＮＡメンバーに、“リーチングアウト”や“The ＮＡWay Magazine”に投稿
してみるよう勧める。
H. “リーチングアウト”の最新版が施設に届いているかどうかを確認する。
施設側での方針の変更や、Ｈ＆Ｉサブコミティ側での人材不足など、さまざまな理由で
Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションを一時的に中断する必要が生じることがあ
る。たとえそうなっても、大事なことは、Ｈ＆Ｉサブコミティから施設に、ミーティン
グ案内やふさわしいと思われるＮＡ出版物を送り続けることである。
Ｈ＆Ｉサブコミティ側のメンバーの過失や不始末のためにＨ＆Ｉミーティングが中断
されることがある。そうなった場合は、Ｈ＆Ｉサブコミティのなかで客観的な視点をも
つことができるメンバー数人で調整をはかり、ミーティング／プレゼンテーションが再
開されるよう、ガイドラインに沿って、必要なあらゆる対応を行う。
何といっても私たちが忘れてならないのは、ＮＡに参加することのできないアディクト
にＮＡの回復のメッセージを運ぶことが私たちの第一の目的だということだ。
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さまざまなタイプの治療施設
短期施設
デトックスセンター

解毒治療のためのセンターでＨ＆Ｉの活動を行うときに心に留めておかなければな
らないのは、そこでかかわるアディクトは、回復の第一歩目の段階にいるということだ。
また、サブコミティとしては、自分たちがどういうタイプのデトックスセンターにかか
わろうとしているかも認識しておく必要がある。デトックスセンターのなかには、治療
施設への入所待ちのアディクトを一時的にケアしているところもある。その場合、入所
者がデトックスにいるのはせいぜい２，３週間だろう。また、短期間しか患者を受け入
れていないところもあり、その場合は、3 日から、どんなに長くても７日で退所させて
いる。
解毒治療センターで行うミーティング／プレゼンテーション向けのパネルフォーマ
ットが提案されている。そのなかに、ＮＡについての簡単な話し合いや、質問を受ける
時間も加えたいという思いがあるだろうが、1 時間以上のミーティング／プレゼンテー
ションは設定しないこと。この時期のアディクトは、離脱症状がまだ抜けておらず、気
持ちが散漫で、集中力が続かない場合が多いからだ。
ミーティングのテーマは、この時期のアディクトの身体的、精神的な状態を考えると、
慎重に選ばなければならない。パネルメンバーは、かつての自分のことを話す。そうす
れば、施設にいるアディクトたちは自分も同じだという感覚を持つことができる。ＮＡ
メンバーたちを連れて行くなら、使っていたときのことを、決して美化することなく話
せるかどうかを確認しておこう。“かつてどうであったか”に加え、回復の第一歩を踏み
出したとき、自分に何が起こったのかも是非とも話してみるとよいだろう。テーマの提
案としては、
「否認」、
「ステップ１」、
「今日だけ」、
「私たちは必ず回復する」、あるいは、
「私の初めてのＮＡミーティング」などが挙げられる。“現在どうであるか”について話
してみてもよいが、そのとき忘れてならないのは、この段階にいるアディクトは、ある
程度のクリーン期間を経て現在どうであるかという話には、それほど関心を示さないと
いうことだ。
サブコミティとしては、参加するメンバーにクリーンタイムの条件をつけているだろ
うし、施設にしても、同じような条件を求めているだろう。だとしたら、クリーン期間
がその最低条件のところにあるメンバーを少なくとも 1 名はパネルに加えるようにす
る。新しい仲間は、長期のクリーンタイムがある仲間よりも、比較的新しい仲間のほう
に共感しやすいことが多いからだ。
アディクトの解毒治療にはさまざまな方法があり、なかには、薬物療法を用いている
ところもある。ナルコティクス アノニマスは、解毒治療については意見を持たない。
Ｈ＆Ｉ活動を行っているメンバーにしてみれば、ＮＡとはあらゆる薬物から完ぺきに遠
ざかるプログラムなのだということを伝えたいだろうが、利用者に対して、デトックス
センターが行っている解毒治療を受けるのをやめるように、などと決して言わないこと。
また、Ｈ＆Ｉ活動を行っている施設のやり方や規則にも私たちはかかわらない。

28 日間プログラムの施設

このタイプの施設は解毒中の入所者に対してさまざまな手法を用いているだろう。こ
こでも、ナルコティクス アノニマスは解毒治療について意見を持たないことを忘れて
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はならない。このタイプの施設でもやはり大切なことは、私たちが現在ＮＡメッセージ
を運んでいるアディクトたちは、デトックスと同様に、回復の第一歩目にいるというこ
とだ。したがって、Ｈ＆Ｉサブコミティは、この前項（“デトックスセンター”）に書かれ
たことも追加情報として読んでおく必要がある。
ミーティングの形式を毎週変えるようにすれば、利用者は 28 日間の入所中に 4 種類
の形式のものに触れることができる。ぜひ勧めたい形式としては、スピーカーミーティ
ング、テーマディスカッション、Q&A 形式、そして文献／ベーシックテキストディス
カッションだ。テーマとしては、「ステップ１，２，３」、「スポンサーシップ」、「私た
ちは必ず回復する」、「今日だけ」などが挙げられる。
施設のなかには、入所者の治療期間中に外部のＮＡのレギュラーミーティングへの参
加を促しているところがある。その場合Ｈ＆Ｉのパネルは、ＮＡミーティングでよく使
われている言い回しや、ミーティング形式などに触れながら、普通のミーティングのこ
とも知らせていくとよいだろう。またミーティング案内も渡すとよい。
通所施設

Ｈ＆Ｉコミティが、外部で行われているＮＡのレギュラーミーティングに問題なく通
えるアディクトにまでメッセージを運んでいると、ただでさえ限られた人数で行ってい
るＨ＆Ｉの人的資源が不必要に浪費されることになる。通所施設という環境のなかにい
るアディクトは、ＮＡのレギュラーミーティングに問題なく参加できる場合がほとんど
である。そうであれば、その通所施設でＨ＆Ｉミーティングを行おうというのは、適切
な判断とはいえない。Ｈ＆Ｉサブコミティは、そういう通所施設向けに作成したミーテ
ィング案内や、ＮＡ出版物の注文用紙を渡すとよいだろう。なお、PI の方にプレゼン
テーションを行って欲しいと要請してもよい。

長期施設
リカバリーハウスおよび治療共同体（セラピューティックコミュニティ）

利用者を 28 日間以上入所させているリカバリーハウスや治療共同体（セラピューテ
ィックコミュニティ）などは長期施設と考えられる。エリアやリージョンが行うＨ＆Ｉ
サービスとしては、実にさまざまな方法が取られている。
長期施設でＨ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションを成功させているところは、ど
こもパネルシステムを利用している。ＮＡミーティングは「治療グループ」ではないの
だが、長期施設にいる入所者は、ＮＡミーティングに参加していても、いつもと同じよ
うに治療グループのやり方をしてしまうことがよくある。したがってパネルメンバーは、
そうならないようにしっかりと準備を行い、Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーション
にふさわしい雰囲気をつねに保つ必要がある。
このパネルシステムのフォーマットとしては、スピーカープレゼンテーション、パネ
ルプレゼンテーション、テーマディスカッション、ステップスタディ、文献ディスカッ
ションなどがある。このような形式で行えば、パネルメンバーが分かち合った各々の経
験と力と希望から、入所者にアディクションという病気からの回復という概念をつかん
でもらうことができる。パネルコーディネーターが忘れてならないことは、入所者たち
はいずれは退所し、社会に戻るということだ。そのことを踏まえた上で、パネルコーデ
ィネーター（パネルの取りまとめ役）はミーティング／プレゼンテーションの調整を図
り、入所者が施設退所後にナルコティクス アノニマスのプログラムを通して回復を体
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験するチャンスを手にしてもらえるようにする。
Ｈ＆Ｉのパネルメンバーは入所者に、ＮＡミーティングでよく使われている言い回し
のことを伝えておくとよい。そうすれば、彼らがナルコティクス アノニマスのプログ
ラムにつながったときに馴染みやすいだろう。退所時にミーティング案内を渡せるよう
にする。何と言っても、Ｈ＆Ｉサブコミティが入所者にしてあげられることは、ナルコ
ティクス アノニマスには回復があるのだという希望を与えることだ。

ハーフウェイハウス、スリークォーターハウス

このタイプの施設にはふつう、刑務所から釈放された直後、あるいは病院や治療施設
などを退院／退所した直後のアディクトが入所している。施設のなかには、プログラム
がきちんと設定されているところもあれば、そうでないところもある。このタイプの施
設で行うミーティング／プレゼンテーションのフォーマットとしては、パネルプレゼン
テーション、Q&A 方式、テーマディスカッションが最も適している。入所者はふつう、
外部のミーティングに自由に参加できるようになっているため、Ｈ＆Ｉとしてはこれら
の施設を優先順位の上位には置いていない。この設定のミーティング／プレゼンテーシ
ョンの場合、ミーティングが治療グループにならないよう、やり方をうまく考えるべき
である。ミーティングがきちんと構成されているなら、入所者にも分かち合いに加わる
よう積極的に勧め、行かれる範囲にある外部のＮＡのレギュラーミーティングにも参加
してみるように勧める。

クライアントや入所者に薬物療法を行っている施設に対する私達の役割

施設と今後の計画について話し合いを行うとき、最初に私たちが明確に示す必要があ
ることは、ＮＡとはどういうものであって、ＮＡの基本的なメッセージとはどういうも
のかということだ。ＮＡとはあらゆる薬物から完ぺきに遠ざかるプログラムである。私
たちは外部の問題には意見を持たない。私たちの方法は専門的なものではない。したが
って医師の指示に反対するような主張は決して行わないことが共通理解されているか
確認しておく必要がある。だからといって、薬物の使用を支持することもない。
薬物療法を行っている施設では当然、入所者から「医者にもらった薬を飲んでいるが、
それではクリーンとは言えないのか？」といった質問が出るだろう。そのような質問が
出た場合、どんな判断も下さないことが大切である。伝統 8 と伝統 10 から言えば、私
たちはその問題について意見を言う立場にはない。私たちが彼らに言えることは、ミー
ティングに続けて参加して欲しいこと、ミーティングではちゃんと受け入れられること、
そしてベーシックテキストを読んでみるように、ということだけだ。Ｈ＆Ｉのパネラー
になったメンバーは、入所者に薬物をやめるようになどとは言ってはいけない。私たち
は医者でないのだ。

スタッフとの交流

施設のスタッフとの関係は、Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションを引き続き成
功させていくためには欠かせないものである。担当者が運営陣の人物だった場合には、
ほかのスタッフと毎週欠かさず連絡を取ってみるとよい。
スタッフとの親しい関係が築かれていれば、たとえどんな問題が生じても、はるかに
楽に対処できるようになる。施設としっかりした交流があれば、たとえば、ＮＡの書籍
やパンフレットを置くテーブルのことから、ミーティング／プレゼンテーションの最中
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に発作を起こした入所者への対応に至るまで、どんなことでも円滑に運ぶことだろう。
Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションを開く際、スタッフも参加する場合がある。
そのときには、オブザーバーの立場でしか参加できないことを、初期のミーティング設
定のときだけでなく、その後もつねに確認しておく必要がある。そのスタッフがたとえ
ＮＡメンバーだったとしても、その方針は変わらない。そのスタッフが施設に雇われて
いる立場にあるときに、もしＮＡのことを話し始めたら、入所者はＮＡと施設を混同し
かねない。私たちは、ＮＡは非職業的であり、どこの傘下にも入らないという伝統 8
と６に従っていく。

未成年者

未成年者と関わる場合、考慮すべき事柄が何点かある。5 ページの“全般的なお知ら
せ”のディスカッションのところを参照して頂きたい。

H&I 活動ですべきことと、してはならないこと
治療施設

Ｗ Ｓ Ｃ の H&I ハ ン ド ブ ッ ク の 中 の ガ イ ダ ン ス に 従 う こ と
治療施設の規則
【すべきこと】
治療施設が合意したことを文書にしたものを入手するようにする。
施設に入るときは、同行者にも規則を明確にしておく。
いかなるときも、セキュリティ規則を守る。
ミーティングの準備のために、早めに到着する。
自分たちの所在をスタッフに常に知らせておく。
服装規定に従い、良識を働かせる。
パネルリーダーとメンバー
【すべきこと】
パネルメンバー、スピーカー、チェアパーソンは、慎重に選ぶ。
治療施設及びＨ＆Ｉコミティから出されているクリーンタイム条件を守る。
パネルメンバーのだれもが、ＮＡの回復のメッセージを明確に伝えられるように準
備しておく。
文献
【すべきこと】
入所者が参加できる外部のＮＡレギュラーミーティングの案内を作成しておく。
Ｈ＆Ｉ活動に推奨されているＮＡ出版物を利用する。
どの出版物にも地元のＮＡ問い合わせ電話番号のスタンプを押しておく
施設に出版物注文用紙を渡し、施設として入所者向けに備えてもらえるようお願い
する。
治療施設ミーティング
【すべきこと】
時間通りに始め、時間通りに終える。
ミーティングのなかでＨ＆Ｉとは何かの簡単な説明を加える。
ナルコティクス アノニマスは、治療施設とは別個のものであること、ほかの 12
ステップグループとも別個のものであることをはっきり伝える。
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どのような薬物を使用したかに関わりなく、アディクトならだれもがＮＡの回復を
手にできることを強調する。
私たちがよく使っている言い回し――アディクト、クリーン、回復、クリーンタイ
ム等――について、そして、なぜそういう表現を使っているかについて説明する（Ｎ
Ａのステップ１と伝統６）。

入所者のミーティング参加

【すべきこと】
入所者、特に長期施設にいる入所者には、ミーティングに加わってもらうようにす
る（何かを読んでもらう、等）。
施設退所一日目にＮＡミーティングに参加することがどれほど大切かを強調する。
退所後は、スポンサー、決まってＮＡミーティングに参加すること、グループにか
かわること、がどれほど大切かを強調する。

パネルリーダーとメンバー

【してはいけないこと】
禁制品や武器を治療施設内に持ち込むこと。
伝言や手紙を矯正施設に持ち込んだり持ち出したりすること。
特定の入所者だけをえこひいきすること。
友人や家族がその治療施設に入所しているというＮＡメンバーを連れていくこと。
派手な宝石を身に着けたり、法外な金額の現金を持ち込んだりすること。
みだらな言葉を使うこと。
ひとりだけでＨ＆Ｉ施設に行くこと。

施設ガイドライン

【してはいけないこと】
治療施設の決まりや規則、プログラム、別の 12 ステップグループなどのことで、
入所者やスタッフたちと論争すること。
治療施設内の事情について論じること。
治療施設のスタッフのことを入所者と論じること。
入所者のことを矯正施設のスタッフたちと論じること。
現在Ｈ＆Ｉメンバーとして参加している治療施設に入所しているメンバーのスポ
ンサーになること。
入所者から金銭や贈り物をもらったり、入所者に上げたりすること。

ミーティングガイドライン

【してはいけないこと】
施設内の人に自分の住所や電話番号を教えること。
だれかに、自分以外のＮＡメンバーの住所や電話番号を教えること。
本来そこに参加すべきでない人たち、たとえばスポンシーや、仲間や、ゲストなど
を連れて行くこと。
自分以外の人のアノニミティを破ること。
ＮＡの回復のメッセージを分かち合う際、「使っていたときのこと」ばかり強調す
ること。
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矯正施設および刑務所
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矯正施設および刑務所での H&I
目的

Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションを開く目的は、ナルコティクス アノニマ
スのレギュラーミーティングに参加することが不可能なアディクトに、ＮＡの回復のメ
ッセージを運ぶことである。また、ＮＡのプログラムの基本を、参加者に簡単に紹介す
ることも目的のひとつである（ただし、長期収容施設の収容者の場合を除く）。

H&I 矯正施設ミーティング／プレゼンテーションを始めるには
Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションは、エリアのＨ＆Ｉサブコミッティが、
PI（PI がある場合）と活動を調整しながら取り掛かるべきである。
（さらに詳しい情報
については、当ハンドブック、2 ページの“全般的なお知らせ”を参照のこと）
場合によっては施設側が、Ｈ＆Ｉサブコミッティに対して、施設内でＨ＆Ｉミーティ
ング／プレゼンテーションを開いて欲しいと要請してくることがある。連絡を受けたら、
会う日程を決める。現時点ではまだミーティング／プレゼンテーションをやっていくの
は難しいようであれば、日程を決める際、求められたサービスに応じられない旨を説明
し、これから連絡を取り合っていきたい、ということを伝える。施設にＮＡの文献類を
提供するのもよい。『NA Way』、『Reaching Out』、ＷＳＯ発行のもののカタログ、連
絡先リスト、WSO 承認の販売テープなどがあり、ＮＡの文献類は施設からも注文がで
きることも知らせるとよい。
Ｈ＆Ｉサブコミッティの方から施設に連絡を取り、ミーティング／プレゼンテーショ
ンを開かせて欲しいとアプローチする場合もある。その際は、電話や、印刷してある定
型化した書簡を使って連絡を取る。いずれにしても、これはＨ＆Ｉというチームで取り
掛かるべき活動であることを忘れないように。個人プレイに走らないこと。
1. 電話で施設に連絡を取るのは、必ず、Ｈ＆Ｉサブコミッティから指名を受けた、一
人のメンバーだけが行うようにする。こうして、施設との連絡網を築いていく。
2. 書簡の場合は、ＮＡのレターヘッドがついた便箋を使い、ビジネスレターの書式で
内容をタイプしたものを送る。コピーを取って、エリアのサブコミッティファイル
に保存しておく。
3. 電話や手紙でその後のフォローをする。
Ｈ＆Ｉサブコミッティの側から施設にコンタクトを取るのは、Ｈ＆Ｉミーティング／
プレゼンテーションを行える態勢がこちら側で整っている場合である（それが無理なと
きにはまだ連絡を入れない）。施設の担当者と連絡が取れたら、プレゼンテーションの
日程を決める。この時点ではまだ実際に会える段取りまで進まなかったにせよ、施設の
担当者だけは押さえておくようにする。
日程が決まったら、時間に遅れずに訪問する。今回の場合は、ＰＩとＨ＆Ｉサブコミ
ッティが合同で対応しているかもしれない。施設訪問にふさわしい服装で、礼儀をわき
まえること。相手から見たら、あなたがＮＡ代表であることを忘れないように。パンフ
や文献、地元のミーティングリストなども持参し、12 のステップ、12 の伝統、NA ハ
ンドブック、ガイドラインなどについて話をする。
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Ｈ＆Ｉミーティングとはどういうものであって、どういうことはしていないかを説明
し、ＮＡが提供していることを伝えていく。つまり、ナルコティクス アノニマスの 12
のステップと 12 の伝統を通して、アディクションという病気から回復するためのメッ
セージを運ぶことにより、収容中であれ、出所あるいは退所後であれ、施設の仲間に生
き方の質を高めるチャンスを提供している、ということである。ＮＡは慈善団体ではな
い。私たちはアマチュアのソーシャルワーカーでも福祉のケースワーカーでもない。ス
タッフや収容者の相談に乗ったり、彼らを教育したりすることはない。私たちは、仕事、
住まい、金銭等を提供していない。さらに、司法当局へ前歴や身元の証明書なども提出
していない。私たちが提供すべきものは唯一、アディクトが進行中のアディクションか
ら回復するためのメッセージだけである。
施設側からナルコティクス アノニマスに求められていることを挙げよう。私たちは
施設の規則やしきたり（服装規定、施設内で守るべきこととやってはいけないこと、ク
リーン期間の条件等）を尊重しなければならない。可能であれば、施設の必要条件など
の詳細を送ってもらえるよう、手紙で要請する(P.120、巻末付録 B のフォームを参照
のこと)。身元保証状や“サンシャインレター”が必要であれば、WSOＨ＆Ｉコーディネ
ーターに問い合わせてもらえればお送りしている。

矯正施設ミーティングフォーマット

さまざまなタイプの施設が数多くあり、それぞれの施設の規則やしきたりは広範囲に
及んでいる。そこで、ミーティング／プレゼンテーションの方式を選ぶにあたって参考
になるよう、一般的なガイドラインと概要を示してみた。それに基づいて、自分たちで
フォーマットを作っていって頂きたい。一つだけ、あらゆるＨ＆Ｉミーティングに共通
している点は、クローズドだということである。ただし、パネルのリーダーかＨ＆Ｉサ
ブコミッティが特別に招待した人は別である。フォーマットを選ぶにあたり、最初に考
慮すべき点は「各グループの目的はただ一つ、まだ苦しんでいるアディクトにメッセー
ジを運ぶことである」という伝統５である。フォーマットは、ＮＡの回復のメッセージ
が間違いなく運ばれるように構成しなくてはならない。したがって、Ｈ＆Ｉのセッティ
ングでは、仲間が誰でも自由に分かち合えるような形式のミーティングは行っていない。
自由に分かち合ってもらうと、Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションにはふさわし
くない雰囲気に入ってしまう傾向が見られるからだ。最もふさわしいフォーマットは、
施設外のメンバーがＮＡの回復のメッセージについて伝えられるものだ。それに合う方
式は、スピーカー･ミーティング、パネル･プレゼンテーション、Q&A、文献ミーティ
ング、あるいはテーマミーティングなどだろう。ミーティング／プレゼンテーションは
前もって決められた時間通りに始め、時間通りに終わらせる。
ＮＡのＨ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションの一般的なフォーマットを次に挙
げてみた。もちろん、各地の習慣や必要性に応じて修正して構わない。ある程度の方向
性を求めているメンバーに参考にしてもらえればと掲載したにすぎない。忘れてならな
いことは、回復の雰囲気を保つのは、私たちの責任だということだ。
a. 自己紹介をし、ミーティングに参加してくれた全員を歓迎する。
b. 黙想し、次に平安の祈りを唱える。
c. 参加者全員にファーストネームを言ってもらう（やってはいけない場合は行わな
い）。
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d. 手短に、これは病院施設内のミーティング（Ｈ＆Ｉミーティング）であることを伝
える。つまり、入所者は、外部で定期的に行われているＮＡのミーティングに参加
することが制限されているため、エリアサービスのＨ＆Ｉサブコミッティがこのよ
うな特別ミーティング／プレゼンテーションを施設内に持ち込んでいるのだとい
うことを伝える。
e. 次に、入所者にコンファレンス承認の出版物の中から一部を読んでもらう。「アデ
ィクトとは？」、「ナルコティクス アノニマスのプログラムとは？」、「どのように
効果があるのか？」、「なぜ、私たちはここにいるのか？」がよく使われている。ほ
かのパンフからの引用でも構わない。長期収容施設などの場合、「自分に何ができ
るのか？」や 12 の伝統でもいいだろう。
f. 選んだフォーマットにもよるが、次は、「スピーカーが話し終わったあと、質問を
受ける時間を設けてあります。スピーカーが話している間は、そのことについて質
問や発言はできませんので、スピーカー全員が終了するまで、質問はお待ち下さい」
と伝える。

独自のフォーマット

ミーティング／プレゼンテーションのやり方としては、いろいろな方法がたくさんあ
るが、どのようなやり方を選ぶにせよ、大事なことは、Ｈ＆Ｉのパネルがミーティング
の主導権を持つことである。極端に「何でもあり」のミーティング形式にした場合、ミ
ーティングが途中で収拾がつかなくなることがよくある。

スピーカー・プレゼンテーション

スピーカー･ミーティングでは、1 人から数人のＮＡメンバーが経験と力と希望を分か
ち合う。それによって、この病気の基本的な症状や特質や、どうやってＮＡから回復が
もたらされたのかが、明らかにされる。起こったことを、ただダラダラと話していても、
聴き手の心にはほとんど届かない。その時の気持ち、自己についてのイメージ、ターニ
ングポイント、新たな気づきなどについて分かち合うことにより、回復のメッセージが
運ばれる。（f から続く）
g. スピーカーの紹介
h. プレゼンテーションの後に、質問と話し合いの時間を十分に取っておく。
i. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、プレゼンテーション終了後、皆さんの中でメンバーと話したい人がいたら、喜
んで応じたい、など）
j. 好きな祈りを選んで、終了する。

パネル･プレゼンテーション

これはスピーカー・プレゼンテーションに似ているが、パネル･プレゼンテーションの
場合は、スピーカー全員が同じテーマで分かち合うこともあるが、大部分が、各スピー
カーが、ＮＡでの回復に関するテーマを一件ずつ受け持って、そのことについて分かち
合っている。前もって各人の担当テーマを選んでおくことで、ＮＡでの回復についてさ
まざまな面での経験や情報が伝えられる。（f から続く）
g. どういう形式でミーティングが進められるかを説明する（パネルメンバーのそれぞ
れが、あるテーマについて、あるいは、それぞれ別のテーマについて分かち合いを
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し、その後、質疑応答と話し合いの時間が設けてある、等）
h. パネルのメンバーの紹介は、それぞれがプレゼンテーションを行うときにする（何
分話すかについても前もって話し合っておき、時間調整をうまく図る）。
i. プレゼンテーション終了後に質疑応答および話し合いの時間をたっぷり取っておく。
k. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、プレゼンテーション終了後、皆さんの中でパネル･メンバーと話したい人がい
たら、喜んで応じたい、など）
l. 好きな祈りを選んで終了する。

テーマ･ディスカッション

テーマ･ディスカッションミーティングの場合は、入所者にも分かち合いに参加しても
らう。ただしこれは、全員参加型の、しっかり構成されたディスカッション形式のもの
とは違うやり方である。外部から訪れたメンバー1 名か 2 名がまず分かち合いを行って、
ミーティングの雰囲気や方向性を示す。また、ディスカッションの内容がアディクショ
ンの回復からそれてしまった場合に備え、経験あるメンバーを別に確保しておく。次に、
司会者もしくはチェアパーソンが、参加者の中から一人ずつ指名し、話をしてもらう。
参加者に自発的に分かち合ってもらうことはしない。こうして、ミーティングの内容を
あくまでも回復からはずれないようにしておく。（f から続く）
g. テーマを紹介し、回復に視点を置いたスタンスでまず分かち合いを行う。
h. 入所者を指名していき、次にパネルのメンバーが話すということを繰り返し、ミー
ティング終了時間まで続ける。
i. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、プレゼンテーション終了後、皆さんの中でパネル･メンバーと話したい人がい
たら、喜んで応じたい、など）。
j. 好きな祈りを選んで終了する。
テーマについては、慎重に選ぶべきである。その際、12 のステップと 12 の伝統を念
頭に置いて選ぶ。私たちがＮＡで回復したことに関連したテーマはいくつでもある。回
復とは関係のないテーマもたくさんある。ここで忘れてならないのは、Ｈ＆Ｉミーティ
ングの場合、参加しているアディクトは、ほとんどが回復の経験がないということだ。
したがって、彼らのニーズを優先して、Ｈ＆Ｉミーティングのテーマを選ぶべきである。
次のリストは完ぺきなものではないが、大方のＨ＆Ｉミーティング／プレゼンテーショ
ンにふさわしいと思われるテーマを多数挙げてみた。ただし、これしかない、というこ
とではない。ヒントを得てもらえたらと願っている。

1.
2.
3.
4.
5.

テーマについての提案

IP から、もしくはベーシックテキストから選ぶ
三本柱（H.O.W＝正直さ、心を開くこと、やる気)
降伏
受け入れること
回復の基本（ベーシックス＝使わないこと、ミーティング、電話、文献、スポンサ
ー、ステップ）
6. Ｈ.Ａ.Ｌ.Ｔ.Ｓ.（度が過ぎるほどの、空腹、怒り、孤独感、疲労、深刻さ、を避け
る）
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7. 自分の回復は自分の責任
8. 進行中のアディクションからの解放
9. 比較するより、共感を
10. 宗教ではなくスピリチュアルなプログラム
11. どんなことでもしようという気持ち
12. 矯正施設からＮＡフェローシップへの移行
13. ＮＡの道具
14. 手放す
15. 感情
16. 信じることを学ぶ
17. 昔の遊び仲間、遊び場、遊んだことに見切りをつける
18. 今日だけ生きる
19. 最初の三ステップ
20. 否認
21. 疑い
22. スポンサーシップ

文献ディスカッション

文献ディスカッション･ミーティングの場合、ベーシックテキストや、コンファレンス
承認出版物から選んだ文献の読み合わせを行い、それについて話し合う。参加者全員に
文献を回して順番に読み合わせをすれば、入所者全員に参加してもらえる。ただし、そ
の場合、「自分の番になっても、読みたくない時には次の人に回して下さい」というよ
うなコメントをフォーマットに加えておくように。みんながみんな、読んでみたいと思
っているわけではないし、中には人前では読めないという人もいるからだ。
（f から続く）
g. どのような形式でミーティングが進められるかを説明する（今回選んだ文献の読み
合わせを行い、ある程度のところで止めて、分かち合いをし、また読み合わせを始
め、それを繰り返す。あるいはまず最後まで読みあわせをした後で、分かち合いを
する、など）
h. パネルメンバーを紹介
i. コンファレンス承認出版物の中から選んだ文献の読み合わせを始める。入所者を分
かち合いに加えてもよい。けれども収拾がつかなくなったら、パネルメンバーを分
かち合いに加え、必ず回復にテーマを戻すように備えておく。
j. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、プレゼンテーション終了後、皆さんの中でパネルメンバーと話したい人がいた
ら、喜んで応じたい、など）
k. 好きな祈りを選んで終了する。
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質疑応答

質疑応答形式のやり方を取れば、入所者が話を聞いていて混乱した、あるいは怖くな
ったというテーマや疑問を書いてもらえるし、話してもらうことができる。この形式は、
特に未成年者の施設では反応が良いようだ。パネルの司会者が入所者に、気になったテ
ーマや疑問を書いて欲しいと伝え、質問箱に入れてもらう。進め方をきちんと説明した
上で、質問箱から一つずつ質問を取り出して、その質問に対する回答をパネルメンバー
1 名か 2 名に答えてもらう。質問に対して的確な回答ができたら、次の質問に移る。パ
ネルの司会者は、質問内容やテーマを読む前に、それがミーティング／プレゼンテーシ
ョンにふさわしいものであるかどうかを判断すべきである。ふさわしくなかったら、次
に取り出した質問に移る。（f から続く）
g. どのような形式で進んでいくかを説明（入所者に話し合いたいと思うテーマや疑問
を書いてもらって質問箱に入れてもらう。あるいは、話し合いたいテーマについて
直接質問してもらう）。
h. パネルメンバーの紹介。
i. 質問箱から質問を取り出し、一つずつ、パネルにその場で答えてもらう。不適切な
テーマは読むべきではない。
j. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、プレゼンテーション終了後、皆さんの中でパネル･メンバーと話したい人がい
たら、喜んで応じたい、など）
k. 好きな祈りを選んで終了する。

ステップ･スタディ

ステップ･スタディミーティングをＨ＆Ｉで行う場合がある。ベーシックテキスト、ナ
ルコティクス アノニマス、もしくはそれ以外のコンファレンス承認出版物を使ってス
テップを読み、次にその題材について話し合う。パネルにはテーマとなっているステッ
プを実践している仲間が加わるべきである。このようなミーティング／プレゼンテーシ
ョンが成功するのは、入所者の中に、かつてナルコティクス アノニマスの回復のプロ
グラムにつながったことがあるという仲間がいる長期収容施設などの場合である。この
形式だと、施設の入所者にもっと参加を促すことができる。（f から続く）
g. どのような形式で進んでいくかを説明（今回選んだステップを読んで、途中でスト
ップし、そこまでの内容について分かち合い、それを続けていく。あるいは全部読
んでから分かち合いを始める、など）
h. パネルメンバーの紹介
i. コンファレンス承認出版物から今回のステップのところを読み始める。入所者も分
かち合いに加わってもらって差し支えないが、収拾がつかなくなったときは、必ず、
パネルメンバーに回復に話を戻してもらうよう、備えておく。
j. 関連あることはどんなことでも伝える（例えば、ミーティング案内やＮＡ文献のこ
と、プレゼンテーション終了後、皆さんの中でパネル･メンバーと話したい人がい
たら、喜んで応じたい、など）
k. 好きな祈りを選んで終了する。
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H&I ミーティング／プレゼンテーションを行うにあたってのヒント

どのようなやり方を取ろうとも、ミーティング終了の前に必ず質疑応答の時間を加え
るようにする。こうすれば、ミーティングの最中に入居者の心に灯った希望のひらめき
や関心を、スピーカーがもう少し確かな形にもっていくことができる。入所者の質問の
すべてに答えることはできないかもしれないが、私たちが質問者に関心を持っているこ
とは伝えることができる。そのことの方が、私たちの回答そのものの情報よりも、もっ
と深い何かが相手に伝わるかもしれない。
入所者が長期間にわたり収容されている施設では、ステップミーティングは、収容者
のアディクトにとって大変有意義なものになっている。彼らは、ステップミーティング
を通して、自分もＮＡのフェローシップの一部であり、ＮＡは自分の居場所なのだとい
う感覚を得ているからだ。
ＮＡ側で毎週Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションを施設で開くことが不可能
な場合でも、パネルを毎月一回開くことなら可能ではないだろうか。その際、ＮＡ出版
物やミーティング案内を持っていって配るといいだろう。また、施設に対して、収容者
用にＮＡ出版物を購入してもらえるよう話を持っていく。
施設のほうで、“The NA Way”、“リーチングアウト”、WSO で販売を承認したスピーカ
ーテープなどがあることを知っているかどうかも、確認しておこう。
施設に足を踏み入れたとき、昔の態度がつい出てしまうことのないように気をつけよ
う。ＮＡのプログラムはひきつける魅力に基づくものであり、そのひきつける魅力とは、
私たちがここまで変化できたという姿勢の中にあらわれることを忘れないように。

矯正フォローアップ

Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションを立ち上げるにあたり、しかるべき方法に
従ってやっているなら、すでに現在、サブコミッティから 1 名、施設から 1 名の担当
者が決まっていることと思う。その二人の間で意思疎通がスムーズに行われるようして
おくことが重要だ。
a. 継続的にコンタクトを取ること。そして状況に進展が見られた場合、きちんと把握
しておく。どのような問題であれ、ともかく問題が生じたときには、それが大きな
トラブルに発展する前に、できるだけ早い時期に解決を図る。
b. サブコミッティと施設との間の連絡事項はすべてコピーを取って保管する。
c. 施設スタッフの担当者や管理部門に人事異動があったかどうかの情報も掴んでお
く。必要とあらば、再度プレゼンテーションを行う準備を整えておく。
d. 現在行っているミーティングについて、エリアのＨ＆Ｉサブコミッティと話し合っ
たり、定期的に報告したりする。
e. 回復という健全な環境の中でうまくミーティングが立ち上がったら、施設内にいる
ＮＡメンバーにミーティングに関わりを持つよう働きかける（たとえば、誰かを選
んで、コーヒー係りや会場準備係りになってもらう）。
f. もう一つ忘れてならないことは、釈放された仲間のフォローだ。矯正施設から釈放
されたときには、その仲間の手元にミーティングリストやＮＡ連絡先の電話番号が
届いており、釈放後、どうすればＮＡに連絡が取れるかを間違いなく把握している
かどうかを、確認しておく。
g. 施設内のＮＡメンバーに、ＮＡの定期刊行物を有効に利用するよう勧める。“リーチ
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ングアウト”が届いているか、また可能であれば“The ＮＡWay Magazine”のよう
な出版物が手元にあるか、確かめておく。また、これらの雑誌に投稿してみるよう
勧めてみる。
矯正施設のＨ＆Ｉ活動で最も重要な点は、それを実行することが決まったら、誠実か
つ真剣に関わり、何が何でも最後までやり抜くことだ。実行できないことは約束すべき
ではない。約束したことに対して無責任な行動や首尾一貫しない気まぐれな態度を取っ
ては、ＮＡ全体が影響を受ける。もう実行できないという決定をするのは、非常に重大
な事態なのだということを忘れてはならない。やむを得ずそういう決定をせざるを得な
くなったら、直ちに、Ｈ＆Ｉコミッティに知らせるべきである。

さまざまなタイプの矯正施設

矯正施設で開くＨ＆Ｉミーティングは、施設によって方式を変える必要があるだろう。
企画のあらゆる段階で、さらにそれ以降も、常に矯正施設側と情報を交換していく必要
がある。施設によってみな方針が違うので、方式についてプランを立てるときやＨ＆Ｉ
ミーティングにパネルメンバーを同伴するとき、相手側の方針を頭に入れておく必要が
ある。一つの施設で経験があるからといって、それが別の施設にもあてはまるという思
い込みは決してしないこと。施設の運営者とコミュニケーションをうまく図ることが、
施設との関係をうまく築くための大切な要素だろう。
同じ矯正施設内でも、収容者が収容されている場所や、区分、または方針がそれぞれ
違うことがあるため、Ｈ＆Ｉミーティングを一回開いただけでは、収容者全員にまで行
き届かないことがある。サブコミッティの中に、Ｈ＆Ｉに関わっているメンバーがたく
さんいるのであれば、一つの収容箇所でいくつかのミーティングを同時に行うという方
法を選択できる。そうすれば、施設の規則から外れずに、しかも、まだ苦しんでいるア
ディクトにＮＡメッセージを運ぶことができる。
以下に、さまざまな施設の基本的な特徴と、それぞれの施設で、成功したと思われる
やり方についての提案を示した。地元の矯正施設に関わっていく際は、経験と良識を働
かせよう。収容者のニーズや状況が分かれば、おのずと、どのようなタイプのＨ＆Ｉミ
ーティングがふさわしいかが決まってくる。
あらゆるタイプの矯正施設について説明しようと思ってもそれは無理なことは重々
承知しているが、せめて、さまざまな環境にある施設に回復のメッセージを実際に運ん
だ私たちの経験がお役に立てればと考えている。

短期施設

この「短期」とは、収容期間が一年以内の受刑者が入っている施設を指す。具体的に
は、地方拘置所や、軽犯罪者訓練農場、名誉（オナー）ファーム（注．収容者に職業訓
練を受けさせ、労働に従事させる農場）、民営刑務所などが挙げられる。短期施設では、
収容されているアディクトに制限付きで参加してもらう方式が合うだろう。これらのア
ディクトは何ヶ月間かで退所できるため、パネルメンバーは、回復したばかりの頃の経
験を分かち合えたら、と考えるだろう。それには、回復のためのＮＡプログラムの具体
的な面について知らせることが大事だ。釈放されたら、どうやって回復に取り組めばよ
いのかといった話をすると、彼らは熱心に耳を傾けてくるように思う。私たちがそこで
明確に伝える必要があることは、回復するために、何か特別な生活状況に身をおく必要
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はないし、そうでなければ回復できない、ということは決してないことだ。ナルコティ
クス アノニマスで私たちが学んだのは、どんな状況にあってもクリーンでいることが
できるし、回復を始めるのは「今」だということだ。
収容者も参加できる方式を選んだ場合、塀の外から来たメンバーと収容者に順番に話
してもらうようにすると、話の中心を常にＮＡでの回復に持っていくことができる。
短期施設の規則をしっかりと頭に入れておくように。収容者から、釈放されたら会い
たいと言われるかもしれないし、そのとき連絡が取りたいから、と電話番号などの個人
情報を聞かれるかもしれない。それに対し、ＮＡメンバーの中には、その収容者の釈放
後に個人的に会う段取りを取ることを、個人として選択する人もいる。ただしこれはＨ
＆Ｉサブコミッティが提供しているサービスではない（P.8 の“全般的なお知らせ”の項
を参照のこと）。
「Ｈ＆Ｉのすべきことと、すべきではないこと」の中でも、また、どの
施設の規則を見ても、電話番号は知らせないこと、となっている。私たちにはそのこと
が理解できるにしても、実際に私たちがＨ＆Ｉのパネルになったときに、収容者の人た
ちと直接会って話をしているのだ。そのことを考えると、電話番号は教えられないこと
を、収容者たちや施設に理解してもらおうと思っても、彼らには、理屈に合わないこと
であり、納得できないことだと思うだろう。けれども、施設や、施設収容者に関連した
ことで私たちが取った行動はどれも、ナルコティクス アノニマスの考えをあらわして
いるものと受け取られることを忘れないように。
短期施設の場合、収容者の中には、今回ＮＡミーティングに参加したのは、物珍しさ
から、あるいは、ほかの収容者に会えるから、執行猶予審議会の人たちによく思われた
いから、今の環境から少しでも抜け出したかったから、などなど、回復とは関係のない
理由のためだったという人たちもいるかもしれない。私たちは、どんな場合でも、ナル
コティクス アノニマスに参加したことは間違いではないと信じているが、そのような
収容者がミーティングをかき回したり、混乱を起こしたりすることがある。そのような
ときには、遠慮せず、ミーティングに参加しているほかの人たちに敬意を払い、思いや
りをもって欲しいこと、そして、静かにするようにと、すかさず伝えるようにする。
施設によっては、施設スタッフが収容者と一緒にミーティングに参加している場合が
あるが、そうでなければ、参加してくれるようお願いするとよい（P.12 の“全般的なお
知らせ”の最後の部分を参照のこと）。私たちが、管理部門の人たちやスタッフとコミュ
ニケーションを取り合っていれば、ある一定期間を過ぎたら、スタッフをミーティング
に参加させない、ということも快諾してくれるかもしれない。
労働釈放、ハーフウェイハウス、オナーキャンプ、刑務所ファームなど、いろいろな
名称がついているが、どれも基本的に、刑務所や拘置所からは釈放されたが、全面的な
社会復帰は許可されていない受刑者が入居している施設である。このような施設の中に
は、民営で運営されているものもある。けれども収容者はみな、保護観察中とみなされ
ており、規則に違反したら刑務所に逆戻りするというリスクを負っている。施設によっ
ては、入所者のスケジュールに、外部の定例のＮＡミーティングへの参加を組み込んで
いるところもある。そのような施設ではサブコミッティにそれほど関心がないかもしれ
ないが、入所者に外部の定例ＮＡミーティングへの参加を許可していない施設では、サ
ブコミッティは重要な存在だろう。

長期施設

ここでいう長期施設とは、一年以上の判決を受けたアディクトが収容されている施設
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のことである。したがって、長期施設では、収容されているので回復を保っているアデ
ィクトと関わることになる。ミーティング参加者の中には、まったくの新入りもいれば、
回復以外の目的（短期施設の項で述べた通り）で顔を出す人もいるだろう。
長期施設では、できるだけ積極的に収容者に加わってもらい、発言を求めていくべき
だ。たとえば、収容者にＮＡ出版物のいずれかの部分を読んでもらうようにお願いする
ことから、ミーティング場を開いてもらうことまで、加わってもらう方法はいろいろあ
る。長期施設の場合、収容されているアディクトにとって、このＨ＆Ｉミーティングし
かＮＡの回復を経験するチャンスは、その後何年も望めないかもしれないのだ。彼らに
加わってみるよう、積極的に呼びかけることによって、彼らにも、施設の中でこのプロ
グラムを実践していこうという共通の絆が生まれてくるだろう。
長期施設の場合は、テーマ･ディスカッション方式がよいかもしれないし、文献及び
ステップスタディ方式のミーティングもふさわしいかもしれない。パネルメンバーとし
ては、今日クリーンでいることについて、ＮＡプログラム実践の具体例について、アデ
ィクションのとらわれからの解放について、などが、分かち合いたいテーマだろう。パ
ネルメンバーは、ナルコティクス アノニマスの出版物の内容もよく把握していること。
長期施設に収容されているアディクトが、Ｈ＆Ｉサブコミッティのプレゼンテーショ
ンとは別に、自分たちですでにミーティングを立ち上げていることがある。そのミーテ
ィングにＨ＆Ｉサブコミッティメンバーが全く関わっておらず、参加もしていなかった
場合、それはＨ＆Ｉミーティングではない。また、Ｈ＆Ｉサブコミッティが受け持つ責
任範囲のものでもない。このような場合、施設内の彼らに出版物やさまざまなサービス
を提供する責任は、地元のＡＳＣにある。したがって、施設の運営部門の人たちに、こ
のことを明確に伝えておくこと。そうすることでＨ＆ＩにＡＳＣの責任がかぶってくる
ことが避けられる。

未成年者

未成年者と関わる場合、考慮すべき事柄が何点かある。5 ページの“全般的なお知ら
せ”のディスカッションのところを参照して頂きたい。

矯正施設の H&I 活動ですべきことと、してはならないこと。

Ｗ Ｓ Ｃ の H&I ハ ン ド ブ ッ ク の 中 の ガ イ ダ ン ス に 従 う こ と
ワールドサービスコンファレンスＨ＆Ｉコミッティは、Ｈ＆Ｉのサービスについて世
界中のサブコミッティから送られてきた彼らの経験に基づき、次のようなリストをまと
めた。これは大変役立つガイドラインとなっているので、これに従っていけば、陥りや
すい落とし穴を避けることができるはずだ。

矯正施設の規則

【すべきこと】
同意事項をすべて書き上げるようにする。
施設に入るときは、一緒に行く人たちにも規則を明確にしておく。
いかなるときも、セキュリティ規則を守る。
セキュリティ要件に応じられるよう、早めに到着する。
自分たちの居場所をスタッフに常に知らせておく。
服装規定に従い、良識を働かせる。
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パネルリーダーとメンバー

【すべきこと】
パネルメンバー、スピーカー、チェアパーソンは、慎重に審査して選ぶ。
保護観察期間中、あるいは仮釈放中のメンバーがこちら側にいたら、どのメンバー
がそうなのかを、施設や、保護監察官、仮釈放査察員に伝え、明らかにしておく。
矯正施設及びＨ＆Ｉコミッティから出されているクリーンタイムの条件を守る。
パネルメンバーは誰もが、ＮＡの回復のメッセージを明確に伝えられるように準備
しておく。
パネルメンバーやスピーカーは、Ｈ＆Ｉガイドラインにしたがって選ぶ。

文献

【すべきこと】
矯正施設ミーティング用にＮＡ出版物を準備しておく。
収容者でも参加できる外部のミーティング案内を作成しておく。
Ｈ＆Ｉ活動に推奨されているＮＡ出版物を使い、出版物には地元のＮＡ問い合わせ
電話番号のスタンプを押しておく
施設に出版物注文用紙を渡し、施設として収容者向けに備えて頂けたらとお願いす
る。

矯正施設ミーティング

【すべきこと】
時間通りに始め、時間通りに終える。
ミーティングフォーマットの中で、H&I とは何かの簡単な説明を加えるようにする。
ナルコティクス アノニマスは、矯正施設とは別個のものであること、ほかの 12
ステップグループとも別個のものであることを明確にする。
どのようなドラッグを使用したかに関わりなく、アディクトなら誰もがＮＡの回復
を手にできることを強調する。
私たちがよく使っている表現――アディクト、クリーン、回復、クリーンタイム等
――について、そして、なぜそういう表現を使っているかについて説明する（ＮＡ
の第一ステップと第六の伝統）。

収容者のミーティング参加

【すべきこと】
収容者、特に長期施設にいる収容者には、ミーティングに加わってもらうようにす
る（何かを読んでもらう、等）。
釈放の当日、あるいは退所の当日には、ナルコティクス アノニマスのミーティン
グに参加することがどれほど大切かを強調する。

パネルリーダーとメンバー

【してはいけないこと】
未決のままの逮捕状が出ているメンバーに矯正施設ミーティングに参加させるこ
と。
禁制品や武器を施設内に持ち込むこと。
伝言や手紙を矯正施設に持ち込んだり持ち出したりすること。
特定の収容者だけをえこひいきすること。
友人や家族がその矯正施設内に入っているというＮＡメンバーを連れていくこと。
派手な宝石を身に着けたり、法外な金額の現金を持ち込むこと。
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みだらな言葉を使うこと。
ひとりだけでＨ＆Ｉ施設に行くこと。

施設ガイドライン

【してはいけないこと】
矯正施設の決まりや規則、プログラム、別の 12 ステップグループなどのことで、
収容者やスタッフたちと論争すること。
矯正施設内で規定などについて論じること。
矯正施設のスタッフたちのことを収容者と論じること。
収容者のことを矯正施設のスタッフたちと論じること。
現在Ｈ＆Ｉメンバーとして参加している矯正施設に収容されているメンバーとス
ポンサーシップを取ること。
収容者から金銭や贈り物を受け取ること、また、収容者に金銭や贈り物をあげるこ
と。

ミーティングガイドライン

【してはいけないこと】
矯正施設内の人にあなた個人の住所や電話番号を教えること。
自分以外のＮＡメンバーの住所や電話番号を誰かに教えること。
本来そこに参加すべきでない人たち、たとえば新しい仲間や、友人や、ゲストなど
を連れて行くこと。
収容者にどういう罪を犯したか訊ねたり、有罪か無罪かを論じたりすること。
自分以外の人のアノニミティを破ること。
ＮＡの回復のメッセージを分かち合う際、「使っていたときのこと」ばかり強調す
ること。

精神科病院および触法精神障害
者の治療のための病棟
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精神科病院および触法精神障害者の治療のための病棟での H&I
目的

精神科／触法精神障害者病棟でＨ＆Ｉプレゼンテーションを開く目的は、重複診断（薬
物依存と精神疾患）を受けたアディクト、アディクション以外に情緒や精神に障害のあ
るアディクト、あるいは触法精神障害者と分類されたアディクトに、ＮＡの回復のメッ
セージを運ぶことである。ナルコティクス アノニマスのレギュラーミーティングに参
加することができない彼らに対しては、ＮＡについてのまさに基本的な紹介だけをする
ようにする。集中力が持続しない可能性や、患者の多くが薬物療法を受けている可能性
があるからだ。

精神科病院

精神科病院に入院しているアディクトは、その時点では、アディクションのほかに情
緒や精神に障害があることが多い。患者は裁判所から送られた場合が多く、しかも統合
失調症性か双極性障害（躁うつ病）の患者である可能性がある。あるいは、大うつ病も
しくは統合失調症という診断が下されている患者もいる。したがって何よりも大切なこ
とは、このプログラムの基本を、極めてシンプルに説明することだ。患者がミーティン
グに参加しても、彼らに意見を求めるようなことはしない。なぜなら意見の修正をたび
たびしなければならないからだ。彼らは思考プロセスに一貫性がない場合が多い。また、
薬物療法を受けている患者もいる。患者には、医師から処方されている薬をやめろ、な
どとは絶対に言ってはいけない。私たちは医者ではない。私たちの方法は専門的なもの
ではないし、ＮＡは外部の問題には意見を持たない。医師の指示に反対するような主張
は決して行わないことを確実に共通理解しておく必要がある。だからといって、薬物の
使用を支持することもない。
この病棟特有の事情があるため、形式としては、スピーカー、パネル、文献、もしく
はステップのプレゼンテーションにすべきである。Q&A セッションを開くとしたら、
Ｈ＆Ｉコミティで徹底的に話し合い、プレゼンテーションが回復主体のものから外れる
ことのないよう、ミーティングの主導権をこちら側でしっかりと持つべきである。テー
マとしては、回復の初期段階にかかわるものを選ぶ。また特に、施設の方針や制約につ
いては、十分すぎるほど熟知しておく必要がある。また、スタッフにも参加してもらい、
Ｈ＆Ｉのメンバーの安全が最大限守られるようにする。
入院中の精神病患者／アディクトは、アディクションとはモラルの問題ではなく、病
気なのだということを知らされたとき、ほっとした表情を浮かべることがよくある。入
院患者はみな希望を耳にする必要がある。彼らは希望が絶たれたままどん詰まりのとこ
ろに追い込まれているからだ。
施設の規則は、州によっても、あるいは国によっても、異なる場合が多い。それぞれ
の施設の規則を調べてみるように。
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触法精神障害者病棟

触法精神障害者病棟とは、情緒不安定者、無力者、精神鑑定が必要な者、あるいは触
法精神障害に分類された者が収容されている、裁判所命令による、重警備の矯正施設で
ある。
触法精神障害者病棟では、その段階では、アディクションのほかに情緒と精神に障害
のあるアディクトが多い。かなりの収容者が何らかの薬物療法を受けている。だが、コ
ミティのメンバーである私たちは、アディクション以外のそういう問題については論じ
ることも、議論することもしない。他とは異なる配慮が必要なため、かなり完ぺきに構
成されたＨ＆Ｉのフォーマットを準備することが望ましい。収容者たちは基本的に長期
にわたって収容されているため、パネル、スピーカー、文献、もしくはステップのプレ
ゼンテーションなどがよい。Q&A セッションを組み込むのなら、Ｈ＆Ｉコミティで徹
底的に話し合い、そのセッションが回復主体のものから外れることのないよう、ミーテ
ィングの主導権をこちら側がしっかりと持つべきである。触法精神障害者病棟のように、
収容者を厳重な監禁下に置いている施設のなかでＮＡミーティングに参加できるチャ
ンスは、収容者にとって施設内の日課からの息抜きになり、心待ちにしているものだ。
施設と今後の計画について話し合いを行うとき、最初に私たちが明確に示す必要があ
ることは、ＮＡとはどういうものであって、ＮＡの基本的なメッセージとはどういうも
のかということだ。ＮＡとはあらゆる薬物から完ぺきに遠ざかるプログラムである。だ
が私たちは外部の問題には意見を持たない。また、私たちの方法は専門的なものではな
いため、医師の指示に反対するような主張は決して行わないことが共通理解されている
か確認しておく必要がある。だからといって、薬物の使用を支持することもない。
薬物療法を受けている収容者は、当然、「医者にもらった薬を飲んでいるが、だとし
たらクリーンとは言えないのか？」と訊いてくるだろう。伝統 8 と伝統 10 からいえば、
私たちはその問題について意見を言う立場にはない。私たちが彼らに言えることは、ミ
ーティングに続けて参加して欲しいこと、ミーティングではちゃんと受け入れられるこ
と、そしてベーシックテキストを読んでみるように、ということだけだ。Ｈ＆Ｉのパネ
ラーになったメンバーは、入所者に薬物をやめるようになどとは言ってはいけない。私
たちは医者でないのだ。
こうしてメッセージを運んでいるうちに、収容されているアディクトがそこで話され
たことを自分のこととして捉え、自分の人生のなかでも回復が必要なことを理解しても
らうことが私たちの望みだ。

精神科病院／触法精神障害者病棟でプレゼンテーションを始めるには

Ｈ＆Ｉミーティング／プレゼンテーションは、エリアのＨ＆Ｉサブコミティが、PI
（PI がある場合）と活動を調整しながら取り掛かるべきである（さらに詳しい情報に
ついては、当ハンドブック、2 ページの“全般的なお知らせ”を参照のこと）。
場合によっては施設側からＨ＆Ｉサブコミティに対して、施設内でＨ＆Ｉミーティン
グ／プレゼンテーションを開いて欲しいと要請してくることがある。連絡を受けたら、
会う日程を決める。現時点ではまだミーティング／プレゼンテーションをやっていくの
は難しいようであれば、会ったときに、求められたサービスに応じられない旨を説明し、
これからも連絡を取り合っていきたい、ということを伝える。施設に WSO が発行して
いるもののカタログを届け、『Reaching Out』、『The NA Way』のことを知らせ、Ｎ
Ａの文献類は施設からも注文ができることを伝える。
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Ｈ＆Ｉサブコミティの方から施設に連絡を取り、プレゼンテーションを開かせて欲し
いとアプローチする場合もある。その際は、電話か手紙で行う。いずれにしても、これ
はＨ＆Ｉというチームで取り掛かるべき活動であることを忘れないように。個人プレイ
に走らないこと。
1. 電話で施設に連絡を取るのは、必ず、Ｈ＆Ｉサブコミティから指名を受けた、一人
のメンバーだけが行うようにする。こうして、施設との連絡網を築いていく。
2. 書簡の場合は、ＮＡのレターヘッドがついた便箋を使い、ビジネスレターの書式で
内容をタイプしたものを送る。コピーを取って、Ｈ＆Ｉのコミティファイルに保存
しておく。
3. 手紙を出したら、電話でその後のフォローをする。
Ｈ＆Ｉコミティの側からコンタクトを取るのは、Ｈ＆Ｉプレゼンテーションを行える
態勢がこちら側で整っている場合だけである（それが無理なときにはまだ連絡を入れな
い）。施設の適任の代表者と連絡が取れたら、約束を取り付ける。プレゼンテーション
が認められなかったにしても、施設の担当者だけは押さえておくようにする。
日程が決まったら、時間に遅れずに訪問する。今回の場合は、ＰＩとＨ＆Ｉサブコミ
ティメンバーとの合同参加かもしれない。施設訪問にふさわしい服装で、礼儀をわきま
えること。相手から見たら、あなたがＮＡ代表であることを忘れないように。パンフや
文献、地元のミーティングリストなども持参し、12 のステップ、12 の伝統、NA ハン
ドブック、ローカルガイドラインなどについて話をする。
Ｈ＆Ｉプレゼンテーションとはどういうものであって、どういうことはしていないか
を説明し、ＮＡが提供していることを伝えていく。つまり、ナルコティクス アノニマ
スの 12 のステップと 12 の伝統を通して、アディクションという病気から回復するた
めのメッセージを運ぶことにより、入院患者に、収容中も退院後も、生き方の質を高め
るチャンスを提供している、ということである。ＮＡは慈善団体ではない。私たちはア
マチュアのソーシャルワーカーでも福祉のケースワーカーでもない。スタッフや収容者
の相談に乗ったり、彼らを教育したりすることはない。私たちは、仕事、住まい、金銭
等を提供していない。さらに、司法当局へ前歴や身元の証明書なども提出していない。
私たちが提供すべきものは唯一、アディクトがアディクションから回復するためのメッ
セージだけである。
ナルコティクス アノニマスが施設側から求められていることは、施設の規則やしき
たり（服装規定、施設内で守るべきこととやってはいけないこと、クリーン期間の条件
等）を私たちが尊重することだ。可能であれば、施設が求める条件の詳細を文書にした
ものを送ってもらう(P.120、巻末付録 B のフォームを参照のこと)。身元保証状（“サン
シャインレター”）が必要な場合、WSO のＨ＆Ｉコーディネーターに問い合わせてもら
えればお送りしている。

プレゼンテーションフォーマット（進め方）

さまざまなタイプの施設が数多くあり、それぞれの施設の規則やしきたりはみな違う。
そこで、プレゼンテーションの方式を選ぶにあたって参考になるよう、一般的なガイド
ラインを示してみた（サンプルフォーマットは P.50 を参照）。
フォーマットを選ぶにあたり、最初に考慮すべき点は「各グループの目的はただ一つ、
まだ苦しんでいるアディクトにメッセージを運ぶことである」という伝統５である。し
たがってＮＡの回復のメッセージが間違いなく運ばれるフォーマットやプレゼンテー
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ションにしなければならない。精神病院／触法精神障害者病棟でのＨ＆Ｉの設定では、
参加者のだれもが自由に分かち合えるような形式やディスカッション形式のミーティ
ングは行っていない。最もふさわしいフォーマットは、施設外のメンバーがＮＡの回復
のメッセージをしっかりと伝えられるものだ。それに合う方式は、スピーカープレゼン
テーション、パネルプレゼンテーション、文献プレゼンテーション、ステッププレゼン
テーションだろう。どのような場合であれ、これはＨ＆Ｉのチームとしての取り組みで
あることを忘れない。一人では行動しないこと。
プレゼンテーションは１時間が限度である。前にも述べたように、患者は集中力に限
度がある可能性があるからだ。また、患者の多くが薬物療法を受けている可能性がある
ため、特別な配慮が必要だ。どのようなプレゼンテーションの方法を選んだとしても、
プレゼンテーションを行っている間は、Ｈ＆Ｉのメンバーが主導権を持つことが大事だ。

スピーカープレゼンテーション （ 長 期 施 設 に も 短 期 施 設 に も 適 し て い る ）

スピーカーミーティングでは、1 人から数人のＮＡメンバーが経験と力と希望を分か
ち合う。それによって、この病気の基本的な症状や特徴や、また、どうやってＮＡから
回復がもたらされたのかが伝わる。起こったことを、ただダラダラと話していても、聴
き手の心にはほとんど届かない。その時の気持ち、セルフイメージ（自己評価）、ター
ニングポイント、新たな気づきなどを分かち合うことにより、深みのある回復のメッセ
ージが運ばれる。さらに、この病気は進行性で、治癒することはなく、死に至るもので
あるという事実も伝える。
パネルプレゼンテーション （ 長 期 施 設 に も 短 期 施 設 に も 適 し て い る ）
これはスピーカープレゼンテーションに近いものである。だが、スピーカープレゼ
ンテーションの場合はスピーカー全員が同じテーマで分かち合うが、こちらは、各パネ
ルメンバーが、ＮＡでの回復に関するテーマを一件ずつ受け持って、そのことについて
分かち合う。前もって各人の担当テーマを選び、ＮＡでの回復についてさまざまな面で
の経験や情報が伝えられるようにする。
文献プレゼンテーション （ 長 期 施 設 に も 短 期 施 設 に も 適 し て い る ）
文献プレゼンテーションの場合、ベーシックテキストや、
「Narcotics Anonymous;
It Works: How and Why」、あるいは他の 12 ステップグループで承認されている出版
物から一部を選んで読み合わせを行い、それについてパネルメンバーが話をする。その
とき全員に文献を回して、パネルメンバーと一緒に読んでもらうようにすれば、最低限
度ではあるが、収容者にも参加してもらえる。その方法が最もスムーズに運ぶだろう。
ステッププレゼンテーション （ 長 期 施 設 に 適 し て い る ）
精神科あるいは触法精神障害者病棟でも、ステッププレゼンテーションのミーティン
グを行ってもよい。ベーシックテキスト、
「Narcotics Anonymous; It Works: How and
Why」、あるいは他の 12 ステップグループで承認されている出版物を使って、ステッ
プについて書かれたところを読む。次に、読んだところについてパネルメンバーが話を
する。大事なことは、そのステップをすでに実践したメンバーをパネルメンバーに加え
ることだ。このタイプのプレゼンテーションは、収容者の中に、かつてナルコティクス
アノニマスの回復のプログラムにつながったことがあるという患者がいる長期収容施
設などの場合、うまくいく。
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Ｈ＆Ｉ活動希望者の経験とクリーンタイムの条件
このような施設にメッセージを運ぶことは「サービスのなかでも特に慎重を期する種
類」のものだ。したがってＨ＆Ｉメンバーのなかでも特に経験のあるメンバーだけを選
んで参加させる。また施設側は、外部からの参加についてはかなり広範囲に及ぶ条件を
つけてくるのが普通である。したがって私たちの側では、施設の方針や制約について充
分すぎるほど熟知しておく必要がある。また、参加するＨ＆Ｉメンバーたちの安全が最
大限守られるよう、施設スタッフに配慮を求めてよい。
精神科／触法精神障害者病棟でパネルを行うリーダーのクリーンタイムの条件とし
ては 3 年、それ以外のパネルメンバーは 2 年という提案がある。これだけの時間のク
リーンタイムを要求している理由は、かなり慎重を期する活動の場であるため、心を広
く保つことができ、しかも、ＮＡの 12 のステップと 12 の伝統を徹底的に理解してい
るメンバーが必要だからだ。

その他の提案

１．
施設の規則の理解
２．
さまざまな状況に対応でき、ふさわしい方向に向かうことができる能力
３．
スタッフに協力できること
４．
だれかがＮＡを代表することはないものの、あなたが施設に行けば、あなた
がＮＡの代表者だという見方をされる。したがって、服装も行動もそれにふさわし
いものに。

精神科病院および触法精神障害者病棟での H&I 活動で
すべきことと、してはならないこと
Ｗ Ｓ Ｃ の H&I ハ ン ド ブ ッ ク の 中 の ガ イ ダ ン ス に 従 う こ と

精神科および触法精神障害者病棟の規則

【すべきこと】
合意事項のすべてを文書にしてもらう。
病棟に入るときは、一緒に行く人たちにも規則を明確にしておく。
いかなるときも、セキュリティ規則を守る。
セキュリティチェックに応じられるよう、早めに到着する。
自分たちの居場所をスタッフに常に知らせておく。
服装規定に従い、良識を働かせる。

パネルリーダーとメンバー

【すべきこと】
パネルメンバー、スピーカー、チェアパーソンは、慎重に審査して選ぶ。
保護観察期間中、あるいは仮釈放中のメンバーがこちら側にいたら、どのメンバー
がそうなのかを、施設や、保護監察官、仮釈放査察員に伝え、明らかにしておく。
精神科／触法精神障害者病棟、及びＨ＆Ｉコミティから出されているクリーンタイ
ムの条件を守る。
パネルメンバーは誰もが、ＮＡの回復のメッセージを明確に伝えられるように準備
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しておく。
パネルメンバーやスピーカーの人選は、Ｈ＆Ｉガイドラインに沿って行う。

文献

【すべきこと】
精神科／触法精神障害者病棟で行うミーティング用にＮＡ出版物を備えておく。
入院患者が参加できる、外部のミーティング案内を作成しておく。
Ｈ＆Ｉ活動に推奨されているＮＡ出版物を使い、出版物には地元のＮＡ問い合わせ
電話番号のスタンプを押しておく
施設に出版物注文用紙を渡し、施設として入院患者や収容者向けにＮＡ文献を備え
て頂けたらとお願いする。

精神科／触法精神障害者病棟でのミーティング

【すべきこと】
時間通りに始め、時間通りに終える。
ナルコティクス アノニマスは、精神科／触法精神障害者病棟とは別個のものであ
ること、ほかの 12 ステップグループとも別個のものであることを明確にする。
どのようなドラッグを使用したかに関わりなく、アディクトならだれもがＮＡの回
復を手にできることを強調する。

入院患者／収容者のミーティング参加

【すべきこと】
退院第一日目にＮＡミーティングに参加することがどれほど大切かを強調する。

パネルリーダーとメンバー

【してはいけないこと】
令状を受け取っていて、未決の状態にあるメンバーに、精神科／触法精神障害者病
棟のミーティングへの参加を許可すること。
禁制品や武器を施設内に持ち込むこと。
伝言や手紙を精神科／触法精神障害者病棟に持ち込んだり持ち出したりすること。
特定の収容者だけをえこひいきすること。
友人や家族がその精神科／触法精神障害者病棟に入院しているというＮＡメンバ
ーを連れていくこと。
派手な宝石を身に着けたり、法外な金額の現金を持ち込んだりすること。
みだらな言葉を使うこと。
ひとりだけでＨ＆Ｉ施設に行くこと。

病棟ガイドライン

【してはいけないこと】
無難な薬はどれかを論じること。外部の問題には意見を持たないことを忘れないよ
うに。
精神科／触法精神障害者病棟の決まりや規則、やり方、別の 12 ステップグループ
などのことで、入院患者や収容者やスタッフたちと論争すること。
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精神科／触法精神障害者病棟の事情について論じること。
精神科／触法精神障害者病棟のスタッフのことを入院患者／収容者と論じること。
入院患者／収容者のことを精神科／触法精神障害者病棟のスタッフたちと論じる
こと。
現在Ｈ＆Ｉメンバーとして参加している精神科／触法精神障害者病棟の入院患者
／収容者のスポンサーになること。
入院患者／収容者から金銭や贈り物をもらうこと。また、あげること。

ミーティングガイドライン

【してはいけないこと】
ミーティングの最初にあまりにも多くの文献を選んで、それを読むこと。彼らに集
中してもらうため、手短にシンプルに行う。
精神科／触法精神障害者病棟にいる人にあなた個人の住所や電話番号を教えるこ
と。
自分以外のＮＡメンバーの住所や電話番号をだれかに教えること。
本来そこに参加すべきでない人たち、たとえばスポンシーや、仲間や、ゲストなど
を連れて行くこと。
収容者にどういう罪を犯したか訊ねたり、有罪か無罪かを論じたりすること。
自分以外の人のアノニミティを破ること。
ＮＡの回復のメッセージを分かち合う際、「使っていたときのこと」ばかり強調す
ること。
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サンプルフォーマット
アディクトの
です。本日は
のナルコティクス アノニマ
スのＨ＆Ｉミーティングにようこそいらっしゃいました。
では、なぜ私たちはここにいるのかに、そして、まだ苦しんでいるアディクトのことに
思いを寄せながら黙想をし、つぎに平安の祈りを唱えたいと思います。
1. どなたか「アディクトとは？」を読んでくださる方はいらっしゃいませんか？
2. （自由選択）どなたか「なぜ、私たちはここにいるのか？」を読んでくださる方は
いらっしゃいませんか？
3. つぎに「12 のステップ」を読んでくださる方は？
4. 今回、はじめてＮＡミーティングに参加された方はいらっしゃいますか？ ようこ
そいらっしゃいました。
5. スピーカー／パネルメンバーとなるメンバーの紹介。
テーマの提案：
希望
恐れ
無力
怒り
どうにもならないこと
正直
変わること
やる気
開かれた心
バランス
受け入れること
今日だけ
分かち合いの大切さ
6. 終わりにあたっては、参加した人の名前を明かさないことと、ナルコティクス ア
ノニマスはどこまでも非職業的であることを参加者に再度促す。
7. 好きな祈りで終了する。

コミティの構造と機能

NA サービスの１２の概念
1. 私たちのフェローシップの第一の目的を満たすことを目的
に、NA グループは集まった。この一致は、NA 全体の代理
としてサービスを発展させ、整合させ、維持させるための機
構を作るためである。
2. NA サービスにおける最終的な責任および権限は、NA グル
ープに帰属する。
3. NA グループは、その機構が委された役割を遂行するのに必
要な権限をそのサービス機構に委任する。
4. ナルコティクス アノニマスでは、効果的な持続力を大切に
する。奉仕を委された僕（しもべ）を選ぶ際、統率力の質は
慎重に考慮されねばならない。
5. サービス機構に割り当てられた遂行されるべき一つ一つの
用務において、はっきりと意味付けられるべきは、ただ一点
の決定及び説明責任である。
6. グループの良心とは、私たちの決定に愛なる神の影響を招き
入れるためのスピリチュアルな媒体である。
7. サービス体の全てのメンバーは、それが決定した事項に関し
て重要な責任を負う。したがってその決定過程に、完全に参
加できなくてはならない。
8. 私たちのサービス機構は、私たちの誠実で効果的なコミュニ
ケーションにかかっている。
9. 私たちのサービス機構のすべての集団は、決断の過程におい
て全ての視点を注意深く考慮する責任がある。
10.
サービ体のいかなるメンバーも報復の恐れなしに不当
な扱いをされたことによる不平の原因を正すための請願を
することができる。
11.
NA の資金は、私たちの第一の目的を推し進める為のも
ので責任を持って取り扱われなければならない。
12.
ナルコティクス アノニマスのスピリチュアルな性質を
維持するということをかんがみて、私たちの機構は、奉仕の
性質を持つものであり、決して支配のものであるべきでは無
い。
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はじめに
H&I サービスの最終的なゴールは、通常の NA ミーティングに参加することが制限されたア
ディクトの誰もが、私たちの回復のメッセージを得ることである。私たちがこれを行うには、
強く結びつきがあり安定した H&I サブコミティが必要で、それにはローカルの NA コミュニテ
ィからのやる気のあるサポートが必要不可欠である。
H&I コミティはリージョンまたはエリアのサービスコミティの中のサブコミティであり、そ
れら自体は全ての事柄において直接の説明可能な責任を負っている。サブコミティは独立して
いるものではなく、それらは特定のニーズを提供するエリアやリージョンによって確立されて
います。サブコミティの予算、新しいガイドライン、活動報告などを適切なサービスコミティ
へ承認を得るために提示しなければなりません。
このセクションの重要な点の多くはエリア H&I サブコミティにおいており、H&I の活動がこ
れらの水準まで果たされるために、直接の調整と努力をこれまでしてきました。私たちは、い
くつかの異なる種類のエリア H&I サブコミティの構造を提示しています。それぞれローカルの
ニーズに最適なものを慎重に吟味して学習するべきです。それぞれのモデルを明確に提示し、
それぞれをフローチャートにして提供しています。もしそれらについてのいくつかの質問があ
りましたら、あなたのリージョンの H&I サブコミティまたは WSC H&I コミティはサポートす
ることが出来るでしょう。
様々な種類の H&I ミーティング・プレゼンテーションを、多くの年数を経験してきた中で、
最も効果的なものとして、私たちは「パネルシステム」をお勧め致します。H&I ミーティング
を特定の NA グループによって主催、または実施することは、フェローシップのサブコミティ
システムにおいて H&I サブコミティの十分な影響を超えてのミーティングや手に負えない活動
であればそれをお勧めできません。それによって、その後、H&I サブコミティの提供する H&I
の考慮すべき恩恵を失うことになります。これは多くの場合、コミュニケーションや一貫性に
問題が生じます。いくつかのグループは ASC が形成される前に H&I ミーティング・プレゼン
テーションを始めることを希望するでしょう。私たちはこのセクションの中で、このような状
況のためのガイダンスを提供していますが、これは ASC が存在しない場合のみに行うべきであ
り、いくつかの責任は、H&I サブコミティが形成された時点でそれを H&I サブコミティに引き
渡すべきです。
「パネルシステム」と「パネルフォーマット」は時々いくつかの混乱を招くことがあります。
「パネルシステム」とは、パネルプレゼンテーションを使用して、あなた達の H&I の活動を構
成する一般的なアプローチを指します。「パネルフォーマット」とは、プレゼンテーション用に
パネル構成を与える特定の方法を指します。
サブコミティが使用している「パネルシステム」は「パネルコーディネーター」が、施設と H&I
サブコミティの間のコミュニケーションが安心してうまく行われるように、いくつかの異なる
H&I の責務を監督する役割を有します。それぞれの H&I ミーティングはパネルリーダーまたは
パネルチェアを有し、それら自身にてミーティングに必要な全ての計画や準備をします。「パネ
ルメンバー」は参加したミーティングにて、回復についての分かち合いをします。様々な方法
をそのようなパネルシステムの中から使用することができます。
リージョンレベルでの H&I サブコミティは、エリア H&I サブコミティの援助として力を貸す
ことを第一として存在します。リージョンの H&I サブコミティは、エリア H&I サブコミティ自
身が、立場的なものを決定づけられていなかったり、活動をうまく行うことができていない場
合にそれらをすべきです。何度もエリアはリージョン H&I サブコミティに H&I 活動や問題に起
きた状況に対しての正誤やどのようにするのか？についての質問にふれることでしょう。これ
は、リージョン H&I サブコミティの持つ行動の利点であり、これまでのエリア H&I サブコミテ
ィの経験の分かち合いをまとめた貯蔵庫のようなものでもあります。
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さらに、このセクションでは WSC H&I コミティの情報も含まれています。もしあなた方が
もっとこのコミティについての情報を知りたいのであれば、これはあなた方にとって価値のあ
る資料となります。
どんなときでも、コミティの活動にとって重要なことは、チームワークとしての共同作業を
することです。フェローシップでの多くのメンバーの経験は、私たちのサービス活動の成功の
活力となり、サブコミティメンバー達のひとりひとりの能力がひとつになり、目的に向かう一
体性をみせてくれるでしょう。

エリア H&I サブコミティの目的
エリア H&I サブコミティは、H&I サービス業務の全ての中心的役割を行う。それは、地域内
全ての病院・施設・刑務所等へのメッセージミーティング及び活動を公表すること、コーディ
ネート、そして運営等である。このサブコミティは H&I サービスのプランニングと機関として
の中心である。
H&I コミティはエリアサービスコミティ（ASC）のサブコミティです。定期的に ASC へ全て
の問題を、説明可能な責任を持って委員長報告をします。サブコミティは安定した、H&I チェ
アパーソン（委員長）、H&I ヴァイスチェアパーソン（副委員長）、H&I 書記、その他の役員を
人選して選挙し、それら全てはフェローシップの中で関連したメンバーで構成されます。
下記はサブコミティの活動で何をするかを示しています。
1. 毎月の会議にて備蓄された経験を提供する「一人では出来ないが、みんなと一緒なら出来る。」
2. H&I サブコミティと ASC での承認を得るための H&I の方針やガイドラインを準備する
3. リージョンやワールド水準と同じような、ローカル H&I ミーティング・プレゼンテーショ
ンと H&I サブコミティとの間のコミュニケーションの連携を提供する。
4. H&I ミーティングを導いていけるメンバーを選択する。
5. 配給する資料、及びミーティングのための文献の供給先等、それらの取り扱いを ASC にて
処理する。
6. すべての施設との最初のコンタクトを取る際は、PI コミティと協力の中で行う。
7. 勉強会、ワークショップそして目的に関連したトピックを導く。
8. エリア内の全ての H&I 活動の中心的サービスの責任を担います。

エリア H&I サブコミティ会議の構成
H&I サブコミティの構図が出来上がりエリアでそれが決定したとき、まず最初のサブコミテ
ィ会議の日程を設定するべきです。全ての人が H&I の活動に興味を示すようにローカルのミー
ティングを通じてアナウンスすることで多くのメンバーを招きましょう。ASC にて、それまで
の間に推薦や立候補を募り、そしてサブコミティのための委員長を選挙します。
最初に結成された会議でのビジネスの順序はサブコミティのために直接設定します。もし、
ASC で委員長がまだ選ばれていないのであれば、エリアの ASR オルタネートがサブコミティ
の活動に責任を持って調整し会議を取り仕切るべきです。
それらはガイドラインの本質に従って行うことがサブコミティの発展のために非常に重要で
す。経験が、一人一人の責任というものを明確に示してくれ、安定したサブコミティを作って
いきます。ガイドラインのいくつかのサンプルは例として含まれています（リソースセクショ
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ンをご覧ください）さらに、近隣のエリアの経験によるガイドラインはいくつかの役立つ情報
を提供してくれるかもしれません。リージョンの H&I サブコミティまたは、WSO の H&I コー
ディネーターは、この目的の為の、多くの資料のコピーを持っています。
最初のサブコミティ会議の後、H&I ミーティング/プレゼンテーションと NA の回復のメッセ
ージを運ぶことを始める為の優先事項の準備をします。エリアのメンバーは以前から H&I の活
動をしていたかもしれないし、H&I サブコミティを立ち上げたこともあるかもしれません。う
まくいけば、それらのメンバーを含めて準備をできるでしょう。もし、それもない場合、その
後、それらのメンバーに連絡して参加してもらうことが望ましいでしょう。
それはゆっくり慎重に取り掛かるのがよく、あなたが、実際にどれだけのメンバーが H&I 活動
を通じて、従事できるかを確認し、サブコミティの体制が整い始めるまで、たくさんの H&I ミ
ーティング/プレゼンテーションを始めないほうがよいでしょう。多くの場合、この最初に集ま
ったメンバーのなかで、最初から意欲のある人は少ないかもしれませんが、時間をかけて増加
していくでしょう。

エリア H&I サブコミティ会議での議題
1.

まだ苦しんでいるアディクトのためのしばしの黙想

2.

平安の祈り

3.

１２の伝統の読み合わせ

4.

参加者の自己紹介

5.

前回の会議での承認事項などを要約して報告

6.

文献などの配布、購入支払いを含めた予算の支出等の報告

7.

H&I パネル

8.

H&I パネルリーダーからの報告

9.

これまでのビジネス報告（用務・サービスワーク）

コーディネーター（調整役）からの報告

10. 役員選挙（もし適切であれば）
11. 新しいビジネス報告（用務・サービスワーク）
12. 次回の会議日程を決める
13. 平安の祈り
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エリア H&I サブコミティ役員の責任
サブコミティ役員の責任は下記に示す、しかしそのリストはあくまでもひとつの基本的なも
のである。役員は多くの場合、記述された概要よりも更に多くの活動をする事になるでしょう。
サブコミティの成功は、よき役員の行動的なリーダーシップに専念することにかかっています。
A. 委 員 長 （ チ ェ ア パ ー ソ ン ）
1.

クリーンタイムは最低でも２年以上が求められる。

2.

会議を継続して運営すること。

4.

それぞれのサブコミティ会議のための課題の準備をする。

5.

全ての問題において伝統に遵守することを確実に行うようにする。

3.

6.

分かち合う課題の議論を保つこと。

H&I サブコミティとエリアサービスコミティの間の ASC への毎月の報告書を提出する
ことを含め、コミュニケーションの繋がりを維持する。

7.

それぞれのリージョン H&I サブコミティ会議に参加し、エリア H&I サブコミティへの

8.

サブコミティが施設に提供する全ての草案をパネルコーディネーターと共に作成する。

9.

H&I ミーティングにてパネルリーダーが H&I フェローシップについてのミーティング

活動報告書を持っていく。

の情報の紹介を他のエリアやフォンラインナンバー等の提示を維持できるように準備
しておく。

10. その他、ローカルの H&I ガイドラインによってそれ以外の責任もあるでしょう。
B. 副 委 員 長 （ ヴ ァ イ ス ・ チ ェ ア パ ー ソ ン ）
1.

クリーンタイムは最低でも 1 年以上が求められる。

2.

チェアパーソンをサポートし、スムーズな会議を進行させる。

3.

委員長不在の際、委員長代理として行動する。

4.

委員長の席が空席になる場合、新しい委員長が選挙にて選ばれるまで、また、ASC に
て承認されるまで、委員長としての役割を遂行する。

5.

その他、ローカル H&I ガイドラインによって、それ以外の責任を持つことになるでし
ょう。

C. 書 記 （ セ ク レ タ リ ー ）
1.

クリーンタイムは最低でも 1 年以上。

2.

それどれ毎月の会議の議事録をまとめること、記録すること。そしてそれらを次の会議
の前に事前にサブコミティメンバーに配布する。

3.

H&I ミーティング参加を希望する志願者メンバーリストの更新を保つ。

4.

全ての通信文及び議事録の、進行中のファイルの維持継続（保管）。

5.

その他、ローカル H&I ガイドラインによって、それ以外の責任を持つことになるでし
ょう。
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上記に書かれた役割による活動の影響を受け、彼ら自身の役職に付随するものによって、H&I

サブコミティのそれ以外の責任も出てきます。あなた方は、どれくらいの違う役職をサブコミ
ティとして提供が可能な数のメンバーがいて、どのようにサブコミティの構造を決めますか？
エリアの基本的な構造のフローチャートでのイラストが「リソースセクション」にありますの
で、これらを参考に選択できるでしょう。
D. 文 献 コ ー デ ィ ネ ー タ ー

1. クリーンタイムは最低でも 1 年以上。任期は 1 年。
2. 文献コーディネーターの責任は、サブコミティがメッセージを運ぶための、NA カンフ
ァレンスにて承認された文献を配給し、リーチングアウトや NA WAY などのコピーさ

れたものを、パネルリーダーに用意すること。会計などの説明責任を確実に行い、すべ
ての処理に対する記録をしっかりと行い、保管する。そして通常のサブコミティ会議に
て報告書を提出します。常に、パネルリーダーからの文献の要求に、慎重に対応し、サ
ブコミティが適切に文献を扱う為に予算を超えてしまわないように、文献の在庫を認識

しておくべきです。普段の監査は、会計記録を吟味し、文献の予算立てと、無理の無い
ように行うべきです。
パネルメンバー
集まりの中のすべての人が、H&I ミーティングを行うために、責任のあるパネルリーダーを
必要とします。パネルリーダーは施設での H&I ミーティング/プレゼンテーションにて、メンバ
ーの配置と数名のパネルメンバーと共に参加する。ここに記述されているのはこれらの役割で
す。
A.

パネルコーディネーター
1.

クリーンタイムは最低でも 1 年以上。任期は 1 年。

2.

パネルコーディネーターの責任は、施設の規則と H&I サブコミティの方針に合致し
た、ミーティング/プレゼンテーションを管理する。役割としては H&I サブコミティ

と特定の施設との連絡調整などです。パネルコーディネーターはただ一つの施設、数
カ所の施設、またすべての施設との連絡等の責任をサブコミティと共に活動するでし
ょう。これは H&I サブコミティの良心が必要とされるでしょう。いくつかのエリア

ではパネルコーディネーターの責任は、職務内容の影響で、委員長や副委員長（チェ
アパーソンやヴァイスチェアパーソン）など、その他の役員と兼任することもありま
す。これは小さなエリアではよくあることですが、あなた方が対応する施設の数が増

加していけば、役割を対応するパネルコーディネーターを更に選任することもできる
でしょう。（複数の選任が可能）
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B.

パネルリーダー
1.

クリーンタイムは最低でも 1 年以上。任期は半年。

2.

パネルリーダーは通常の H&I サブコミティ会議にて選ばれ、任期は６ヶ月にすべき
です。パネルリーダーはミーティングの様式をどのようなフォーマットを使うか決め
ることができます。

3.

パネルリーダーは、多くの場合、パネルメンバーリストから毎回の分かち合いのパネ
ルメンバーを、選択します。パネルリーダーの責任は、ミーティングの開始と終わり

の時間を厳守し、いくつかの問題点をパネルコーディネーターに報告するべきです。
その後、それらを、普段の H&I サブコミティ報告にて記載して提出します。
C.

パネルメンバー
1.
2.

６ヶ月以上のクリーンタイムかつ、意欲があり、経験と力と希望の分かち合いができ
ること。

これは H&I 活動において極めて重要な部分ですが・・メンバーの条件として、H&I
ミーティングにて彼らの経験と力と希望の分かち合いをすること。絶対にそれ以外の

3.

人々の特定の経験を話さない H&I 活動がベストといえます。

各エリアは H&I でメッセージを運ぶメンバーのために、いくつかの基本的な必要条
件を成長させるべきでしょう。フェローシップにおけるよき理解と、適切な方針は
H&I には必要不可欠です。書面での確認がパネルメンバーに期待されるものを概説し、
それによって発展することができるかもしれません。
（付録 A のサンプル参照、101
ページ）経験の浅いメンバーに対してのオリエンテーションは良いアイデアでもあり
ます。新しいパネルメンバーがミーティングに参加するときに、最初の１、２回はオ

ブザーバーとして見学する必要があります。パネルメンバーとしての役割をその状況
によって認識することができるでしょう。
4.

必要条件のクリーンタイムは、私たちが運んでいる回復のメッセージの真実性を保障
する重要なものであり、回復可能な病気であることを伝えられます。ですが、いくつ
かのエリアではより柔軟に最低限の要求されるクリーンタイムとして 6 ヶ月という
対応をするべきであるとしているところもあります。いくつかの施設は、クリーンタ

イムに対しての要求をしていませんが、私たちは回復のメッセージの一貫性を確保す
る為に、自分たちでこれらの基準を配慮する必要があります。また、一部の施設では
6 ヶ月以上のクリーンタイムを要求されますが、私たちもそれらに対応するべきです。
もし、エリアに十分な数のクリーンタイムのメンバーがいればそれらの責任を果たす
ことができるでしょう。

57

エリアサービスコミティやエリア H&I サブコミティが存在しないエリア
での H&I ミーティング/プレゼンテーション
ナルコティクス アノニマスの成長の過程として、ミーティングが始まっていく中で頻繁に起
こるのが過疎地のエリアや小さなコミュニティのエリアの問題です。多くの場合、それらは、
ASC や H&I サブコミティが存在しなかったり、試験的に出来上がったばかりであったり、参加
するにあたって、地形的な問題など編成が困難であったり、NA サービス構造が発展中で限定さ
れてしまったりします。そのような場所においても、情報が広まるのは非常に速く、H&I ミー
ティング・プレゼンテーションは始まります。施設などがローカルメンバーや NA ミーティン
グを見つけて要求してくるかもしれません。大抵の場合、そのエリアのメンバーは要求される
ことに責任を持ってその要求に全て答えようとするでしょう。そのような感じで H&I ミーティ
ングが始まります。次のページに、新しく小さなエリアでの構造についてのイラストをフロー
チャートで掲載しました（例１をご覧ください）
それは、H&I の責任に対して少数 の熱心なメンバーによって行われるのがほとんどです。私
たちは、1つ、またはそれ以上のH&Iミーティングをサポートの要求に合わせて毎週毎週、無理
をして行うことが結果として燃え尽きてしまう事例を数々見てきました。このような状況の中
では良識を持つことがH&I活動を可能にすることを忘れないで下さい。下記はいくつかの助言に
なります。
1.

2.

3.

4.
5.

6.

決して H&I サブコミティはひとりで活動しないで下さい。エリア H&I サブコミティが存在
しないエリアであっても、それぞれの H&I 活動は多くのグループの協力と努力によって活
動して下さい。思い出して下さい。「一人では出来ない。みんなと一緒なら出来る」という
ことを。H&I メンバーが単独で活動すると長く続けることよりも最終的に不都合が生じる
ことになるでしょう。
グループは責任を持てるようになってから活動して下さい。恐れずにちゃんと言ってほし
いことがあります。「申し訳ありません。ちょっと今の時点では私たちはそちらの施設に継
続してミーティングを提供することができない可能性があります。」と。あなた方の準備が
出来るまで付加的な責任を持たないようにして下さい。逆に無責任な結果を招くことにな
ります。
可能ならばいつでも他のグループの参加を得てください。おそらく週、または月単位で交
互になるかもしれません。リーチングアウトです。時折、可能な選択肢としては近隣のエ
リア、またはリージョンのからのメンバーよりサポートで参加してもらえることも可能と
なるでしょう。
これらのガイドラインを使って下さい。あなた方がここで多くの資源を見つけるのに役立
つでしょう。
もしあなた方があなた方自身の責任の持てる範囲を超えてしまっていることに気がついた
なら、その施設に出向き、しばらくの間ミーティングを継続することが出来ないことを伝
えて下さい。先方と対面してちゃんと向き合うことで、施設側も誠実な対応を理解してい
ただけるでしょう。
常に意識しておくべきこととして、H&I 活動をするにはエリア H&I サブコミティによるパ
ネルシステムがベストであるということです。出来るだけ早く ASC を編成するか、存在す
るそれらと連携して活動を行って下さい。
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例１
エリア H&I 委員長（チェア）

北部リーダー

南部リーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

州立病院

政府の施設

エリア H&I チェ

３名のパネルメン

アが月一回のス

バーが月に１回

ピーカーを提供

要求される活動が

北部地域のグル

南部地域のグル

厳しく、パネルチェ

ープからのパネ

ープからのパネ

アが存在しない場

ルメンバー

ルメンバー

合、３名の経験者で
それぞれ行う

これらはいくつかのバリエーションです。
1.

2.

上記の場合、チェアパーソンは、可能な限りこれらのパネルリーダーとして活動し、施設
とのコミュニケーションとしてのつながりを、責任を持って保つ。ヴァイスチェアパーソ
ンは文献供給係としての役割を担う。その他の責任としてはこれら二つをうまく分割しセ
クレタリーとしても活動する。
上記の場合、ヴァイスチェアパーソンは、パネルコーディネーターとして活動し、セクレ
タリー兼文献供給係も担う。
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リージョン H&I サブコミティ
強固で安定したリージョン H&I サブコミティは、エリア H&I サブコミティが問題的な状況に
なったとき、また不慣れな状況に遭遇したときに必要とされた場合、方向性や手引きを提供す
ることが出来ます。これが可能であることでエリア H&I サブコミティに必要とされリージョン
H&I サブコミティが必要不可欠なものとなります。一人では出来ないことも、共に行うことで
私たちの活動は可能となります。
この段階のサブコミティはいくつかの事務的なサービスを提供します。エリアの経験のため
の備蓄庫として、また、ワールドとエリア水準の間のコミュニケーションのつながりを提供し、
うまくいくための正確なサポートやアウトリーチサービスもできるでしょう。このコミティは
リージョナル サービス コミティ(RSC)のサブコミティです。
事務的なサービスは日本リージョンの中の病院や刑務所、その他の施設のリストを保管する
ことを含めて言及します。どの施設がどのエリアの H&I サブコミティによってサービスをサポ
ートしているかの記録も保管します。さらに、RSC H&I サブコミティは、エリア H&I サブコミ
ティが H&I 活動で用いるための資料などを、すぐに用意できるように保管しています。いくつ
かのリージョナル H&I サブコミティは、リージョンの中の H&I 活動の知識や意識を高め、強固
な一体性と増加の為に「リージョナル H&I ニューズレター」の提供をしているところもありま
す。リージョンの H&I サブコミティは、リージョンの PI と協力して、直接施設などに、NA に
ついての文献や文献のオーダーフォームを提供することもあります。
次に重要なリージョン H&I サブコミティの機能は、エリアサブコミティのための経験の分か
ち合いの場を提供するフォーラムの開催、ワークショップ・勉強会の開催です。これはいろん
な方法があるでしょう。通常の勉強会・フォーラム等は、定期的に開催される RSC 会議、コン
ベンションの前後に行われ、若しくは前もって場所と時間を、エリア H&I サブコミティの各々
が参加可能な日程を考慮して行われることもあります。ここで重要なことを忘れないで下さい。
リージョンのサブコミティはエリアサブコミティのサポートをすることが目的であって、結果
として、リージョンと各エリアの経験を無視して、学び合うことはできません。
リージョンサブコミティは、国内のアディクトにメッセージを運ぶ為に、様々なアウトリー
チプロジェクトに必要とされるでしょう。いくつかの経験としては、週末にかけて、様々な施
設へ遠征できるパネルメンバーの提供や、物理的に離れた地域へサブコミティメンバーを派遣
し、その地域のエリアサブコミティの安定する為や発展の為のサポートをします。もちろんそ
れ以外の様々な方法でのリーチングアウトもあるでしょう。ここで言いたいのは、リージョン
のサブコミティはサービスについての必要などんなことでもエリアに提供するということです。
リージョンサブコミティの４つ目の機能としては、コミュニケーションの繋がりを助けるこ
とです。ワールド水準で提供されている様々なコミュニケーションをエリアに直接伝え、それ
を分かち合い、置いていくことができます。リージョンのワークショップの議題や、勉強会は、
WSC H&I コミティから取得した情報をもとに、発展の支えとなるでしょう。
多くのリージョンは WSC H&I コミティが提供しているアイテムによって、H&I がフェロー
シップの中で出来上がっていくことをサポートします。WSC H&I コミティは個々のプロジェク
トやワークショップを支援することなどの活動をしています。WSC H&I はエリア水準の発展や
経験を H&I ニューズレターやその他のフェローシップの発刊物などでお知らせしています。ま
たは、ハンドブックなどの改訂を継続的に行っています。
あなた方のサブコミティ会議の議事録とあなた方が独自で使っているガイドラインを
WSO(H&I 宛)に送って下さい。この、世界中の H&I 活動で何が行われているか？という意識の
高まりはフェローシップに通じていきます。WSC H&I コミティは、世界中のリージョナル H&I
サブコミティへコミュニケーションのつながりの中で、資料や情報を提供しています。私たち
WSC H&I が独自で現段階で意思決定することは、H&I 活動で使う為の、新しい文献の作成、
「リ
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ーチングアウト」というニューズレターの配給に関する費用と、H&I サブコミティが行う H&I
の努力によって、フェローシップの中での必要な情報資源、それらを含む文献の配給に関して
のみになります。定期的に送って頂くリージョンのエリア H&I リポート（付録 B、124 ページ
でフォームを参照）によって、これらのプロセスにて、あなた方のリージョンの状況を確認し、
ナルコティクス アノニマスでは H&I に関する必要性や関心をより高めるために各エリアサブ
コミティに伝える取り組みをしています。
ワールド水準とエリア水準の両方のコミュケーションの循環を担う役割としても、リージョ
ン H&I サブコミティは存在します。
下記はリージョン H&I サブコミティの為のサポートとして、議題の例になります。
1.

まだ苦しんでいるアディクトのためにしばしの黙想

2.

平安の祈り

3.

伝統の読み合わせ

4.

参加者の自己紹介

5.

前回の会議での承認事項などを要約して報告

6.

文献などの配布、購入支払いを含めた予算の支出等の報告

7.

エリア H&I サブコミティからの報告

8.

旧議題

9.

役員の選挙（適切であれば）

10. 新議題
11. 議題についてのディスカッション・勉強会
12. 次回の会議日程について
13. アナウンス等
14. 平安の祈り

WSC H&I コミティ
ワールドサービス H&I コミティは、広範囲におけるフェローシップでの H&I の方針を明確にし、
世界中の H&I 活動と繋がっています。レポート及び定期刊行物は世界規模で発展し、ワークシ
ョップは様々な地域で、年間を通しての目標達成の為に保たれており、これらのレポートはフ
ェローシップ全体に配布されています。WSC H&I はワールドサービスオフィスと密接に連携し
て、新しい H&I サブコミティの編成を手助けし、孤立したエリアやリージョンの問題を克服す
る為に、直接エリアやリージョンと連携し、H&I ニューズレターを通じて、それらの経験の分
かち合いのためのフォーラムを提供しています。
WSC H&I コミティメンバーは、フェローシップの中の奉仕を任された僕として、最も経験豊
富な H&I メンバーが選ばれています。各リージョンはコミティの候補者プールよりメンバーを
指名するように求めています。WSC H&I コミティは、少なくとも４年間のクリーンがあり、３
年間の H&I 活動の経験があり、意欲があり、定期的のコミティ会議に参加することができ、積
極的にコミティのプロジェクトに参加する時間と資源があることが条件として要求されます。
リージョンはいつでも、適切である候補者を候補者プールへと指名することができますが、各
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リージョンからは同時に１名の候補しか選ぶことはできません。候補者は、コミティから参加
するのを制限されていない限り、フェローシップ内の他のサービスポジションを保持すること
ができ、H&I メンバーとして、また候補として衝突することはありません。コミティのガイド
ラインはこのセクションに含まれています。また、付録 B、125 ページでは、推薦フォームを
用意してあります。全ての候補は、リージョナルサービスコミティにて承認されていなければ
なりません。

ワールドサービス H&I コミティ
1995~1996 のガイドライン
1. 基 本 的 な コ ミ テ ィ の 目 的
このコミティの基本的な目的は H&I の活動の範囲内でワールドサービスカンファレンスの
公式決定を明確かつ正確に定義し、これらの決定に基づいて行動を開始、また調整するこ
とです。このコミティは自治権を持ちません。私たちはフェローシップの中の奉仕を任さ
れた僕であり、必要とされ任務が遂行されます。
WSC H&I コミティは、治療施設、矯正施設、刑務所、病院、デトックスセンターやリ
カバリーハウスの中へメッセージを運ぶための、個人、グループ、エリア、そしてリージ
ョンの供給源として行動します。そのゴールは NA の 12 の伝統を遵守しナルコティクス
アノニマスの通常のミーティングにアクセスすることが制限された人々へメッセージを運
ぶこと活動を助けることです。さらにコミティはフェローシップ外の組織や団体に対して
や、個々の最新の H&I の問題のための資源としての機能を果たすことが出来るでしょう。

2. コ ミ テ ィ の 機 能
WSC H&I コミティ（ガイドラインの目的の為のコミティとして示されます）は世界中の
H&I 活動と明確な H&I の活動方法、方針をフェローシップ全体につなげています。コミテ
ィは、その年ごとの目標を達成する為に、各地でのワークショップを継続し、適切なフェ
ローシップの刊行物を通じて配布する報告やその他の必要な出版物を作成しています。
WSC H&I コミティは、フェローシップからのリクエストに応じて、ワークショップや勉
強会をアシストすることができます。コミティは新しい H&I サブコミティの立ち上げをサ
ポートし、エリアとリージョン H&I サブコミティと直接コミュニケーションを取ることで、
孤立した状態を乗り越えることをアシストすることを努めます。さらに、コミティは H&I
ニューズレター「リーチングアウト」によって、リージョンとエリア内の経験の分かち合
いの場を提供しています。コミティは、H&I プロジェクトコーディネーターの活動を通じ
て、ワールドサービスオフィスによってこの活動をアシストされています。
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3. 議 決 メ ン バ ー
WSC H&I コミティの議決メンバーは、10 名で成り立っています。WSC H&I コミティへの
フェローシップ全体の参加を助長する為に、各リージョンから１名が選出され、同時にコミテ
ィの候補者プールで活動することができます。議決メンバーシップについては次の通りです。
A.

WSC H&I チェアパーソン：可否同数の場合は得票数。

B.

WSC H&I ヴァイスチェアパーソン : 議長の資格で行動する場合を除いて、投票す
ることができます。これはすべてのビジネス、選挙、ノミネートが含まれます。

C.

WSC H&I コミティに任命された WSB 評議員 : もし任命された場合は非投票メンバ
ーとなります。

D.

コミティは各リージョンでの H&I サービスでの能力を実証された知識と経験豊富な
メンバーで構成されます。これらのメンバーはリージョンの RSR を通じて、選ばれ
る条件を備えた候補者プールから選択・指名されます。これらのメンバーはコミティ
メンバーに課せられた任期を連続的に確保する為に、２年間の責任を担い努めるもの
とします。

E.

WSO BOD からコミティへ１つの非投票メンバーがいるでしょう。この人物はコミ
ティと WSO とコミティの間の情報のパイプ役として機能するでしょう。この人物は、
WSO 役員会の議長によって決定され活動するでしょう。

F.

投票参加者の３分の 1 の定足数の存在が、いずれの委員会の投票においても提示され
なければならない。定足数が満たされたときに不在者投票を送り投票メンバーが投票
することができる。不在者投票のための手順は次の通りです：指名または選挙で使う
ことはできません。その他不在者投票は書面でなければならず、WSO プロジェクト
コーディネーターがスケジュールされた会議の 1 週間前までに不在者投票の書面を
受け取っていなければなりません。

4. 議 決 メ ン バ ー の 条 件
A.

メンバーはフェローシップの間で最も良い影響を与え、積極的かつ経験豊富な H&I
サービス活動メンバーであるべきです。そして、最低でも 1 年の間に 1 度は WSC H&I
コミティ会議に出席しなければなりません。

B.

WSC H&I コミティメンバーとしてのクリーンタイムの最低条件は５年とする。クリ
ーンタイムのこの意義は、２年間のコミティメンバーとしての責任を遂行することを
保障するために必要であると考えられています。

C.

エリアまたはリージョナル H&I サブコミティにて３年以上の H&I 活動経験。

D.

各議決メンバーとしてコミティサービスにて２年間の責任を遂行する義務がありま
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す。コミティへの議決参加は、唯一その後の期間に選択されます（会議で選出された
チェアパーソンとヴァイスチェアパーソンと一緒に委員会に任命されている BOT メ
ンバーを除く）
E.

コミティの人はメールか電話のどちらかにて活動しなければなりません。

F.

NA の１２のステップ、１２の伝統、12 の概念、サービスの構造、H&I ハンドブッ
クの実用的な知識を実証しなければなりません。

G.

コミティでの奉仕活動を、責任を持って行う時間と能力を有するものとします。

H.

次のいずれかの状況が発生したとき委員会からの除名が必要です。
1.

リラプス

2.

前もってスケジュールされた会議にコミティ不在の通知ができない場合。

3.

コミティメンバーへ、委ねられた任務を、責任を持って果たせなくなった。

4.

フェローシップ資金の不正流用

5. 役 員 の 資 格 と 責 任
A.

委員長（チェアパーソン）

1.

現在のコミティから推薦されるべきである。

2.

クリーンタイムは最低５年以上。

3.

エリア、リージョンまたはワールド水準の H&I 活動を最低４年以上していること。

4.

議長は基本的なやり方として、全てのコミティ会議にてロバート議事法の一般的な理
解を持ち、カンファレンス報告書とカンファレンス議事録に含まれるフェローシップ
での報告の準備をする。

5.

すべての活動にて適切かつ、迅速なコミュニケーションをコミティで確実に行い、コ
ミティメンバーと定期的にコンタクトを取るように努める（すなわち、コミティの議
事録を送り出し、他のメンバーの協力を得て任務を遂行する。

6.

ヴァイスチェアパーソンと BOT メンバーと共に予算を準備し、コミティを通じて、
各 WSC カンファレンス年度にて承認を得る為に提示する。

7.

コミティ会議の為にヴァイスチェアパーソンとビジネス議題を準備する。

B. 副 委 員 長 （ ヴ ァ イ ス ・ チ ェ ア パ ー ソ ン ）
1.

クリーンタイムは最低５年以上。

2.

現在のコミティから推薦されるべきである。

3.

エリア、リージョンまたはワールド水準の H&I 活動を最低 3 年以上していること。

4.

すべての特別委員会の委員長は、その委員会の活動に関する定期的な報告書を提出す
ることを考えて、委員長と緊密に活動し、臨時コミティの活動をコーディネートする。

5.

チェアパーソンの手が空いていないとき、委員会の議長を努める。
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6.

WSC より承認される為の予算を、チェアパーソンと BOT メンバーが提出する準備の
サポートを行う。

C. レ コ ー デ ィ ン グ セ ク レ タ リ ー （ 書 記 ）
1.

各 WSC H&I コミティ会議にてプールメンバーより、委員長が任命する。

2.

プールメンバーが存在しない場合を除いて、議決メンバーはレコーディングセクレタ
リーとして任命されるべきではない。

3.

全くプールメンバーが存在しない場合、WSC H&I ヴァイスチェアパーソンは、レコ
ーディングセクレタリーの職務を努める。

4.

責任 : WSO H&I プロジェクトコーディネーターに変わって、間違いの無い議事録を
取る。

6. 委 員 長 と 副 委 員 長 の 推 薦 の 方 法
A.

候補者は投票が行われている間は部屋を出なければならず、投票権をもっていません。

B.

WSC H&I コミティチェアパーソンとヴァイスチェアパーソンの為の候補者は、残っ
ている投票メンバーからの投票の過半数を受け取ることによって選ばれます。投票は
挙手によって行われます。

C.

一人が過半数を受け取るまで、２人以上がノミネートされている場合には、投票数が
最も少ない候補者は手続きから削除されます。選択されていない候補者は投票する部
屋に戻ってもよい。

7. メ ン バ ー の 任 期
A.

メンバーシップの期間は、メンバーになって最初の会議に参加したときから２年間と
する。

B.

チェアパーソンまたはヴァイスチェアパーソンの任期を努めた後、そのメンバーは投
票メンバーとして WSC H&I コミティに復帰しない場合があります。

8. 推 薦 要 員
A.

それぞれのリージョンから１名がノミネートできるでしょう。

B.

適任な候補者がコミティのリーダーシップにより、推薦要員に配置されます。

C.

ノミネート期間は４年と限られます。

65

9. メ ン バ ー 要 員
A.

メンバー要員は投票権の無いメンバー10 名に限られています。

B.

メンバーの任期は 3 年に制限されています。

C.

適任なメンバー要員は、要員に空きが生じたときに直接選挙によりコミティに配置さ
れます。チェアパーソンまたはヴァイスチェアパーソンは彼らが推薦を受け入れるか
否かを確認する為に予期されるメンバー要員に連絡をします。メンバー要員は居合わ
せる必要はありませんが、書面にてサービス経験と意欲を述べる必要があります。

D.

選出される為には、メンバー要員は投票メンバーに推薦された条件を満たしている必
要があり、少なくとも 1 年のメンバー要員として役立っていなければなりません。考
査されるべき点は、要員としての時間の長さ、臨時サブコミティチェアパーソンから

E.

の推薦、そして活動記録に記録された情報から得られます。

議決メンバーの選出手順の定義は次の通りです :

すべての候補者が対象となりますが、コミティからの質問を考慮し、その後部屋を退
出します。それぞれの議決メンバーはコミティの空き議席があるだけ、できるだけ多
くの候補者のために投票することでしょう。過半数の投票が示された場合、その票を
うけた候補者（複数）は、投票によって選出されたとして、会議に再度戻されます。
任意の空き議席（単数または複数）が残っている場合、同じプロセスがもう一度繰り
返されることになります。残りの空き議席は、次回のスケジュールされた会議にて補
填することができます。
F.

メンバー要員はコミティでの投票権を持っていませんが、議長の判断にて投票権を持

G.

各メンバーは最低でも年 1 回は WSC H&I コミティ会議に参加しなければならない。

H.

メンバーは、コミティのリーダーシップによって、次の理由にて、要員から削除され

てる場合があります。

ます。

1. リラプス
2. コミティ任命を果たすことができなくなった。

3. フェローシップ資金の不正流用。
I.

プールメンバーは投票メンバーシップを埋める為に、WSC で毎年選出されます。議
決メンバーの選挙はリージョンで選ぶのではなく、自動的に候補者メンバーはメンバ
ー要員に移動しその中で選ばれます。

10. 現 任 の 活 動 メ ン バ ー (RAM S) Recently Active Members
継続的な提案の遵守；メンバーは WSC H&I コミティに勤め、まだ臨時サブコミティ委員
会であり、それに参加することをコミティ会議の議事録にて受け取り、希望したときに、
彼らは現任の活動メンバーリスト上に配置されることになります。WSC 中に開催された年
次会議では、このリストは改訂されます。メンバーは昨年も貢献している場合、リスト上
に残されます。記載されている（名前、住所、電話番号）が資格メンバーとして選択され
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るでしょう。現任の活動メンバーはコミティのセッション中に票を持っていませんが、チ
ェアパーソンの裁量にて投票権を持てる場合があります。
11. 臨 時 の サ ブ コ ミ テ ィ 委 員 長
A.

WSC によって任命された臨時の H&I 委員長

1.

議決メンバー

2.

コミティ全体においてやる気を持って活動する。

3.

コミュニケーション能力

4.

やる気を持ち積極的に参加し、リージョンやエリアサービスとコミュニケートできる。

B.

サブコミティの、目的、目標、要件、および方向性をしっかり理解し責任を持ってサ
ブコミティメンバーをアシストする。必要に応じて任務を割り当て、他のサブコミテ
ィメンバーの向上にコミュニケートし、さらに WSC H&I チェアパーソンと WSO
H&I プロジェクトコーディネーターとのつながりも持つ。

12. 意 見 協 力 の 構 成 と は
A.

意見協力は臨時任務の完了への積極的な参加である。

B.

コミティ会議間の意見協力、口頭、若しくは書面のいずれかで受け取られることは、
WSO のプロジェクトコーディネーターによって書面にて受け取られるまで考慮され
る意見協力ではない。

C.

カンファレンスセッションへの出席で、臨時サブコミティのワーキンググループ積極
的な参加は意見協力となされます。臨時チェアパーソンは責任をもってこの意見協力
の記録を行います。

13. W SO H&I プ ロ ジ ェ ク ト コ ー デ ィ ネ ー タ ー
WSO H&I プロジェクトコーディネーターはコミティの議決メンバーではありませんが、彼
らはコミティに機能において必要不可欠はパートを担っています。WSO H&I プロジェクト
コーディネーターはコミティに大量な H&I の知識と経験の資源を持ち、貢献することがで
きます。
WSO H&I プロジェクトコーディネーターはこのコミティによって作り出された管理上
の日々のニーズを扱う責任を負っています。彼らがワールドサービスオフィスで中心的な
H&I アーカイブと情報ファイルの維持を行うことで、必要とされる総合的な支援を提供で
きるようになります。WSC H&I コミティ活動にて彼らの知識と経験は、現在と過去、特に
コミティの年次再編成中の引き継ぎにおいて、H&I 活動の継続にとって必要不可欠のさま
ざまな種類の情報を提供します。

Ｈ＆Ｉ コミティ勉強会
＆Ｈ＆Ｉワークショップ
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Ｈ＆Ｉコミティ勉強会

＆

ワークショップ

コミティ勉強会
Ｈ＆Ｉコミティ勉強会の目的は、病院や施設などですべきことについて、フェローシップの
中のメンバーを指導・教育することです。コミティ勉強会は、ＮＡメンバーが、通常のＮＡミ
ーティングに自由に通うことができないアディクトへメッセージを運ぶために、ＮＡメンバー
を養成し準備するためのひとつの方法です。私たちは勉強会をすることによって、他のＮＡメ
ンバー全体の経験からの助けを得ることができるでしょう。
私たちの最も大きな唯一の参考となる資源はＨ＆Ｉ（病院と施設）ハンドブックです。それ

ぞれのメンバーがハンドブックを取得し、それを学び、Ｈ＆Ｉの役割を行うことをお勧めいた
します。それはＨ＆Ｉについて学習するために重要なツールであり、勉強会のための基礎を形
成します。

ほとんどのエリアでは、このハンドブックの 52-53 ページ「コミティの構造と機能」のセク

ションで説明されている通り、いずれの個々のメンバーもエリアＨ＆Ｉサブコミティを通じて
Ｈ＆Ｉのサービスに参加しております。ですから、Ｈ＆Ｉについてメンバーに教育するために

Ｈ＆Ｉ勉強会を実施することはエリアＨ＆Ｉサブコミティの責任でもあります。それに参加す
ることで、メンバーが適切にＨ＆Ｉメッセージを伝える方法を学ぶことができます。
「では私たちのメッセージとは何だろう？それは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メッセージだ。私たちのメッセージは希望であり、そして自由を約束
するものだ。結局、私たちの第一の目的はまだ苦しんでいるアディクトにメッセージを運ぶこ

と以外ありえない。私たちに与えることができるのはそれだけなのだ。」Ｈ＆Ｉのサービスに関
しての新たな問題が絶えず発生しているのであれば、勉強会は定期的に行われるべきであり、
そこにはすべてのパネルメンバーが参加することを求めます。それらはさらに、リージョンと
マルチリージョンにて毎年開催することをお勧めします。

勉強会の利点の一つとして、Ｈ＆Ｉの正しい行い方のより良い理解をＮＡメンバーが学習に
よって得ることができるということです。勉強会はさらに、Ｈ＆Ｉメンバーを維持するために、
更新されたＨ＆Ｉに関する資料、プロジェクト、そしてパネルプレゼンテーション以外のＨ＆
Ｉのサービスの興味を引き起こすことなどを報告し、議論します。
メンバーが、臨時特別委員会役員、またはパネルプレゼンターとして勉強会に関わるように

なると、彼らはＨ＆Ｉの多くの側面の明確な理解と成長をし、明確で一貫したＮＡメッセージ
を運ぶことにより有望になり、自信を持つようになります。
それによって彼らが頻繁に行われる勉強会を実施する際にも臨時特別委員会役員として行う

ことも容易になります。定期的な勉強会は簡単な様式を設定することができます。他のメンバ
ーの経験は必要なサポートを提供する際に引き出すことができます。私たちは１２の伝統を守
らなければならないため、勉強会のサポートとして一緒に働くことは、１２の伝統を明確に理
解することができます。このサポートはＨ＆ＩメンバーはＮＡのフェローシップへの責任を果
たすだけでなく、いまだ苦しんでいるアディクトにも役立ちます。
Ｈ＆Ｉ勉強会は参加者の個人の回復にもプラスの影響を与えることができます。これらのイ

ベントのひとつでＨ＆Ｉの仕事にてスピリチュアルな原理（正直さ、心を開くこと、やる気と
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いう原理）に基づく経験の分かち合いを私たちの業務の全てにおいて使うように努め、寛容さ

と意欲がＨ＆Ｉの仕事にも適用されると、同様に原理が動作することになります。このタイプ
のイベントは、私たちの新しいメンバーにもＨ＆Ｉを理解する機会を提供することができ、彼
らの回復の重要なプラスの要素として機能します。多くのメンバーがフェローシップの中での
交わりに希望と実用性を見つけた場所としてＨ＆Ｉがあります。この種のイベントでは、私た
ちは他の人に対して希望を渡す機会があると言えます。

コミティ勉強会のための準備
以下の提案がコミティ勉強会のための準備として役立つことと言われています。
1

勉強会を企画するにあたり必要な活動などを調整するためのＨ＆Ｉサブコミティの有志を
募り、また適切な他のサブコミティと協力をします。

2

適切な会場を選択します。

3

イベントをコーディネートするために他のすべてのサブコミティとの機能の競合を避ける
ためにエリア or リージョンの今後のイベントのカレンダーを確認してください。

4

近隣の広報（ＰＩ）サブコミティと連絡を取ります。Ｈ＆Ｉ勉強会はＰＩサブコミティのメ

ンバーと協力し合って開催されるべきである。両方のメンバーがそれぞれの活動や機能につ
いての十分な情報を知らせ合うことで良い結果となる。

5

適切な予算を準備します。（９ページを参照してください）

6

フェローシップの中のローカルミーティングでのアナウンスやサービス構造を通じて開催
をお知らせする。

7

適切なフォーマットを準備してください。（19、32、45 ページを参照してください）

8

会場準備と会場後片付けのためのボランティアメンバーのリストを作成してください。

9

スピーカー及びディスカッションや質疑応答をリードするのにふさわしいメンバーを選択

します。エリアやリージョン外のメンバーやＷＳＣのＨ＆Ｉメンバーに尋ねることは多くの
利点があります。詳しくはＷＳＯのＨ＆Ｉプロジェクトコーディネーターにご連絡ください。

10

「塀の中へ」「リーチングアウト」「Ｈ＆Ｉハンドブック」またその他の適切なＨ&I

に関する資料の可能な範囲でのコピーなどを作成しておくこと。

コミティ勉強会のために提案するトピック
パネルディスカッションは、多くの場合、ＮＡの経験や知識を共有することが可能なもっと
もふさわしいメンバーが引き受けます。以下はいくつか提案されているトピックです。
1

Ｈ＆Ｉコミティの機能、目的について、ワールドサービス、リージョン。エリアの役割と機
能など（Ｈ＆Ｉハンドブックの各セクションを参照して）

2

Ｈ＆Ｉエリアサブコミティのパネルシステムについて

3

Ｈ＆Ｉサブコミティの目的

4

病院や施設の職員に対しての一番最初のプレゼンテーションを含め、どのようにＨ＆Ｉミー
ティング/プレゼンテーションを始めたらよいか？
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5

H&I の仕事の中での１２の伝統の適用

6

フェローシップの中でのサポートと参加を増やしていくには？
A,

サインアップシートがすぐに利用可能であるべきである。

B,

個人のＨ＆Ｉの経験のディスカッション

7

治療施設でのＨ＆Ｉミーティング/プレゼンテーションの導き方

8

矯正施設でのＨ＆Ｉミーティング/プレゼンテーションの導き方

9

Ｈ＆Ｉサービスの中で「すること」「しないこと」

10

リージョンＨ＆Ｉサービスの歴史

11

なぜ、Ｈ＆Ｉミーティングが必要なのか？

12

Ｈ＆Ｉミーティングのための方法の選択

13

新しいＨ＆Ｉミーティングの経験

14

施設との関係

15

思春期のメンバー対象のＨ＆Ｉミーティングのやり方

16

ミーティング以外のＨ＆Ｉサービスの提供

17

ＮＡのメッセージを配って

18

Ｈ＆Ｉのサービスについての質問

上記に加えて、Ｈ＆Ｉサブコミティは必要に応じて、改訂された最新のＨ＆Ｉハンドブック
のそれぞれの各セクションについて議論するのがよいでしょう。

更にまた、個々のエリアはそのエリアに影響を及ぼし、対処する必要のある問題を持っている
ことでしょう。これは小規模、もしくは、新しいエリアで特に言えることです。これらの詳細
については、このＨ＆Ｉハンドブックの「コミティの構造と機能」のセクションを参照してく
ださい。

以下は NA 勉強会のための一般的なフォーマットです。これは地域の必要性や慣習に合わせ
て修正することもできます。いくつかの方向性を求めている人々のために、ここに提示しまし
た。

コミティ勉強会の議題
1

ミーティングを始めるにあたり、暫しの黙想と平安の祈り

2

12 の伝統の読み合わせ

3

委員長からの挨拶及び本日の内容
A, 話し合われる内容の説明
B, 私たちの地域でのＨ＆Ｉサブコミティが懸念する事柄
C, スピーカー者の紹介

4

質疑応答。または各トピックの続き

5

閉会の祈り
時間の許す限り、それぞれのトピックを詳しく補足したり、時間が足らないときなどは、い

くつかのセクションに分け、それぞれいったん中断し、別の会に持ち越すようにするとよいで
しょう。
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ワークショップ
用語「ワークショップ」と「勉強会」は、多くの場合、同じような意味で使われることがあ
りますが、フェローシップの中での経験からは、それらがそれぞれ別々の使い方や目的を持っ
ていることを示しています。

ワークショップの形式は勉強会とは異なっています。実際のワークショップは、この用語が
示す通り、特定のトピックやプロジェクトを作業しているメンバーがこの場で行うような、全

員参加型の作業になります。ワークショップは、多くの場合、問題を解決するための詳しい方
法などを要求されたサブコミティ会議にて問題が提起された後に行われます。
定期的にスケジュールされたサービス会議、または勉強会として行われたワークショップで

は、通常、特定のトピックや具体的な目標を持っており、やり方などを高度に構造化すること
ができます。時間の割り当ては通常、進行中の仕事や話題のために作られます。その構造では、
議長、副議長、セクレタリーを利用してもよいとします。

ワークショップが特定のイベントとしてスケジュールされたとき、それは成功して提案され

た規則等の変更の再検討、特定のコミットメント（委員会への付託）の必要性、継続的なコミ
ットメントの問題、またワールドサービスカンファレンスにアイテムを提示する必要性を検討
するために用いることができます。

ワークショップの議題
1

始まりの平安の祈り

2

12 の伝統の読み合わせ

4

実際のワークの終了

5

終わりの平安の祈り

3

委員長は資料の紹介、及び手順や進め方について説明する。

コミティ勉強会＆ワークショップのためのガイドライン
1

エリア、またはリージョンのＨ＆Ｉサブコミティは、フェローシップにおける地域の懸案事
項としてワークショップや勉強会の必要性を判断します。

2

エリア、またはリージョンのＨ＆Ｉサブコミティは次の職務を行うために臨時特別委員会を

策定します。

A. 場所を確保します。
B. 曜日、日時、時間などを選択します。

C. ワークショップ、または勉強会の経費を算出し、予算を準備します。
3
4

臨時特別委員会は、承認を得るために、エリア、またはリージョンのＨ＆Ｉサブコミティに
戻り、これらの情報を報告します。

エリア、またはリージョンのＨ＆Ｉサブコミティは、承認を得るために、ＡＳＣまたはＲＳ

Ｃに、これらの情報を報告します。
A. もし、エリア、またはリージョンのサービス委員会がこのワークショップ、または勉強

会を承認しないことを決定した場合、Ｈ＆Ｉサブコミティは、最初からやり直す必要があり
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5

ます。

もし、エリア、またはリージョンの委員会がこの申し出を承認した場合、その後に、Ｈ＆Ｉ

サブコミティはワークショップまたは勉強会の実行するための作業に取り掛かることがで
きます。

考慮すべき事項
1 エリア、またはリージョンのＨ＆Ｉコミティにて、ワークショップや勉強会が必要であると
感じられるとき、最優先は資金を調達することではない。それはＨ＆Ｉサブコミティの現状
を見て把握した上で（Ｈ＆Ｉの問題、Ｈ＆Ｉプロジェクトの継続、文献の見直し確認などを
行ったりする）教育、その他を行う。

2 ワークショップや勉強会をスケジュールする際に、可能な限り、ローカルや近隣のエリアの
メンバーが参加したり、関わったりしていただくために、他のエリアのイベントと同時に予
定されていないかなどを慎重に考え確認してください。

3 あなた方の開催するワークショップや勉強会に他のエリアやリージョンのＨ＆Ｉサブコミテ
ィのメンバーが関与するようにしてください。（自分たちのエリアだけで行わない）

ワークショップ/勉強会開催のための予算請求のＡＳＣ／ＲＳＣへの報告
１、リージョンや他のエリアのＨ＆Ｉサブコミティとローカルのフェローシップメンバーへ、
チラシを作成して情報をお知らせする。
２、会場の賃貸料及び予約

３、軽食を提供するための費用
４、可能な範囲でのリージョンや他のエリアからのスピーカーの旅費や宿泊施設の返還費

リソース

セクション（資料）

このセクションでは、NA のフェローシップにて使用されているローカルの H&I
ガイドラインをもとにサブコミティ ガイドラインを提供しています。あなたた
ちのコミティは、これらをローカルの求めるものや状況に合わせて変更するこ
とができるでしょう。これらはいくつかのコミティの方向づけになるようにと
提供されています。

※これらの資料を参考に、各コミティで作成する場合には、エリア名、コミテ
ィ名、更新日時を、その都度、明確に記載しておくことをお勧めします。

73

サンプル

１

エリア H&I サブコミティ
（フローチャート

ガイドライン
例 B）

定義と目的

エリア・サービスコミティの H&I サブコミティは、概念「病院や刑務所にい

る、回復を探し求めているアディクトが、私たちからの必要なサービスを受け取る前に、良き
生き方を見つけるチャンスを得られずに死んでいくことのないことを確実にする」を信じるナ
ルコティクス アノニマスの、男性と女性のメンバーによる集まりです。
この概念をいつでも私たちの第一の問題にするべきである。アディクトが滞在している刑務
所や病院、回復施設へ回復のために手を差し伸べるとき、ナルコティクス アノニマスは、これ
らを請け負うことができるでしょう。
このコミティは

エリア・サービスコミティのサブコミティであり、このコミテ

ィの役割を直接行います。
H&I サブコミティの機能

A. H&I メンバーたちによって、全ての施設に文献が提供されることと、メッセージを運ぶこと。
B. 毎月のビジネスミーティングを運営すること。
役員

H&I 役員会の役員は、委員長、副委員長、および書記にて成り立っています。
いくつかのサブコミティの役員、またはメンバーはリラプスすることで自動的に、サブコミ
ティから取り除かれます。サブコミティ役員は、除籍後、２ヶ月間の H&I サブコミティ会議に
出られません。
辞任後のケースとして、副委員長は自動的に、ASC によって委員長が選ばれるまで、委員長
の役割を引き受けます。
副委員長がその役割を引き受けることができない、または除籍された場合、ASC にて委員長
が決まるまで、エリアの副委員長が H&I 委員長として活動することができるでしょう。書記が
除籍された場合、その翌月またはフェローシップの中から該当者が見つかるまで、そのポジシ
ョンを保留することができます。
役員の責任と資格

A. 委員長は１年のクリーンタイムを持っており、それに加えて、最低でも６ヶ月以上の H&I
活動をしていることを提案します。委員長は定期的に行われている（毎月）ASC によって
選ばれ、ガイドラインに従って１年の任期を任されます。委員長の責任と役割として、以下
に示します。
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1. サブコミティ会議の前に、サブコミティによって速やかに処置された問題を持参する。
2. サブコミティのためのオーダーや規定を伝える。
3. エリア・サービス コミティ会議に参加
4. リージョナル H&I サブコミティ会議に参加
B. 副委員長は、最低でも１年以上のクリーンタイムを持ち、加えて、半年以上の H&I 活動の
経験が求められます。副委員長の役割として以下に示します。
1. 委員長が欠席したイベントにて、委員長の責任を引き受ける。
2. 活動において、H&I ミーティング/プレゼンテーションのコーディネートを、パネルコーデ
ィネーターとしてサポートする。
3. すべてのパネルリーダーへの H&I ミーティング/プレゼンテーションを行うための適切な資
料を持ち、文献供給係としての活動を請け負います。
C. 書記は最低でも１年のクリーンタイムが求められます。書記の役割として以下に示します。
1. すべてのサブコミティ会議の議事録を作成する。
2. これらの議事録をコピーし配布する。
3. すべてのサブコミティメンバー名簿（住所や電話番号）を保管する。
4. すべての病院、矯正施設、そして回復施設のガイドライン、ルールや規定を保管する。
D. H&I パネルリーダーは最低でも１年以上のクリーンタイムを持ち、６ヶ月以上の H&I 活動
の経験が求められます。パネルリーダーの役割として以下に示します。
1. H&I ミーティング/プレゼンテーションにパネルメンバーを招き、基本的には、ミーティン
グを導くために必要なすべての事柄を行います。
2. パネルコーディネーター（副委員長）と常に連絡を取り合い、ミーティング/プレゼンテー
ションでの参加者の幾つかの問題を報告します。
3. H&I ミーティングの報告書を作成し、それぞれの H&I サブコミティ会議用に、H&I サブコ
ミティに渡します。
4. H&I ミーティング/プレゼンテーションのための、不足している幾つかの用品を用意します。
（例：

文献、リーチングアウトなどのコピー、その他配布物）

E. H&I パネルメンバーは最低でも６ヶ月のクリーンタイムを持ち、活動に対してやる気を持っ
ていることが求められます。彼ら/彼女らは、H&I サブコミティによって承認された上で割
り当てられ、施設の必要性に応じ明確にしなければなりません。H&I パネルメンバーに要求
されるものを以下に示します。
1. H&I ミーティング/プレゼンテーション フォーマットをよく理解していること。
2. 施設の規則と H&I サブコミティをよく理解していること。
3. ナルコティクス アノニマスの回復のメッセージの分かち合いができること。

上記のいずれの役職の資格を得るためには、H&I メンバーは H&I 会議に参加し、これらのサー
ビスへのやる気をサブコミティに伝えなければなりません。
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全般的な情報

A. H&I サブコミティのメンバーは、リラプスすることによって、H&I 活動の一切を自動的に不
適合とされ剥奪されます。しかし、その後、彼/彼女らがガイドラインに適した要求を再び
満たすことができた場合、サブコミティとしての資格を再び得ることができます。H＆I サ
ブコミティの目的のために、クリーンでいることは必要不可欠であり、完全にすべての薬物
から離れていることは、はっきりさせなければなりません。
B. メンバーは、これらの条件に適応しない場合、また、のちにサービスを提供している施設の
規定や規則に適さないとみなされた場合、その他の条件に当てはまることがあった場合に、
自動的に H&I サブコミティの任務から外されることになるでしょう。
C. 通常、H&I サブコミティのサポートによって実施されるナルコティクス アノニマスのミー
ティング/プレゼンテーションは、直接 H&I サブコミティ、または委任されたリーダーによ
って監修される場合を除いて、いずれの施設においても開催してはなりません。この任務は
サービスが提供されている施設に承認されていなければなりません。
D. 専門家、またはボランティア活動家として施設において活動しているメンバーは、その施設
でのメッセージを提供するアディクトのパネラーとして参加するべきではありません。この
意図としては、葛藤を招くことによって生じる結果による、以下のそれぞれに対する被害を
取り除くためです。(a)収容者、および内部の患者、また(b)サブコミティが施設内部へメッ
セージを運ぶことの活動能力と権限。これらと同じ理由から、H&I メンバーは、影響を及ぼ
すであろう、いずれの施設、裁判所、および病院での裁判官、医師、保護観察官、および更
生保護委員会の役員に干渉しません。さらに、H&I メンバーは、雇用、仮釈放、保護観察、
および医療的問題に関して、意見や約束を持つことをしません。私たちは、ナルコティクス
アノニマスのスピリチュアルなプログラムを通じて、アディクションからの回復のメッセー
ジだけを運びます。もちろん、これらのメンバーは、それ以外の施設へパネラーとして参加
することができます。
E. それぞれの施設で要求されるクリーンタイムの長さは、すべての H&I パネルリーダーによ
って厳密に保持されるべきです。
F. 極端なののしり言葉や、いかがわしい体験談などを分かち合うことは、すべての施設当局に
よって厳しく禁じられており、H&I サブコミティによってもかたく禁じられています。
G. 保護観察中の H&I サブコミティのメンバーが、 H&I サブコミティによって参加を受け入れ
られ、いずれの施設において H&I ミーティングに参加する場合においては、該当する施設
に関係する司法役員の権限による適切であるという承認および、サブコミティによる明示を
行い、承認されていなければなりません。
H. H&I パネルメンバーはそれぞれの施設での行動に責任が伴います。そのために彼らは事前に
提供されている施設での規則に対しても責任を持たなければなりません。
I.

これらに前述された事柄を含め、別々の施設の特別な条件に沿って編集した指示書をそれぞ
れ作成し、すべてのパネルメンバーに対して、それらの個々の施設に対しての責任、取り組
みに関しての完全な知識を持てるように、このサブコミティにて提供されなければなりませ
ん。
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J. H&I サブコミティはナルコティクス アノニマスのメッセージの分かち合いのために存在す
ることを思い出してください––私たちの経験と力と希望。H&I のスピーカー者は、文献を通
じてだけでなく、直接の分かち合いによるミーティング/プレゼンテーションにて収容者を
ローカルのミーティングへと導くことをする必要があります。個人的なコンタクトは、収容
者の釈放、退院によって確立されるでしょう。
サンプル２
エリア H&I サブコミティ
（フローチャート

ガイドライン
例 B）

目的

＿＿＿＿＿＿＿＿エリア病院と施設サブコミティは、通常の NA ミーティングにアクセスす
ることを制限されている病院や施設の収容者へ、ナルコティクス アノニマスの回復のメッセー
ジを運ぶ責任を担います。病院、施設ミーティング/プレゼンテーションは、施設内の依存症者
の、ニーズに適したミーティングを継続することができるでしょう。
病院と施設サブコミティはエリア内のすべての H&I ミーティング/プレゼンテーションを、着
手、コーディネート、および管理をしますが、それ以外の方法として、文献やミーティング会
場リストの配布など、これらの施設内のアディクトがより回復するためにより利用可能なサー
ビスを提供します。
サブコミティのしもべとしての役職
A

チェアパーソン（委員長）

1. H&I 委員長は、ASCNA ガイドラインのアウトライン（あなたのエリアで承認された）に
基づき、エリア・サービスコミティによって選出されます。H&I サブコミティは H&I 委員
長を通じて、ASC への直接の責務を行います。
2. H&I 委員長は、すべての H&I サブコミティ会議と、ASC 会議に参加しなければなりません。
H&I 委員長は、リージョナル H&I サブコミティの投票メンバーであり、すべてのそれらに
関する会議に参加するべきでしょう。H&I 委員長は、ASC とリージョナル H&I サブコミテ
ィ間の通信係として行動します。
3. H&I 委員長はさらに、サブコミティと個々の施設との通信を維持することを手配します。こ
のコミュニケーションはパネルコーディネーターが行いますが、委員長も共にこれらを行う
と良いでしょう。H&I 委員長は、確実に、すべてのパネルリーダーとパネルメンバーが H&I
サブコミティと ASC の規定、更に、個々の施設においての規則に沿うようにする責任を任
されています。
4. 委員長は、副委員長が提出した、文献の支出を除くすべての経費予算支出の毎月の報告書を
提供する責任があります。
委員長は＿＿＿＿＿＿＿＿エリアの H&I に影響を与えるすべての事柄を認識する必要がありま
す。
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B

バイスチェアパーソン（副委員長）

1. H&I 副委員長は、エリアの H&I サブコミティによって選出されます。条件としては、１年
以上のクリーン、および最低でも６ヶ月以上の H＆I 活動を経験していること、そして強力
な回復のための NA のメッセージを持っていることです。副委員長は、委員長がサービスを
提供できない場合、または新しい委員長が選ばれるまで、委員長としての職務を引き受けま
す。
2. H&I 副委員長は、以下のようにパネルリーダーに文献を提供する責任があります。：

パネ

ルリーダーは文献注文票に必要事項を記入し、それを H&I 副委員長に提出します。副委員
長は、オーダーにサインすることでその要求を承認することができます。パネルリーダーは、
その副委員長の署名が入ったフォームを、ASC の文献の供給係に提示すると、その後、H&I
サブコミティのためにエリアの資金より、H&I のために予算を引き出すことができます。
3. 副委員長の活動は、委員長と共に、サブコミティの円滑な運営を維持することに務めます。
4. 副委員長は、すべての H&I サブコミティ会議ならびに ASC 会議に参加しなければなりませ
ん。もし可能であれば、副委員長はリージョンの H&I サブコミティ会議に参加することを
お勧めします。
C

セクレタリー（書記）

1. H&I サブコミティは、専任の書記を選出します。書記は、すべての薬物から１年以上遠ざか
っている必要があります。書記としての責任は、すべてのサブコミティ会議の議事録を正確
にセットすることの継続が求められます。これらの議事録は正確に清書され、委員長からの
承認をもらい、サブコミティ会議後２週間以内に、すべてのサブコミティメンバーに配布さ
れます。書記は、下記のこれらの記録すべてを保管する責任を担います：
a. サブコミティからのすべての対応ファイル。
b. 活動中のすべてのサブコミティ議事録とサブコミティが活動して関わっている様々な
種類の施設の方針・規定書類
c.

最新のすべてのサブコミティメンバーのリスト。

d. 最新のすべてのパネルメンバー希望者と承認されたメンバーのリスト。
D

1.

パネルコーディネーター

コーディネーターは H&I サブコミティによって、必要に応じて選出されます。条件として
は、１年以上のすべての薬物から遠ざかっていること、強力な NA の回復のメッセージを
持っていること、そして、エリアの H&I サブコミティにて６ヶ月以上関わっていることで
す。コーディネーターは通常のすべての H&I サブコミティ会議に参加しなければなりませ
ん。また、責任として、H&I ミーティングを行っているすべての施設との定期的かつ継続
的な連絡調整の維持があります。
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E

パネルリーダー

1. パネルリーダーは必要に応じて、H&I サブコミティによって選出されます。これらの条件は、
１年以上のすべての薬物から遠ざかっていること、強力な NA のメッセージを持っているこ
と、そして、エリアの H&I に６ヶ月以上関わっていることです。彼ら、または彼女らは、
通常のすべての H&I サブコミティ会議に参加しなければなりません。
2. パネルリーダーは、ミーティング/プレゼンテーションのすべての側面においての責任を担
います。例えば、用品の維持（文献、定期刊行物、その他）や、ミーティングの開始から終
了までの確認などです。
3. 彼らは、ミーティング/プレゼンテーションの影響を及ぼす幾つかの問題の認識を、H&I 委
員長との継続的な連絡調整によって維持します。パネルリーダーは、すべてのすべき活動を
確実にするために、パネルコーディネーターと常にコミュニケーションを取る必要がありま
す。
F

パネルメンバー

1. パネルリーダーは最新の H&I 志願者リストからパネルメンバーを選出します。パネルメン
バーは、現在 H&I パネルオリエンテーション（入門指導）の最中のメンバーを含みます（こ
のメンバーは、パネラーとしてではなく、見学および勉強のために H&I ミーティング/プレ
ゼンテーションに参加。H&I ミーティング/プレゼンテーションに参加するパネルメンバー
は、継続してすべての薬物から遠ざかって６ヶ月未満のメンバーはいません。H&I ミーティ
ング/プレゼンテーションに参加するパネルメンバーは２名未満、もしくは５名以上で構成
されるべきではありません。これらのパネルメンバーは、パネルリーダーの行うオリエンテ
ーションの段階で、彼らの行うべきすべての責任、役割について認識していなければなりま
せん。
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例B

ASC
エリア H&I サブコミティ
パネルコーディネーター

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

この例は、ご覧の通り、特質として、中型サイズエリア H&I サブコミティでしょう。この例
を見ると、通常、一人のパネルコーディネーターが、すべての施設との連絡調整を、パネルリ
ーダー達とともに責任をもって行っています。あなた方が提供している H&I ミーティング/プレ
ゼンテーションの数が今後増加していく場合、おそらく選挙にて２人目のパネルコーディネー
ターを任命することになるでしょう。
その時、あなた方は、書記か委員長が、文献供給係の責任を担うことを決めたりする必要が
あるでしょう。
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サンプル

３

エリア H&I サブコミティ
（フローチャート

ガイドライン
例 C）

H&I サブコミティの目的と定義

この＿＿＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティは、病院、回復施設、刑務所、および関連施設
の中にいるアディクトに NA の回復のメッセージを伝える目的のために存在する、ナルコティ
クス アノニマスのメンバーによるボランティア（志願）グループです。私たちは、個々の施設
のルールを遵守し、さらに、私たちの基準に課せられた範囲での活動を理解し、収容者に役立
つことを行います。
このコミティは＿＿＿＿＿＿＿エリアサービス コミティのサブコミティです。私たちは、
ASC のコミティに対して、効果的な情報供給、連絡調整を行い、完全な説明責任（特に予算や
支出）を維持しなければなりません。
通常のビジネスミーティングは、毎月第２日曜日に開催されます（例として）。これらの会議
は、H&I サブコミティによって選ばれた場所にて開催されます。
サブコミティの機能

a.

すべてのコミュニケーションと支払に関する情報伝達を、パネルメンバーから、またパネ
ルメンバーへ、それぞれのパネルリーダーを通じて行う。

b.

パネルリーダーへ、ナルコティクス アノニマスの文献の配給

c.

毎月のビジネスミーティングの開催

d.

リージョナル H&I サブコミティに参加するための H&I サービス担当者に情報を提供する。

e.

新しい H&I ミーティング/プレゼンテーションの開拓と調整。

f.

パネルコーディネーターを、H&I ミーティング/プレゼンテーションをおこなうパネルリー
ダーのため、また、各施設との連絡調整のために選任する（選挙）。

役員の選挙

H&I サブコミティの役員は、委員長、副委員長、および書記で構成されなければなりません。
すべての役員は、サブコミティの過半数の投票によって選出されるべきです。ただし、委員長
は除きます。委員長はエリア サービス コミティにて選任されます。
H&I サブコミティでの有権者は、次の通り：役員、パネルコーディネーター、パネルリーダ
ー、パネルメンバー、および３つの連続したサブコミティ会議に出席している特別サブコミテ
ィメンバーである。
選挙期間中、２つ以上の役職にノミネートしているケースの場合、第２投票については、２
つの役職に関する投票者について考慮しなければならない。すべての役員は、1 年の任期を持
って選任され、連続の選任の場合についても再選挙の対象とする。
いずれのサブコミティの役員は、委員長を除き、H&I サブコミティの過半数の投票によって、
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役員から取り除くことができます。
辞職するケースの場合、ASC にて新しい委員長を選出できるまで、副委員長は自動的に、委
員長の役職を引き受けなければなりません。しかし、副委員長は責任を遂行することができな
いと思った場合には任務を辞退することができるでしょう。その場合、エリアの副委員長は、
次の委員長がエリアにて選任されるまで、H&I 委員長の役割を引き受けることができます。書
記が辞職するケースの場合には、フェローシップの中でその役職を行うことができる、やる気
のあるメンバーを見つけるまで、約１ヶ月の期間は、書記としての役割を継続しなければなり
ません。その間に次の書記を行うメンバーを選任します。
役員の任務と適正
A. 委員長

ASC ガイドラインに記載されたクリーンタイムを続けていることが条件であり、また、最
低でも６ヶ月以上の H&I 活動に参加していること。
1.

毎月のサブコミティの議事録を準備する；これまでの全般的なサブコミティ会議での
問題や、それをどうすべきか？など。

2.

サブコミティのために、規定や規則を持ち帰る、また、オーダーする。

3.

要求があった場合、特別なサブコミティメンバーを要請する。

4.

H&I サブコミティを代表する。

5.

リージョナル H&I サブコミティ会議に参加する。

B. 副委員長

最低でも１年以上のクリーンタイムを続けていることが条件であり、６ヶ月以上のエリア
H&I サブコミティに参加していること。
1. 副委員長は、委員長が不在のすべてのイベントや会議においての責務を引き受けること。
2. パネルコーディネーターが任命されるまで、新しいパネルメンバーのコーディネートを
する。
C. 書記

この役割を行う為には、1 年以上のクリーンタイムを続けていることが条件として含まれる。
1.

すべてのサブコミティ会議の議事録を受け持つ。

2.

これらの議事録のコピーおよび配布を受け持つ。

3.

すべてのサブコミティメンバーの情報（住所や電話番号を含む）を記録して保管する。

4.

すべての関係する、病院、刑務所、および回復施設のガイドライン、ルール、規定を
記録し保管する。

5.

すべてのパネルメンバーのリストを、常にアップデートし継続して保管する。

D. パネルコーディネーター

１年以上のクリーンタイムを続けていることが条件であり、加えて６ヶ月以上のエリア H&I
サブコミティへ参加していること。
1. パネルリーダーへ、彼らが施設内での H&I ミーティング/プレゼンテーションを問題な
く行えるように、それぞれの施設ごとの、条件、規定、そして基本的なルールなどの指
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示を与える。
2. パネルリーダーと常に連絡を取り合い、調整を行う。
3. それぞれの施設とのコミュニケーションおよび連絡調整を保つ。
4. 必要なサポートが必要な際に、役員や一般のサブコミティメンバーに呼びかけをする。
E. パネルリーダー

６ヶ月以上のクリーンタイムを続けていること、パネルメンバーとしての経験および、サー
ビスに対してやる気を持っていることが条件である。選任については、H&I サブコミティで
の、通常開かれている会議のいつでも行われ、その後、必要であれば、対象施設からの許可
を得たら活動に参加できる。
1. H&I サブコミティの通常の会議に参加すること。
2. サブコミティと施設のルールに対しての理解をしていなければならない。
3. パネルメンバー全員に、施設とサブコミティのルールを伝えること。
4. 担当している H&I ミーティング/プレゼンテーションのスケジュールを確認し、それに
伴うミーティングで使用する用品（文献など）の在庫確認と使用可能であることの確認。
全般的な情報

1. H&I サブコミティのメンバーは、リラプスすることによって、H&I 活動の一切を自動的に不
適合とされ剥奪されます。しかし、その後、彼/彼女らがガイドラインに適した要求を再び
満たすことができた場合、サブコミティとしての資格を再び得ることができます。H＆I サ
ブコミティの目的のために、クリーンでいることは必要不可欠であり、完全にすべての薬物
から離れることは、はっきりさせなければなりません。
2. メンバーは、これらの条件に適応しない場合、また、のちに施設の規定や規則に適さないと
みなされた場合、その他の条件に当てはまることがあった場合に、自動的に H&I サブコミ
ティの任務から外されることになるでしょう。
3. 通常、H&I サブコミティのサポートによって実施されるナルコティクス アノニマスのミー
ティングは、直接 H&I サブコミティ、または委任されたリーダーによって監修される場合
を除いて、いずれの施設においても開催してはなりません。この任務はサービスが提供され
ている施設に承認されていなければなりません。
4. 専門家、またはボランティア活動家として施設において活動しているメンバーは、その施設
でのメッセージを提供するアディクトのパネラーとして参加するべきではありません。この
意図としては、葛藤を招くことによって生じる、結果による以下のそれぞれに対する被害を
取り除くためです。(a)収容者、および内部の患者、また(b)サブコミティが施設内部へメッ
セージを運ぶことの活動能力と権限。これらと同じ理由から、H&I メンバーは、影響を及ぼ
すであろう、いずれの施設、裁判所、および病院での裁判官、医師、保護観察官、および更
生保護委員会の役員に干渉しません。さらに、H&I メンバーは、雇用、仮釈放、保護観察、
および医療的問題に関して、意見や約束を持つことをしません。私たちは、ナルコティクス
アノニマスのスピリチュアルなプログラムを通じて、アディクションからの回復のメッセー
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ジだけを運びます。もちろん、これらのメンバーは、それ以外の施設へパネラーとして参加
することができます。
5. それぞれの施設で要求されるクリーンタイムの長さは、すべての H&I パネルリーダーによ
って厳密に保持されるべきです。
6. 極端なののしり言葉や、いかがわしい体験談などを分かち合うことは、すべての施設当局に
よって厳しく禁じられており、H&I サブコミティによってもかたく禁じられています。
7. 保護観察中の H&I サブコミティのメンバーが、 H&I サブコミティによって参加を受け入れ
られ、いずれの施設において H&I ミーティングに参加する場合においては、該当する施設
へのサブコミティによる明示を行い、承認されていなければなりません。
8. H&I パネルメンバーはそれぞれの施設での行動に責任が伴います。そのために彼らは事前に
提供されている施設での規則に対しても責任を持たなければなりません。
9. これらに前述された事柄を含め、別々の施設の特別な条件に沿って編集した指示書をそれぞ
れ作成し、すべてのパネルメンバーに対して、それらの個々の施設に対しての任務、取り組
みに関しての完全な知識を持てるように、このサブコミティにて提供されなければなりませ
ん。
10. H&I サブコミティはナルコティクス アノニマスのメッセージの分かち合いのために存在す
ることを思い出してください––私たちの経験と力と希望。H&I のスピーカー者は、読み物を
通じてだけでなく、直接の分かち合いによるミーティング/プレゼンテーションにて収容者
をローカルのミーティングへと導くことをする必要があります。個人的なコンタクトは、収
容者の釈放、退院によって確立されるでしょう。
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例C

ASC エリアサービスコミティ
エリア H&I サブコミティ
パネルコーディネーター

パネルコーディネーター

パネルコーディネーター

文献コーディネーター

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

この例では、複数のパネルコーディネーターを有する H&I サブコミティを示しています。こ
れはおそらく、よく組織化され、多くの取り組みを行っているエリアで見られます。パネルリ
ーダーの責務としては、それぞれが担当するパネルに基づいて分けられています。この例では、
文献コーディネーターが、各々で存在していない可能性がありますが、副委員長がその役割を
扱うことができるでしょう。
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サンプル

４

エリア H&I サブコミティの手順とガイドライン
（フローチャート

例４）

定義

エリア・サービスコミティ（ASC.）それは、エリア内のナルコティクス アノ
ニマスグループからの志願者メンバーによって構成されている。
目的

病院と施設（H&I）サブコミティは、通常の NA ミーティングの全てに参加が困難な、施設収
容者へアディクションからの回復のメッセージを運ぶために存在する。
病院と施設

これらの施設の定義として、依存症者を、社会の有用な責任ある一員としてクリーンを生き
ることを助ける、という目標を持っているか、または、依存症者をなんらかの問題のために投
獄している施設を指します。
H&I は施設で行われる H&I サブコミティが担当するミーティング/プレゼンテーション以外の
ミーティングに対しての責任を引き受けることはいたしません。
目的

H＆I ミーティング/プレゼンテーションの目的は、ローカルのナルコティクス アノニマスの
ミーティングに自由に通うことのできない施設や病院にいるアディクトに、メッセージを伝え
ることです。H&I ミーティング/プレゼンテーションは、長期収容施設を除き、参加者に対して、
NA プログラムのいくつかの基本的な情報をシンプルに伝え、どのように NA に参加したら良
いかを導くことを目的とします。
文献

承認されたナルコティクス アノニマス文献、WSO より販売され承認されたテープ、リーチ
ングアウト、NA WAY マガジンなどの定期刊行物に限り、H&I によって施設の中に持ち込むこ
とができます。文献、またそれらのその他のリストに記載されたアイテムは文献コーディネー
ターによって、配給されます。ローカルのミーティング会場案内リストは施設の中に持ち込ん
でもよいでしょう。しかしながら、ミーティング/プレゼンテーションでは承認された文献のみ
が使用されるべきでしょう。
ビジネスミーティング

ビジネスミーティングは、毎月１回以上開催され、日時と場所についてはメンバーシップの
中で決定します。ビジネスミーティングは、メンバーの投票によって時間延長が許された場合
を除いて、２分の１時間以上時間延長してはいけません。
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メンバーシップ

ナルコティクス アノニマスのメンバーが H&I メンバーになるには、H&I 副委員長か書記が所
有する「H&I メンバー情報シート」に情報を記入し、ファイリングされている必要があります。
すべてのメンバーは、H&I サービス資格のための６ヶ月のクリーンタイム条件に従うよう制
限されています。このサブコミティの目的のためのクリーンタイムは、すべての薬物から完全
に遠ざかっているものとして理解されるべきでしょう。
投票

昨年度のビジネスミーティングで投票権があったメンバーは、ビジネスミーティングに参加
することができます。
選挙

役員の選挙は、年に１回行われるべきであり（例えば毎年６月）、選ばれた役員が活動開始す
る時期の前に開催されるべきです（例えば毎年７月から活動開始）。このサブコミティでは、ASC
で選出される委員長を除いて、すべての役割が選ばれます。
選出された役員

H&I サブコミティのメンバーは、以下の役割を満たすために、毎年選出されるものとします。
1. 委員長（ASC によって）
2. 副委員長
3. 書記
4. 文献配給係
5. パネルコーディネーター
すべての場合において、任期は１年です。役割のために選ばれたすべての候補者は、これら
のガイドラインに定められた資格・条件を満たしていなければなりません。役員はいつでも辞
任することができます。選出された役員が、その職務を遂行することができなくなった時、後
継者は委員長によって任命され、H&I サブコミティの、次回のビジネスミーティングにおいて、
承認されなければなりません。役員は、再選により一度だけ彼ら自身が後任となることができ
ます。
任命された役職

必要に応じて、個人が、委員長と副委員長の了承によって、特定のニーズを満たすための役
割に任命されることもあります。
運営委員会/役員会議

運営委員会は、すべての選ばれた役員で成り立っており、前任の委員長とすべてのメンバー
は任命された役職においてサービスを提供している。それは、H＆I の運営をうまくいくように
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見届けることが、このコミティの責任だからである。このコミティは伝統２の精神に基づいて、
すべてが提供されている。
このコミティは、必要に応じて会議が行われるべきである。時間と場所に関しては、委員長
の判断に委ねられる。しかしながら、H&I のメンバーは、コミティ臨時特別会議についての要
求を委員長に呼びかけることができる。
H&I パネルメンバー

H&I ミーティング/プレゼンテーションの目的は、ローカルのナルコティクス アノニマスの
ミーティングに自由に参加することができないアディクトに、回復の NA メッセージを伝える
ことです。これは、定期的に施設に訪問するパネルメンバーの運営を通じて成し遂げられます。
これらのパネルメンバーは、ほとんどの場合、⑴一人のパネルリーダー、と⑵１名から３名の
パネルメンバーにて構成されています。
回復の条件

H&I に登録されたナルコティクス アノニマスのメンバー、および施設内のミーティング/プ
レゼンテーションに参加することを希望するメンバーは、ミーティングを導くために、サブコ
ミティおよび施設の条件下に基づいたクリーンタイムを満たしていなければなりません。リラ
プスした場合、自動的にサブコミティから除籍されます。
以下の回復の条件は、強く提案されています。
H&I の役員

１年

任命された役職

１年

文献コーディネーター

１年

パネルコーディネーター

１年

パネルリーダー

１年

パネルメンバー

６ヶ月

すべての役員、これらの役職に任命された役職者、そしてパネルリーダーは、H&I ナルコテ
ィクスアノニマスの毎月行われるビジネスミーティングに参加すべきである。
特にパネルリーダーは、会議に連続３回欠席した結果、パネルリーダーとしてリードする任
務から除外される。落とされたメンバーは、H&I サブコミティの選挙にて、再任されなければ
ならない。
役員、および任命された役職者は３ヶ月連続で欠席した場合、辞職を検討されるでしょう。
責任と任務

ナルコティクス アノニマス H&I の、それぞれの活動メンバーの責任は、下記に記載します。
委員長

a.

すべての NA H&I 活動のコーディネート

b.

すべての通常、臨時特別、そして基本的なサブコミティ会議の議長を務める。

c.

H&I に関係がある公共レベルでの規範問題と、説明を必要とする事柄に関する公共の関
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係機関と接触するにあたる際のすべてを扱う。
d.

公共レベルでの連絡通信、さらに規範問題に関連する、NA H&I 関係のすべての通信連
絡の責務を担う。

e.

H&I サブコミティのプロジェクト全体、および現在の状況に関する定期的な報告書を作
成する。

f.

いつでも、H&I の目的に役立つために、パネルメンバーとして申し出て、いずれの施設
でのミーティング/プレゼンテーションに参加することができる。

g.

ASC の定期会議にてナルコティクス アノニマス H&I を代表する。

h.

リージョナル H&I サブコミティ会議への参加をしなければならない。

副委員長

a.

委員長の欠席時、また、イベントにて委員長が仕事をこなす能力を持ち合わせていない
場合、また、委員長が辞任した時に、ASC にて委員長が選ばれるまで、すべての持ち帰
られたこれらの責任を引き受ける。

b.

委員長と緊密に活動する。

c.

いつでも、H&I の目的に役立つためにパネルメンバーとして申し出て、いずれの施設で
のミーティング/プレゼンテーションに参加することができる。

d.

通常の病院＆施設サブコミティ会議に参加する。

e.

パネルリーダーと緊密に活動をし、パネルメンバーとしての志願者を募ることを引き受
ける。

書記

a.

すべての通常、臨時特別、および基本的なサブコミティ会議の議事を取り、完全に記録
し保管する。

b.

すべての最新の H&I パネルメンバーの、氏名、住所、回復開始日、そして電話番号を、
パネルメンバーリストにてしっかりと保管、および更新する。

c.

ビジネスミーティングの参加者の月間表を作成し保管しなければならない。

d.

臨時特別会議の電話連絡、もしくは連絡メールを送る。

e.

すべての必要な常備備品を維持することと、必要であれば、施設などへの通信文を準備
する。

f.

すべての通信文をファイリングして保管する。

g.

H&I メンバーが配給するための書類作成、および、いくつかの必要な資料を準備しなけ
ればならない。

h.

病院＆施設サブコミティの定期的な会議に参加しなければならない。
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文献コーディネーター

a.

パネルリーダーからの文献のオーダーを調整しなければならない。

b.

パネルリーダーへの文献配給の記録を継続し保管しなければならない。

c.

文献配給に関して、通常の H&I サブコミティ会議にて報告書を作成し提出しなければな
らない。

d.

委員長とともに活動し、ASC より、H&I サブコミティの予算に従って、必要な文献を得
ることを確実にしなければならない。

e.

パネルリーダーたちが慎重かつ、サブコミティの予算を超えて文献の要求をしないよう
にするために、配給の進行基準に則り、文献の配給に関する会計記録を取らなければな
らない。

パネルコーディネーター

a.

H&I 役員たち、パネルリーダーと、ミーティング/プレゼンテーションのコーディネート
ために、密接な活動およびコンタクトを保たなければならない。

b.

施設の役員との利害関係のない調和のために、コンタクトを取らなければならない。

c.

予定されたミーティングのために、パネルメンバーの調整確認をコーディネートしなけ
ればならない。

d.

すべてのパネルリーダーに、施設のルールや、ルールの変更などの情報を伝えることを
怠ってはならない。

パネルリーダー

a.

承認された手続きに基づいて、サービスを行っている施設での H&I ミーティング/プレゼ
ンテーションを導かなければならない。

b.

定期的に予定されたミーティングを導くことができない場合、前もって適切にパネルコ
ーディネーターに伝えなければならない。

c.

ミーティングを導くために、H&I ミーティングに参加のお願いをしたすべてのパネルメ
ンバーに対して、施設のルールや手続きを伝えておかなければならない。

d.

ミーティング中は、パネルメンバーのために責任を持たなければならない。

e.

H&I サブコミティより解雇通告を受け辞任することもある。

f.

パネルでの任務から解雇されることもあります。なぜなら、適切な通告を無視すること
が原因であったり、適切な配置ができず、ミーティングを導くための交代が必要だとさ
れることがあったりするためです。

パネルメンバー

a.

６ヶ月以上のクリーンであること。

b.

ひとつひとつのミーティングを大切にすること

c.

ミーティングでの役目として、スピーカーやそれ以外を、パネルリーダーからのリクエ
ストがあるかもしれませんが、自分のできる範囲のことを受け入れるべきです。

d.

私たちは実際には施設から見れば訪問者であるため、施設のルールをしっかりと守らな
ければなりません。

e.

常に忘れてはならないことは、私たちはナルコティクス アノニマス全体の印象として見
られるため、私たち自身が責任を持ってミーティングを導くべきです。

f.

パネルリーダーの通告を受け、パネルメンバーを解雇されることもあります。
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その他の条件
以前に刑務所での収容経験があるメンバーは、国営の刑務所施設での活動に参加する場合、
H&I と施設側で設定したクリーンタイム条件を満たし、適切な関係機関からの、適切な承認を
持っていなければなりません。
参加しているすべての人は、H&I ミーティング/プレゼンテーションの必要な条件を満たして
おり、これらのガイドラインと方法を知っていなければならず、それはパネルリーダーが責任
を持って確実なものにしておかなければなりません。
H&I を通じてメッセージを伝えるすべての H&I メンバーは、すべての施設、すべてのミーテ
ィングにおいて基本的なルールをどんなときも理解しておかなければなりません。それらを以
下に示します：

1. いかなる種類の薬物も、凶器とみなされるものも、施設内の敷地内に持ち込むことは許可さ
れません。
2. 収容者から金品を受け取ること、また与えることも許可されません。
3. プレゼントを持って行ったり、収容者が作った物品と引き換えに金品を渡すことも許可され
ません。もし彼らが、あなたへの感謝の気持ちとしてギフトをあなたに与えようとしても、
それを受け取ることは固く制限されており、彼らもおそらくそれを欲しいと思うでしょう。
あなたは彼らが作成した、外部で売ることができるようなものを受け取ってはいけません。
4. 施設訪問中にいかなる種類の、通信文や手紙を収容者から受け取ったり、与えたりすること
も許可されません。
5. ゲストや訪問者は、就労先や宿泊先、その他（探します。とか確保します。という約束のど
ちらも）について話し合わないように注意しなければなりません。
6. わいせつ、もしくは乱暴な話し、下品な冗談は、多くの収容者と施設側から、深く非難され
るでしょう。
私たちは施設のゲストであり、従って施設の希望に応じなければならないことを、いつのと
きも覚えておいてください。
これらの方法やガイドラインは、H&I メンバーとゲストのガイダンスのために提示されてお
り、それによって、病院と施設内のアディクトへの福利を提供するために、スムーズで矛盾な
く安定したプログラムを継続することができるでしょう。普通ではない状況が生じるかもしれ
ないことは、施設組織からの説明を得て、誰が？どのように？どのような順序で、どのような
ことが優先であるか？を NA の原理に基づき、ステップを使って、H&I の役員と共に話し合わ
なければいけません。H&I の個人として、ミーティング/プレゼンテーションでの出会いの中で、
施設内の個人的な、幾つかの問題に関する質問に対して、話し合うことを試みてはいけません。
これはパネルコーディネーターが責任を持って遂行する事柄です。これらのガイドラインを遵
守することは、H&I メンバーシップ自身の中で、施設での支援を行うにあたり、間違った理解
と混乱を最小限に抑えることができるでしょう。
施設の規定に従うことができなかった結果として、施設でのスケジュールされた H&I ミーテ
ィング/プレゼンテーションが取り消されます。もっとも規定などは、はっきりと明確に、法令
遵守事項によって施設で守られています。規定違反を運ぶことで、定められた法令を違反する
者の行動として、NA 全体に悪い印象がおかれます。覚えておいてください、あなたの行動はあ
なた自身だけに反映するものではなく、NA 全体として反映します。もっと重要なこととして、
好ましくない馬鹿げた行動は、NA H&I のあなたやその他のメンバーからの助けを探し求めて
いるアディクトから希望を奪い取ってしまうことになる。ということです。
すべての上記の事柄を、いずれの新しい参加者やゲストを H&I ミーティング/プレゼンテーシ
ョンで迎える際は必ず一緒に再度復習することを怠らないでください。
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例D

ASC エリアサービスコミティ
エリア H&I サブコミティ
パネルコーディネーター

パネルコーディネーター

パネルコーディネーター

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

パネルリーダー

これはおそらく、大規模に設立され、さらに増設されたエリア H&I サブコミティの
配置図です。この活動の役割は、特に崩壊しやすく、それぞれの行う活動のボリューム
が、高いレベルのエリアで、必要性に合わせて構造されています。それぞれのエリアで
は、その他の役員ベースでの活動が基本的に必要であり、マンパワーの任期によるサポ
ートで成り立っているべきでしょう。
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サンプル１
リージョナル H&I サブコミティ ガイドライン

基本的な目的

RSC H&I サブコミティは、すべての H&I 活動の強化と成長を促進する運営活動、および、
フェローシップとリージョン内の必要性によって、日本リージョン内のすべてのエリアのニー
ズに応え、サービスを提供します。
サブコミティの機能

A. H&I 活動の中でのメンバー、グループ、エリアが、用品、文献、情報などよいメッセージ
を運ぶために必要な資料を提供する。
B.

経験と力と希望を分かち合うための場所や、集会などをエリア H&I サブコミティのために
提供する。

C.

リージョン内の適切な施設のリストを常にアップデートおよび記録し、どこの、どのエリ
アのサブコミティがサービスを提供しているか、どのような形態で行われているかを明確
にしておきます。

D.

サブコミティによって、施設内にメッセージを伝えるサービスを提供できていないエリア
へのアウトリーチプロジェクトのコーディネート、および管理を行います。

E.

活動に問題を持つメンバー、エリアが経験していること、H&I 活動の新しい方法を協議す
るためのワークショップに取り組むことをサポートします。

F.

WSC H&I コミティとのコミュニケーションを維持し、メンバー、エリアへその活動の情報
を伝えます。コミュニケーションの循環のために、エリアとワールドレベル間のつながり
を、リージョナルサブコミティを通じて行います。

G. 日本リージョンの H&I 活動の福利により、それ以外の活動を果たします。
サブコミティメンバーシップ

H&I サブコミティのメンバーシップは、委員長、副委員長、書記、そして、エリア H&I サブ
コミティの委員長、または、エリア/リージョンで指名された代表者、さらに、病院と施設へメ
ッセージを伝えるのに適したいくらかのフェローシップメンバーで成り立っている。
議題

1.

初めの祈り

2.

１２の伝統の読み合わせ

3.

RSC H&I サブコミティの基本的な機能と目的の読み合わせ

4.

セクレタリー報告（前回の会議の議事録）

5.

コミティ役員報告（前回の会議以降の活動）
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6.

予算・経費プラン・会計報告

7.

エリア報告

8.

旧議題（オールドビジネス）

9.

選挙

10. 新議題（ニュービジネス）
11. RSC のための最新の動議とサブコミティ活動報告のレヴュー
12. アナウンス
13. 終わりの祈り
選挙

リージョナル H&I サブコミティの投票メンバーは、エリア H&I サブコミティ委員長、または、
代表として指名された、例えば、エリア H&I 副委員長、ASR、ASR-Alt、エリア委員長、副委
員長、または、エリア H&I サブコミティより任命されたメンバーでなければならない。RSC H&I
副委員長と RSC H&I 書記のそれぞれは一つの投票権を持っています。RSC H&I 委員長は同票
の場合のみ、投票権を持つことができます。
役員の役割と適正

A. 委員長
1. ガイドラインに従って、RSC のグループの良心によって選任されます。
2. サブコミティ会議のすべてを、議会運営手続きを全般的に理解した上で成立させます。
3. それぞれの RSC 会議のための報告書を準備し、H&I サブコミティの意見を代表してす
べての動議を作成します。
4. サブコミティのすべての活動を行うために、責務を果たし、コーディネートします。
5. エリア H＆I サブコミティからの質問に答えることが可能であること。
6. WSC H&I サブコミティとのコミュニケーションを維持します。
7. 次年度に向けて、RSC の承認のためにサブコミティの予算請求を準備し、提示する。
8. 必要であれば、ガイドラインの概要により、RSC から辞任させられることもあるでし
ょう。
B. 副委員長
1. H&I サブコミティによって、選任されます。
2. ２年以上、すべての薬物から遠ざかっていなければならない。
3. リージョナル H&I 活動の経験を１年以上持ち、努力を通じて 12 ステップと 12 の伝統
に精通した活動を行っていること。
4. すべてのサブコミティ会議および RSC に参加していなければならない。
5. 委員長とともに活動し、H&I サブコミティのスムーズな運営を確実にする
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6. 委員長が欠席する役割の責務を果たす。
7. 必要に応じ、サブコミティの３分の２の同意によって、辞任させられることもあるでし
ょう。
C. 書記
1. H&I サブコミティによって選任されます。
2. １年以上、すべての薬物から遠ざかっていなければなりません。
3. リージョナル H&I 活動の経験を６ヶ月以上持ち、努力を通じて 12 ステップと 12 の伝
統に精通した活動を行っていること。
4. 書記としてのいくらかの確実なスキルを持っていなければなりません。
5. すべての H&I サブコミティ会議と、勉強会など（トピックの話し合い）の正確な議事を
取り、保管しなければならない、それらを委員長からの承認を得たのちに、２週間以内
にすべてのサブコミティメンバーに配布しなければなりません。
6. 委員長とともに活動し、H&I サブコミティのスムーズな運営を確実にする
7. 必要に応じ、サブコミティの３分の２の同意によって、辞任させられることもあるでし
ょう。
ガイドライン

補足

1. 文献寄付のためのリクエストは、H&I 委員長によって、文献支出者のオーダー場所で受け取
られるでしょう。リクエストは H&I 委員長により、必要に応じた基本的な優先事項に準拠
するでしょう。
2. その他のサブコミティ アイテムについての決定は、すぐにまた後日にその場で記録される
でしょう。
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サンプル２
リージョナルサービス H&I サブコミティ ガイドライン

全般的な目的

私たちの多くは、現在 NA で回復しており、そのことを最初に聞いたのは、幾つかの種類の
病院か施設内での回復のメッセージからです。私たちサービス体は、ある意味で極めて重要な
メッセージを伝えていると認識しています。私たちは、日本リージョンにて、H&I 活動の成長
への導きと、私たちのサポートの責任を認識しています。私たちはリージョナル サービスコミ
ティの H&I サブコミティを、この目的のために設立しました。
メンバーシップ

サブコミティは、運営委員（委員長、副委員長、書記）、すべてのエリアの H&I 委員長、また
は、それらの副委員長、そして H&I 活動に興味のあるすべてのメンバーで成り立っています。
唯一リージョンの全体集会によって選出するのは、委員長のみでしょう。副委員長は、サブコ
ミティ内で選出され、適切な時に、リージョンの全体集会の選挙にて委員長のポジションに選
ばれ引き受けることができるでしょう。RSC の副委員長は、このサブコミティのメンバーです。
すべてのサブコミティメンバーは、動議を会議に持っていくことができるでしょう。すべての
メンバーは動議を動議述べることができるし、動議に投票することもできるでしょう。
サブコミティ会議

サブコミティ会議は、原則として「通常」と「臨時特別」を継続することができます。通常
“活動”会議は、決められたアクセスが良い立地で毎月開催され、通常“報告”会議は、RSC
として、いずれの RSC 会議と同じ場所にて、会議前９０分が与えられています。“臨時特別”
会議は、運営委員会メンバーのよって召集され、問題に取り組むために、彼らのニーズによっ
て立ち上げられるでしょう。
予算

RSC H&I サブコミティの運営のための予算については、以下に示します：
1. 予算請求は、年度の最初の RSC 全体集会で提出され（日本リージョンは年度前の 11 月）、
全ての ASR からの承認をもらいます。そして、リージョンの運営費を通じて支払われます。
「毎年の議題計画」の展開は、予算の組み立てには重要です。
2. 伝統７に基づき、通常の H&I サブコミティ会議にて献金を募ることは、会議の直接の費用
のために使われるでしょう（コーヒー、場所代、その他）
3. H&I の本来の資金調達は、サブコミティによって管理されるでしょう。しかし、全ての最終
的な資金調達は、リージョンの運営費より無償にて、直接受け取ることができます。
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役員の解任

委員長は全体集会にて、RSC の判断により、妥当とみなされる理由があれば、解任されるこ
ともあるでしょう。サブコミティは、サブコミティ内で選ばれた役員の３分の２の合意にて、
妥当とみなされる理由があれば、解任されることもあるでしょう。

付録 A
サンプル情報資料
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パネルメンバーオリエンテーション パッケージ (サンプル)
（エリア）

H&I サブコミティ

オリエンテーション

H&I オリエンテーションは、NA メンバーが H&I 活動をよく理解することを可能にする期間
であり、彼らがこのサービスをするための準備なしで、焦ってしまわないようにするものです。
多くの人は、様々な理由で H&I 活動を行うことについて、かなりの不安を持っています。誰も
が、活動を躊躇してしまう何かしらの思いを持っています。
このパッケージは、
ミーティング/プレゼンテーション フォーマット

私たちが、施設内へメッセージを伝える際に使用するフォーマットには様々なものがありま
すが、ここではそれら全てに共通する、心に留めておかなければならない幾つかのキーポイン
トについて述べています。
特別な H&I ミーティング/プレゼンテーションフォーマットは、施設のタイプによって、ミー
ティングは変化するでしょう。短期的施設では、フォーマットは、パネルメンバーが、収容者
にメッセージを運ぶことに、より焦点を合わせます。また、長期的施設では、収容者へミーテ
ィングに参加するように勧めます。私たち H&I は、施設内にメッセージを伝えることが目的で
す。H&I ミーティングで私たちは、私たちの問題をそこで降ろすようなことはしてはいけませ
ん。それよりも、現在助けが必要なアディクトが目覚めることができるように、NA とは何か？
そして私たちの人生にどのように効果をもたらすか？を伝えます。実際には、H&I ミーティン
グは、アディクトのために私たちのフェローシップの紹介を行います。
パネルリーダーは、ミーティング/プレゼンテーションの前に、どんなフォーマットか、そし
てあなた方が持っている幾つかの質問に答えなければなりません。もしあなたが、様々なフォ
ーマットのサンプルを知りたいのであれば、H&I ハンドブックでのそれらのいくつかの種類の
説明をご覧ください。
どんなフォーマットでも選択することができます。私たちは通常、ミーティング/プレゼンテ
ーションで収容者を得た際に、様々なポイントの、それに関連する質疑応答の時間を持ちます。
さらに、もし可能であれば、ミーティングの後に少しの時間だけ収容者のために話をする時間
をとり、残って質問に答えることもできるでしょう。
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個人の責務

どうか、もし下記に当てはまるのでしたら、H&I ミーティング/プレゼンテーションに志願し
ないでください。
1. あなたが参加したいと願っていない場合、または、
2. あなたはがミーティングに参加するつもりがない場合、もしいずれかの理由で、参加するつ
もりがなくなった場合などは、パネルリーダーへ４８時間以上前に、それを伝えてください。
でなければ、パネルリーダーは、あなたの抜けた部分を補充することが困難になってしまい
ます。誰もあなたがミーティングにどこからやってきたのかを尋ねることはしません。パネ
ルリーダーは、ミーティングにメンバーを招くことを受け入れるだけなのです。
質疑応答（Q&A）

覚えておいてください。NA は外部の問題には意見を持ちません。時々、質疑応答の際に、ま
たミーティング/プレゼンテーション後の会話の際に、収容者は外部の問題に対する意見を求め
るでしょう。たとえば：
1. 他のリカバリープログラムやフェローシップ
2. 施設について：例

「私は治療施設にいることが必要ですか？」

3. 多くのその他の問題は、ナルコティクス アノニマスのフェローシップでのアディクショ
ンからの回復と直接関係ありません。
私たちは、これらのタイプの話し合いに取り入らないことはとても大切です！常に覚えて
おいてください。ナルコティクス アノニマスでのあなたの回復についての、経験と力と希望
を分かち合うことだけが目的なのです。
その他の注意事項：男性には男性、女性には女性

幾つかの施設は、男性のみ、もしくは女性のみです。それ以外の施設は男女両方のところも
あります。しかし別々にしてください。これらの施設で、あなたたちのミーティングは、男性
のみ、もしくは女性のみで構成し、ナルコティクス アノニマスのメンバーは同性のみで参加す
べきであると、強く感じています。覚えておいてください。私たちの第１の目的は回復のメッ
セージを伝えることであって、私たちが手助けしようとしているアディクトとのより人気のあ
るミーティング会場を作るためではありません。このような部分で発生する問題は、ナルコテ
ィクス アノニマスの信頼性を深刻に損傷する可能性を持っています。私たちの経験は、もし私
たちがこのシンプルなガイドラインに従うならば、これらの問題を避けることができると教え
てくれています。
青年期の場合

このハンドブックで青年期に関しては、わたし達はあなたの国での過半数の未成年を示しま
す。わたし達は未成年者を、将来のメンバーと今後予期されるため、尊重して扱うべきである
ことを覚えておく必要があります。H&I ミーティング/プレゼンテーションの中で分かち合うと
き、私たちは、青年期の同等集団圧力（集団の中で同じ行動をとらせようとする精神的圧力）、
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両親と/または教師との関係性等のストレス経験は、仕事を失う、離婚する、住むところを失う、
その他のものを失うという危機となんら変わりはないということを覚えておく必要があります。
NA にて、私たちはナルコティクスアノニマスの１２ステップを使って、私たちの感情や気持ち、
他者と分かち合うことを通じて、どのように対処するかを学びます。
青年期に関する政府の法令などがあり、私たちは交流の中で彼らを未来のメンバーであると
して、それらに従った施設の規則や規制に特に注意する必要があります。例えば、一部の施設
ではミーティングの中にスタッフを配置することを要求するかもしれません。私たちが青年期
の施設の管理者等にできる一つの提案は、彼らが H&I ミーティングにボランティアで付き添う
ということです。私たちはこれが困惑を減少させ、ナルコティクスアノニマスのフェローシッ
プでの回復のための機会が増大することを見つけています。
一部の人々は彼ら自身の年齢に近い人々へ、より良い青年期への反応を維持する中で、私た
ちの青年期の大部分の経験を H&I ミーティングでの同年時の分かち合いを提案することで、彼
らの分かち合う能力と明確な回復のメッセージにつながります。青年期はメッセンジャーより
も、もっとメッセージ自体に反応しているようにも映ります。全ての H&I ミーティング/プレゼ
ンテーションは高度に構造化されており、ナルコティクスアノニマスの１２ステップを通じて
回復へと連動して向かうべきです。私たちの経験では、青年期のメンバーにメッセージを伝え
る際、特に特別なフォーマットを使用する必要が無いことを示しています。
追加として、このパッケージの最後にある、「すること」「しないこと」を参照して下さい。私
たちはそれらに関しても注意すべきだと感じています。
すること

Do

これは「わたし達の」プログラムであることを覚えておく。彼ら/彼女らが説教さ
れていると感じさせるべきではない。

Do

アディクトはアディクトであることを覚えておく。年齢は関係ない。

Do

彼らに回復での楽しさを伝える。例えば、フェローシップ、イベントなど。

Do

彼らの感情や気持ちをちゃんと認める。

しないこと

Don’t

あなたの過去を美化しない。

Don’t

子供扱いして話さない。

Don’t

あなたと彼らを比較しない。

Don’t

若者だからといって見下さない。

Don’t

馬鹿にしたり、悪い言葉使いをしない。

H&I の条件

あなたは、H&I ミーティング/プレゼンテーションを通じて回復のメッセージを伝えるために
招かれています。なぜなら：
1.

あなたは、６ヶ月以上すべての薬物から遠ざかっています。

2.

あなたは、アディクションからの回復のための、強力な NA メッセージを持っています。

3.

あなたは、H&I サブコミティと施設の持つ条件のすべてにやる気を持って従っていただけ
るように感じられます。

4.

あなたは、責任をもってやる気のあるメッセージを伝えてくれるでしょう。
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H&I 参加者のすること、しないこと

すること

・

収容者が参加できる外部の NA レギュラーミーティングの案内を作成しておく。

・

参加をもたらす誰もが、施設のルールをしっかりと明確に理解しておく。

・

始まりと終わりの時間を守ること

・

H&I とは何かを手短に説明すること。

・

ナルコティクス アノニマスは、治療施設とは別のものであること、他の１２ステップグル
ープとも別のものであることをハッキリと伝える。

・

入所者、特に長期施設にいるニュ書写には、ミーティングに参加してもらうようにする（文
献供給係、コーヒー係、読み合わせをしてもらう、など）

・

服装規定に従い、常識の範囲内で装着物香水などを持たず、適切な服装を心がける。

・

いつでも自分たちの所在をスタッフに常に知らせておく。

・

施設に持っていく、どの文献、出版物、資料にもローカルの NA の連絡先のスタンプを押
しておく。

・

すべてのパネルメンバーは慎重に選ぶこと、特に、クリーンタイムやその他の条件につい
て。

しないこと

・

自分以外の人のアノニミティを破ることをしない。

・

施設のルールや規定を含む、問題についての争いをしないこと。

・

外部の問題には意見を持たないこと：

・

分かち合いの中で、なぜここに収容されているかにフォーカスを当てない。彼らは十分に

なぜ私たちは H&I に来ているのかを忘れない。

それをわかっている。
・

どのような薬物を使用していたかについて争わない。NA プログラムはすべての薬物から遠
ざかるためのものである。

・

施設の状態を話し合わない。スタッフについての意見も持たない。

・

派手な宝石や、高価な服装を身に付けたり、法外な金額の現金を持ち込んだりすることを
しない。

・

特定の入所者だけをえこひいきするような態度を取らない。

・

伝言や手紙を施設に持ち込んだり、持ち出したりしない。

・

他人の住所や電話番号を教えたりしない。

・

タバコや武器などの、禁じられているものを持ち込まない。

覚えておいてください、あなたは施設に対して、収容者、入所者に対して、そして NA として
の責任を担っています。上記の提案事項に従うこと、１２の伝統を理解することで、あなたは
３つのすべて（施設、収容者、NA）の責任を継続することができるでしょう。
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サンプルレター
（これらサンプルレターは日本式の書式に変更してあります）
サンプル＃１*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
この手紙は、ナルコティクス アノニマスの集まりと、そちらの施設の依存症者の回
復に福利をもたらすと思われるサービス活動の紹介になります。
ナルコティクス アノニマスは、薬物が深刻な問題となった者たちのための男女の集
まりです。ナルコティクス アノニマスでは、回復のプログラムに従うことによって、
社会の責任ある有用な一員として、メンバーは薬物のない生き方を見つけることができ
ます。ナルコティクス アノニマスは、国際的な集まりで、数え切れないほどの国々や
コミュニティでミーティングが開催されています。ナルコティクス アノニマスでは、
会費や費用は一切いりません。
全てのナルコティクス アノニマスのグループの第一の目的は、依存症者への薬物か
らの解放をサポートすることです。その中の一つの方法として、私たちの病院＆施設
(H&I)委員会を通じて行っています。H&I サブコミティは通常のナルコティクス アノニ
マスのミーティングに参加できない依存症者へナルコティクス アノニマスの回復を紹
介し伝えています。
＿＿＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティはそちらの施設での収容者/利用者へ通常の
H&I サービスを提供することができればと話し合っています。もしお時間がございまし
たら、私たちが何を提供できるかを詳しく説明させていただきたいと思っていますので
お返事いただけますでしょうか？同封した資料もご参照ください。
敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長/役員

〇〇

〇〇

サンプル＃１：施設へのサービスのオファー、H&I ハンドブック P3 段落 8：P17 段落 4：P31 段落 4 ※エリア PI
コミティが存在しない場合のみ使用してください。その場合は、リージョンなどの PI コミティに連絡してください。
（PI
の手引き P48&49 を参照してください。
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サンプル＃２A*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私たちは、ナルコティクス アノニマス○○エリア病院＆施設（H&I）委員会を通じ
て、現在サービス活動を行っている施設との、信頼あるコミュニケーションを深めるた
めに、継続的な活動の一環としてお手紙させていただいております。
私たち NA○○エリアから、貴施設への連絡調整係に一任して信頼をおいているため、
問題なく対応できることをあらためてお知らせいたします。
もし、いくつかの話し合いたいことがありましたら、いつでも喜んでお会いする機会
を設けたいと思っております。
そちらの施設の依存症者へ私たちの回復のメッセージが届けられるように、私たちの
集まりを受け入れ、理解していただいたことに心より感謝いたしております。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長/役員

サンプル＃２ 中間コンタクトレター 詳しくは H&I ハンドブック P４段落５参照

〇〇

〇〇
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サンプル＃２B*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私たちは、ナルコティクス アノニマス○○エリア病院＆施設（H&I）委員会を通じ
て、現在サービス活動を行っている施設との、信頼あるコミュニケーションを深めるた
めに、継続的な活動の一環としてお手紙させていただいております。
貴施設の依存症者に提供するサービスをより良く改善するために、お会いしていくつ
かお話したいと思っております。ご都合がよろしければ、近日中にお伺いしてお話した
いと思っておりますので、お忙しいとは存じますが、お時間をとっていただけたらと思
っております。
そちらの施設の依存症者へ私たちの回復のメッセージが届けられるように、私たちの
集まりを受け入れ、理解していただいたことに心より感謝いたしております。
いつでもお気軽にお問い合わせください。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長/役員

サンプル＃２ 中間コンタクトレター 詳しくは H&I ハンドブック P４段落５参照

〇〇

〇〇
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サンプル #3A*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
先月の 5 月 25 日に病院・施設委員会（H＆I）にご依頼いただいた件につきまして、
誠に申し訳ありませんが、そちらのご要望の通りの活動を提供することができません。
ナルコティクス アノニマス 病院・施設委員会では、依存症者の回復のためのナルコ
ティクス アノニマスのプログラムのご紹介などを提供しています。地域のナルコティ
クス アノニマスのミーティングへの参加方法、住所録、NA の文献、詳しい情報など
を提供することができると思います。
ナルコティクス アノニマスの集まりでは、私たちのプログラムを通じての、進行中
の依存症からの回復のためを除いて、いかなる問題に対しても意見を持てません（NA
12 の伝統に基づく）他の問題を伴う可能性のある活動には参加することができません。
私たちが提供できる範囲のサービスを協議するための日程を調整していただけるとあ
りがたく思っております。ナルコティクス アノニマスに興味を持っていただいて感謝
いたしております。いつでもお気軽に連絡していただきたく思っております。よろしく
おねがいいたします。
敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長/役員

サンプル＃3 要望のあったサービス活動のお断り 詳しくは H&I ハンドブック P18 段落 2 参照

〇〇

〇〇
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サンプル #3B*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
先月の 5 月 25 日に病院・施設委員会（H＆I）にご依頼いただいた件につきまして、
誠に申し訳ありませんが、そちらのご要望の通りの活動を提供することができません。
ナルコティクス アノニマス 病院・施設委員会では、依存症者の回復のためのナルコ
ティクス アノニマスのプログラムのご紹介などを提供しています。地域のナルコティ
クス アノニマスのミーティングへの参加方法、住所録、NA の文献、詳しい情報など
を提供することができると思います。
私たちは匿名の集まりですので、ここでの回復を求める依存症者は、匿名性が守られ
ることを重要としています。私たちの１２の伝統では、新聞、ラジオ、映像の分野で、
露出されることによって匿名性が侵害されることを排除しています。
私たちが提供できる範囲のサービスを協議するための日程を調整していただけるとあ
りがたく思っております。ナルコティクス アノニマスに興味を持っていただいて感謝
いたしております。いつでもお気軽に連絡していただきたく思っております。よろしく
おねがいいたします。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長/役員

サンプル＃3 要望のあったサービス活動のお断り 詳しくは H&I ハンドブック P18 段落 2 参照

〇〇

〇〇
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サンプル #3C*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
先月の 5 月 25 日に病院・施設委員会（H＆I）にご依頼いただいた件につきまして、
誠に申し訳ありませんが、そちらのご要望の通りの活動を提供することができません。
ナルコティクス アノニマス 病院・施設委員会では、依存症者の回復のためのナルコ
ティクス アノニマスのプログラムのご紹介などを提供しています。地域のナルコティ
クス アノニマスのミーティングへの参加方法、住所録、NA の文献、詳しい情報など
を提供することができると思います。
広報委員会は、依存症者ではない方々へのプレゼンテーションを提供することができ
ます。私たちは、そちらのご要望にお応えする前に連絡させていただいています。
私たちが提供できる範囲のサービスを協議するための日程を調整していただけると
ありがたく思っております。ナルコティクス アノニマスに興味を持っていただいて感
謝いたしております。いつでもお気軽に連絡していただきたく思っております。よろし
くおねがいいたします。
敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

サンプル＃3 要望のあったサービス活動のお断り 詳しくは H&I ハンドブック P18 段落 2 参照

〇〇

〇〇
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サンプル #3D*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
先月の 5 月 25 日に病院・施設委員会（H＆I）にご依頼いただいた件につきまして、
誠に申し訳ありませんが、そちらのご要望の通りの活動を提供することができません。
ナルコティクス アノニマス 病院・施設委員会では、依存症者の回復のためのナルコ
ティクス アノニマスのプログラムのご紹介などを提供しています。地域のナルコティ
クス アノニマスのミーティングへの参加方法、住所録、NA の文献、詳しい情報など
を提供することができると思います。
私たちは、特定の薬物やいくつかの薬物というよりも、依存症という病気からの回復
に基づいたメッセージが唯一効果的であると信じています。混乱を避け、明確なメッセ
ージを提供するために、私たちは共同でのプレゼンテーションに参加することができま
せん。これは、私たちの指針である 12 の伝統のナルコティクス アノニマス以外のい
かなる団体との関係持たず、提携したりしない。という 6 番目の伝統に沿っています。
私たちが提供できる範囲のサービスを協議するための日程を調整していただけると
ありがたく思っております。ナルコティクス アノニマスに興味を持っていただいて感
謝いたしております。いつでもお気軽に連絡していただきたく思っております。よろし
くおねがいいたします。
敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

サンプル＃3 要望のあったサービス活動のお断り 詳しくは H&I ハンドブック P18 段落 2 参照

〇〇

〇〇
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サンプル #4A*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
5 月 25 日付けのお手紙を受け取りました。病院＆施設（H&I）委員会によるナルコ
ティクス アノニマスの定期的なプレゼンテーションをリクエストしていただいて誠に
ありがとうございます。しかしながら、私たちは現時点で定期的にプレゼンテーション
を行うことができません。
しかし、私たちは一ヶ月に一度のペースでしたら、スピーカープレゼンテーションを
行うことが可能です。これらについてより詳しく話し合うために、お忙しいとは思いま
すがお時間を調整して頂ければ、こちらも時間を用意して伺いたいと思います（そこで
提供できるサービスから指定していただけると助かります）
ナルコティクス アノニマスに興味を持っていただいて感謝いたしております。いつ
でもお気軽に連絡していただきたく思っております。よろしくお願いいたします。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

〇〇

〇〇

サンプル＃4 定期的なプレゼンテーションが提供できない場合 詳しくは H&I ハンドブック P4 段落 2、P17 段落 3、
P31 段落 3、P37 段落 3 参照
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サンプル #4B*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
5 月 25 日付けのお手紙を受け取りました。病院＆施設（H&I）委員会によるナルコ
ティクス アノニマスの定期的なプレゼンテーションをリクエストしていただいて誠に
ありがとうございます。しかしながら、私たちは現時点で定期的にプレゼンテーション
を行うことができません。
私たちはミーティング開催をお待ちいただいている施設のリストを管理しています。
そのリストに貴施設も入っておりますので、近い将来、リクエストにお応えできるよう
願っております。現在私たちができることとして、地域のナルコティクス アノニマス
のミーティング会場リストを提供したいと思います。また、ナルコティクス アノニマ
スの様々な文献を注文することができるように、注文フォームも同封しております。私
たちの委員会は、コミュニケーションを継続して行えるように、またそれを確立できる
ように、貴施設の職員及び役員様とお会いすることを心より望んでおります。
ナルコティクス アノニマスに興味を持っていただいて感謝いたしております。いつ
でもお気軽に連絡していただきたく思っております。よろしくおねがいいたします。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

〇〇

〇〇

サンプル＃4 定期的なプレゼンテーションが提供できない場合 詳しくは H&I ハンドブック P4 段落 2、P17 段落 3、
P31 段落 3、P37 段落 3 参照
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サンプル #5*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
○○グループ
〇〇

〇〇様

拝啓

お元気ですか。

私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
○○エリア ナルコティクス アノニマス 病院＆施設（H&I）委員会を通じて、利用
できるサービスや情報をどのように認識しているか確認するために、この手紙を書かせ
ていただきました。
委員会は、ナルコティクス アノニマスミーティングのプレゼンテーションに対して
の責任を担っており、これに役立つ多くの資源を持っています。私たちの委員会会議で
は、回復のメッセージを運ぶために最善を尽くして活動できるための情報を交換するた
めのフォーラムを提供します。さらに世界中のほかのエリアやリージョンからのアイデ
アや情報を数多く入手しております。このつながりは、地元での H&I 活動をする仲間
へ、ほかのエリアやリージョンからの、経験と力と希望を共有することを可能にしてく
れます。
委員会のサポートを通じて、ひとりでサービスを背負って提供する必要はありません。
スケジュールが調整できない場合や、病気の時に役立つ他のメンバーがいます。サポー
トメンバーの参加は、様々な種類の回復の方法を提示したり、未だ苦しんでいる依存症
者がメッセージを認識したり聞いたりする機会を増やしてくれるでしょう。私たちは、
あなたの委員会への参加を歓迎します。私たちの会議は○月○日○時より、○○○○で
行われます。また、連絡先、問い合わせ先は○○○-○○○○（担当者名）になります。
お気軽にご連絡ください。私たちは、あなたの参加を楽しみにお待ちしています。また、
未だ苦しんでいる依存症者へメッセージを伝えることへのあなたの献身に、こころより
感謝致します。
仲間として

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

サンプル＃5 単独で活動するメンバーの参加を呼び込む 詳しくは H&I ハンドブック P2 段落 2

〇〇

敬具

〇〇
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サンプル #6*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
5 月 25 日付けのお手紙を受け取りました。ナルコティクス アノニマスのミーティ
ングを依頼していただいて誠にありがとうございます。病院＆施設（H&I）委員会を通
じて、貴施設の対象者に対してのミーティングを提供することができます。そのために、
より適切な対応をするために詳しい内容等について、貴施設と話し合う時間が手配でき
ればと思っております。そのために、お手数ではありますが
・

会議可能な日程をお電話ください

○○○-○○○○（担当者名）

・ もしくは、貴施設担当者の連絡先もしくはメールアドレスをお知らせください。
・ わかり次第早急に対応したいと思っております。
ナルコティクス アノニマスのプログラムに興味を持っていただいて感謝いたしており
ます。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

〇〇

〇〇

サンプル＃6 ミーティングのリクエストに対する返答 詳しくは H&I ハンドブック P4 段落１、P17 段落 3、P31
段落 3 参照
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サンプル #7*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
この度は、ナルコティクス アノニマスの文献の注文に使用するフォームと文献リス
トを同封させていただきましたので、是非ご覧下さい。書式に記載されているリージョ
ナルサービスオフィス（ジャパンセントラルオフィス）、もしくはワールドサービスオ
フィスから、ナルコティクス アノニマスの文献を注文することができます。
私たちの文献は、依存症者の回復にとって、非常に価値があるものになると感じてい
ます。
これまで私たちの病院＆施設（H＆I）委員会が貴施設の依存症者に、いくつかの文献
を提供したとき、それらは彼らにとって非常によいものと受け取られました。特に早い
段階でナルコティクス アノニマスの文献を読み始めることは、個人の回復のプログラ
ムにとって非常に重要であることがわかっています。しかしながら、私たちが文献を寄
付し続けることはむつかしく思っています。
貴施設の依存症者の回復のために、ナルコティクス アノニマスの文献を継続して提
供していただきたいと私たちは願っています。詳細についてはお気軽にお問い合わせく
ださい。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

〇〇

サンプル＃7 施設の文献購入に関するお願い 詳しくは H&I ハンドブック P4 段落 4、P20 段落 3 参照

〇〇
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サンプル #8*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
私たちナルコティクス アノニマスの病院＆施設（H＆I）委員会メンバーが、貴施設
の依存症者のためのナルコティクス アノニマス 病院＆施設ミーティングに関して議
論するために貴施設の職員様と以前話し合いをしてから、しばらく経っています。担当
の職員様も変更になられたとお聞きしています。
私たちは、私たちが活動している施設の管理者及び職員様と定期的にお会いすること
が、非常にプログラム自体に対しても有益だと感じています。私たちは貴施設の規則、
規制、要件について明確に理解しています。さらに、このような会議は、ナルコティク
ス アノニマスの本質と病院＆施設（H&I）委員会のサービスについて明確にする機会
を提供できます。
できるだけ早急に連絡を取り、予定を立てたいと思っています。私たちのプログラム
に対して関心を持っていただいて本当にありがとうございます。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

サンプル＃8 仮の会議連絡 詳しくは H&I ハンドブック P4 段落 5、P4 段落 2、P17 段落 1 参照

〇〇

〇〇
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サンプル #9*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
誠に申し訳ない話で恐縮なのですが、貴施設で日中行っていました、ナルコティクス ア
ノニマスの病院＆施設（H＆I）ミーティングの継続が非常に困難な状態になっている現
状があります。このことに対して簡単に決められることではありませんが、貴施設内で
の対象者に対して、最高のサービスを提供するための必要なコンテンツと品質レベルの
維持をお約束することができない状況であり、このミーティングの開催を中止せざるを
得ないという決定をお伝え致します。
勝手なこちらの状況で、本当に申し訳ありませんが、しばしばミーティングをサポー
トするための対応可能なメンバーの数が減少しています。この時々において、これまで
と同じサービスを削減して対応する代替手段がみつかりません（私たちは月に 1 度の
スピーカー（経験を講演する形式）ミーティングを提供し、ミーティング会場案内など
を引き続き提供することは可能です。今後も提供できる内容に関してはリストを同封し
ていますのでご確認ください）
私たちは、貴施設とのコンタクトを維持し、依存症者へのサービスの再確立が一日で
も早くできるよう心待ちにして活動を立て直したいと思います。
よろしくお願い致します。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

サンプル＃９ ミーティングの中止 詳しくは H&I ハンドブック P24 段落 3、P17 段落 2 を参照

〇〇

〇〇
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サンプル #10*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日

〇〇

〇〇様

拝啓
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
あなたから（電話/手紙）で請求いただいた NA の情報と資料に関する書類を同封い
たしております。
内容としては、
・ ナルコティクス アノニマスのインフォメーションパンフレット
・ ホワイトブックレット

一式 10 部

1部

以上がパッケージされて同封してあります。
また、私たちの回復プログラムを詳しく見ていただくために、
・ ナルコティクス アノニマス

ベーシックテキスト（コピー）

1部

も同封させていただきました。ご確認ください。
もし、今後、これらの文献を自身にて購入したいのであれば、最新のカタログも一部、
同封いたしております。
いつも私たちの活動をご理解、ご支援頂いて誠にありがとうございます。さらなる支
援が必要な場合は、どうぞいつでもお気軽にお電話、又はメールにてご連絡ください。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

サンプル＃10 施設期間の資料購入 詳しくは H&I ハンドブック P4 段落 4、P17 段落 4 を参照

〇〇

〇〇
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サンプル #11*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
はじめに、この機会をもちまして、貴施設がナルコティクス アノニマスに関心を持
ち、回復のメッセージを伝える活動に対してのサポートしていただけることに対して病
院＆施設（H＆I）委員会一同、心より感謝の念を申し上げたいと思います。私たちは様々
な機関からナルコティクス アノニマス ミーティングの情報について、かなりの数の要
請を受けています。要求された情報の一部には、ミーティングが既に存在する施設に関
する情報が含まれています。私たちのプログラムの経験を述べた手紙を頂いて感謝して
います。手紙には以下の質問に対する回答が含まれています。NA ミーティングが、あ
なたの施設でどのくらいの期間開催されており、どのような結果や効果を認識していま
すか？

このような手紙は、地域の NA グループやサービス委員会が、依存症という

病気で未だ苦しんでいる依存症者へ回復のメッセージを伝えることを助けるのに、非常
に役立つでしょう。
時には、H&I サービスを提供したい他の施設へ手紙などを使用して回覧しています。
貴施設の手紙が、このように使用されることを望まない場合は、こちらにお知らせくだ
さい。
ご理解、ご支持、ご配慮に感謝致します。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

サンプル＃11 紹介依頼状 詳しくは H&I ハンドブック P18 段落 3、P32 段落 2 を参照

〇〇

〇〇
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サンプル #12*

NAJAPAN○○エリア発 001 号
平成○年○月○日
施設名
役職

〇〇

〇〇様

拝啓

時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございます。
私は、＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長の〇〇です。
ナルコティクス アノニマス（○○エリア）病院＆施設（H＆I）委員長として、貴施
設で開催されている、ナルコティクス アノニマス ミーティングが NA 病院＆施設（H
＆I）委員会の後援のもとにないことを伝えたく、この手紙を書かせていただいていま
す。この私たちの NA H&I 委員会の機能は、ナルコティクス アノニマスの通常のミー
ティングに定期的に参加することができない施設内の居住者に、ナルコティクス アノ
ニマスの回復のメッセージを運ぶことです。このミーティングは、私たちの委員会に含
まれていないため、どのように実施されているのか分からず、プログラムの原則が確実
に支持されて行われていると認識できません。したがって、ナルコティクス アノニマ
スは、発生する可能性のある不正行為に責任を負うことはできません。
詳細について、また私たちに何らかの方法でサポートを求める場合は、こちらに躊躇
せず連絡をしてください。よろしくお願いいたします。

敬具

＿＿＿＿＿エリア H&I サブコミティ委員長

サンプル＃12 免責事項 詳しくは H&I ハンドブック P2 段落 1

〇〇

〇〇
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付録フォーム B
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H&I ミーティング設定の際のチェックリスト

初回のコンタクト

施設からのコンタクト
施設名
コンタクト日時
施設の形態
担当者名
担当した H&I 担当者
コンタクトの種類（手紙、電話、その他）
回答日時
面談予約

日時、時間

その他の事項

H&I から施設へのコンタクト
施設名
コンタクト日時
施設の形態
担当者名
担当した H&I 担当者
コンタクトの種類（手紙、電話、その他）
回答日時
面談予約
その他の事項

日時、時間
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プレゼンテーションでの情報交換チェックリスト

NA についての確認事項

Y

N

施設についての確認事項

H&I のルールと規定

ルールや規定

文献の持ち込み（リスト）

可能な規定の確認

H&I ハンドブック

服装規定

ローカルガイドライン

クリーンタイム条件

１２ステップ

必要な承認

H&I の説明

調査事項

フォーマットの使用

言語の制限

メンバーの条件

職員の紹介

文献規定の理解

ハグやハンド・リングが可能か

その他の情報について

平安の祈りが可能か

Y

N

文献やコーヒーの提供
その他の話し合い
情報交換をした日程
担当スタッフの役職、名前の紹介
ミーティング/プレゼンテーションのためのコンタクト名
H&I サブコミティメンバーによるプレゼンテーション
ミーティング/プレゼンテーションの設定
はいの場合、日程と時間の調整
次回の追加会議のための面談予約
施設からのリクエストの追加情報
H&I サブコミティへのプレゼンテーション結果報告
WSO へのパネルコーディネーターによる新規ミーティング/プレゼンテーション登録
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H&I ミーティング/プレゼンテーション申込フォーム

施設名
住所
メールアドレス
施設代表者名
電話番号
ミーティング/プレゼンテーションインフォメーション

日程

時間

日程

時間

H&I 担当者名

電話番号

住所
施設の種類（もっとも適切なもの）
刑務所
軍の組織

治療施設

病院

クリニック

その他（

解毒施設
）

担当エリア
H&I 委員長
住所
電話番号
これら以外の重要、およびできる限りの情報は、追加の用紙に記載し、合わせ
て使用してください。それらは、ルールや規定の詳細、状況、許可されている
持ち込み可能な用品などに関する事項です。もちろん、H&I サブコミティでの
ルールや規定のガイドラインにも準拠した上で作成してください。
しっかりと記入、作成したもののコピーを ASC およびリージョン H&I コミ
ティにも送ってください。
それらをまとめて NAWS にも英文にして送付します。
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ASC

H&I

報告フォーム

（パネルリーダーからエリア H&I へ）

日時
施設名
参加者数
パネルメンバー参加者数
パネルリーダー
住所（CHANGED）
電話番号
パネルコーディネーター名
スピーカーのトピック（テーマ）リスト
何回目のミーティングでしたか？

問題点や状況

ASC

H&I にて何を提供することができるか？

その他の重要な情報
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RSC

H&I 報告フォーム

（エリア H&I からリージョン H&I へ）

日時
エリア名
H&I ミーティングの回数、会場
H&I 委員長
住所変更
電話番号
範囲変更
役員選挙
新しいミーティング/プレゼンテーション

最近のプロジェクト(計画)または活動

問題点や状況

RSC H&I が何を提供できるか？

その他の重要な情報
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REGIONAL H&I REPORT FORM
(RSC H&I TO WSC H&I)
(Please make report quarterly)
DATE: _____________________________
NAME OF REGION __________________ DATE OF LAST REPORT _____________
NAME OF H&I CHAIR _______________ PHONE NUMBER: (

) ______-______

MAILING ADDRESS FOR SUBCOMMITTEE _________________________________
______________________________________________________________________
HOW MANY TREATMENT MEETINGS? _____________________________________
HOW MANY CORRECTIONAL MEETINGS? _________________________________
NUMBER OF AREAS IN REGION __________________________________________
NUMBER AT LAST REPORT ______________________________________________
NUMBER OF AREAS PARTICIPATING ______________________________________
PLEASE ATTACH A MAILING LIST FOR ALL OF YOUR AREA H&I
SUBCOMMITTEES.
WHAT IS YOUR BUDGET? ______________________________________________
HOW MUCH IS ACTUALLY SPENT?______________________________________
OTHER TYPES OF SERVICES H&I IS PERFORMING: _______________________
______________________________________________________________________
ANY PROBLEMS YOUR SUBCOMMITTEE HAS ADDRESSED? ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ (USE ADDITIONAL SHEETS IF NECESSARY)
SPECIAL SUCCESSES SINCE THE LAST REPORT __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ (USE ADDITIONAL SHEETS IF NECESSARY)
ANY SERVICE OR INFORMATION WSC H&I CAN PROVIDE TO YOUR EFFORTS?
______________________________________________________________________
______________________________________ (USE ADDITIONAL SHEETS IF NECESSARY)
OTHER COMMENTS?__________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ (USE ADDITIONAL SHEETS IF NECESSARY)
これは、リージョンH&IからWSC H&Iへの報告書のフォームです。
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WSC H&I POOL NOMINEE INFORMATION SHEET
We as members of the ____________________________ Region would like to
nominate ___________________ as a WSC H&I Committee H&I Pool Nominee. We
believe he/she would be a valuable participant in the efforts of this committee.
We agree to assist, if possible, in the financing of his/her travel to one or more
committee meetings held outside of our region once elected as a voting member,
so that our worldwide fellowship might benefit from his or her knowledge
or experience.
Nominees do not have to be an RSR or RSR-Alternate. The most important
requirements are, H&I experience and time to do the work. Only one (1) member
per region may be in the nominee pool at a time. Members will be removed
from the nominee pool for the following reasons:
• Relapse
• Misappropriation of fellowship funds
Date:__________________________________________________________________
Name: ________________________________________________________________
Address:_______________________________________________________________
Phone: (

) __________ - __________

Clean Date: ____________________________________________________________
RSC Name: ____________________________________________________________
Current NA service positions: ____________________________________________
______________________________________________________________________
Previous NA service positions completed: _________________________________
______________________________________________________________________
Previous NA service positions not completed: ______________________________
______________________________________________________________________
Additional H&I service related experience: ________________________________
______________________________________________________________________
Life experience which may help you with this committee: ___________________
______________________________________________________________________
Is regional H&I subcommittee able and willing to support specific assigned tasks
with input to WSC H&I? _________________________________________________
これは、WSCのH&Iコミティメンバーへの立候補者のサービス履歴です。
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REACHING OUT
SUBSCRIPTION ORDER FORM
Reaching Out is a quarterly recovery-oriented newsletter made available free
of charge to incarcerated addicts through the World Board of Narcotics Anonymous.
It contains letters written by Narcotics Anonymous members who are in
hospitals, institutions or involved in H&I service. This newsletter is available by
subscription to NA members, correctional facilities, service committees, or anyone
else who is interested. For the yearly price of $31.00, the subscriber will receive
20 copies of the Reaching Out newsletter mailed quarterly.
Please send me __________ subscriptions @ $31.00 each Total $ ____________
Send subscription to: ___________________________________________________
Please send a gift subscription to: ________________________________________
From _________________________________________________________________
(A letter will announce your gift) (please type or print clearly)
Name _________________________________________________________________
Address _______________________________________________________________
City
___________________________________________________________________
State/Province _________________________________________________________
Zip/Postal Code ________________________________________________________
Country _______________________________________________________________
Please enclose check or money order with your order
Mail to:
Reaching Out
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409
これは定期刊行物「リーチングアウト」のオーダーフォームです。
年間３１ドルにて、最新の冊子コピーが２０部、定期的に送られてきます。
日本リージョンでは、今後、これらの冊子の翻訳および、収容施設への配布を計画して
おり、翻訳が開始次第、ウェブからのダウンロードを随時更新していきます。
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追加資料B

H＆Iミーティング用 月間エリア文献供給リスト

施設名→

小計

ミーティング会場リスト
ベーシックテキスト
なぜ、どのように効果があるのか

今日だけ
塀の中で
NA 入門
ホワイトブックレット
ようこそ NA へ(IP)
新しく来た仲間に(IP)
自分は薬物依存症者か(IP)
今日だけ(IP)
スポンサーシップ(IP)
ザ・グループ(IP)
若者と回復(IP)
回復とリラプス(IP)

エリア
委員長

年

月

担当者

（確認済サイン）
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追加資料B

H＆Iミーティング用

月間リージョン文献供給リスト

施設名→

小計

ミーティング会場リスト
ベーシックテキスト
なぜ、どのように効果があるのか

今日だけ
塀の中で
NA 入門
ホワイトブックレット
ようこそ NA へ(IP)
新しく来た仲間に(IP)
自分は薬物依存症者か(IP)
今日だけ(IP)
スポンサーシップ(IP)
ザ・グループ(IP)
若者と回復(IP)
回復とリラプス(IP)

リージョン
委員長

年

月

担当者

（確認済サイン）
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パネルコーディネーター情報シート
エリア名

施設名

住所

電話番号

施設担当者名
最終コンタクト日時

コンタクト方法
会う/電話/手紙

変更点・問題
点・注意点

その他

H&I 委員長

パネルコーディネーター
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勉強会/ワークショップ報告書
（参加したコミティメンバーより）

H&I コミティのファシリテーター名
どこのエリア/リージョン/ゾーンが主催のイベント？
どこで開催されたか？
もしそうなら、誰から？
イベントの日付
イベント会場までの距離
どんな内容だったか

コミティメンバーの活動（トピックの分かち合い、役割の継続、など）

あなたのコミティの連絡先、住所、電話番号

約何名くらいが参加していましたか？
イベントへのご意見

リージョン H&I コミティのメールアドレスは

najrsc.handi@gmail.com

131

勉強会/ワークショップ依頼報告書
(主催エリアの記入)
H&I コミティは、定期的にあなたのエリア H&I サブコミティへのより効果的な
サービスを提供する方法を見通しています。あなたが私たちのすることを助け
ることができるなら、このフォームに記入して、あなたの参加している H&I ワ
ークショップへ、または下記に記載のメールアドレスに送ってください。これ
はツールであり、私たちはこれらを、イベントでの
H&I コミティメンバー参加者の評価に使用します。あなたが書ける範囲でシン
プルに質問に答えていただければ結構です。ご協力ありがとうございます。
この報告書を記入した方の、名前、住所、電話番号

このイベントによって、あなた方の何が改善されましたか？
H&I リージョンメンバー参加者の名前

どのエリア/リージョン/ゾーン主催のイベントでしたか？
イベントでは、どんなトピックがカバーされていましたか？（可能であれば、
プログラムか議事録を貼り付けてください）
これは複数のエリア合同のイベントでしたか？
何名ほどのメンバーが参加しましたか？
リージョン H&I メンバーはどんな役割をしましたか？（例：役員として議題の
分かち合い、など）
リージョン H&I メンバーこの参加したイベントでどのようなコメントをしまし
たか？
リージョン H&I メンバーにほかに質問はありますか？なければ、それはなぜ？
リージョン H&I コミティのメールアドレスは

najrsc.handi@gmail.com
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グロッサリー（用語解説集）
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グロッサリー（用語解説）
オルタ

オルタネート：

Temporary Working Guide to our Service Structure（未翻訳）

のサービスでの様々なオルタネートのポジションの定義を参照してください。
ASC ：

エリアサービスコミティ

BOD Board of Directors：
H&I ：

ワールドサービスオフィスの理事

病院＆施設

IP インフォメーションパンフレット：

ワールドサービスオフィスで出版され、カンファレン

スにて承認されている
PI： パブリック インフォメーション

カンファレンスでの常設委員会と ASC および RSC で

のサブコミティ
RSC：

リージョナル・サービス・コミティ

TWGSS：

Temporary Working Guide to the Service Structure：

WSB：

ワールドサービス役員管理委員会

WSC：

ワールドサービス カンファレンス

WSO：

ワールドサービス オフィス

アドミニストレイティブ：

WSO から入手可能

看護師、取締役、医師、管理者などの治療及び矯正施設の職員の

上位レベル。H&I ミーティング/プレゼンテーションを確立するために必要な手配は、行政担当
者によって行われることが多い。
ワールドサービス

カンファレンス：
コーディネーター：

カンファレンス

パネルコーディネーター「コミティの構造と機能」「WSO H&I コーディ

ネーター」の章をご覧下さい。
コレクショナル

インスティテューションズ：

矯正施設、刑務所とも呼ばれます。拘置所、

刑務所、すべての矯正局管轄の施設。
ディレクトリ：

地域のナルコティクス アノニマス ミーティングのリスト

ファシリティーズ：

H&I ミーティング/プレゼンテーションが開催されている、または開催す

る可能性がある、治療と矯正の両方の場所を全て含めて使用します。
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フォレンシック： 精神的に不安定で、知的にも障害があり、精神医学的評価が必要な者、又
は犯罪者として狂人と分類された者のための、裁判所命令の最もセキュリティの高い矯正施設
H&I ミーティング/プレゼンテーション： エリアサービスコミティが H&I サブコミティを通じ
て提供される、通常の定期的なナルコティクス アノニマスのミーティングに参加できない依存
症者に回復のメッセージを伝えるサービス
H&I プレゼンテーション：
インサービス：
文献：

職員のための施設で行われる訓練セッション。H&I は参加していません。

カンファレンスで承認された NA の文献

ミーティング リスト：

ディレクトリ参照

ザ・NA WAY マガジン：
パネル：

H&I ミーティング/プレゼンテーションを参照

WSO によって、発行される月刊マガジン

H&I ミーティング/プレゼンテーションに参加することができる NA メンバー

パネルチェア：

パネルリーダー参照

パネルリーダー： H&I ミーティング/プレゼンテーションを担当するメンバー。パネルメンバ
ーを選択し、パネルコーディネーターに報告します。「コミティの構造と機能」を参照
パネルメンバー： パネル参加者とも呼ばれます。H&I ミーティング/プレゼンテーションに参
加して自分の経験と力と希望を分かち合う NA メンバー。パネルリーダーまたはパネルコーデ
ィネーターによって選択されます。「コミティの構造と機能」を参照してください。
フォンライン ディレクトリ： すべての NA ヘルプライン/ホットラインのリスト。WSO から
入手できます。
プレゼンテーション： ミーティング/プレゼンテーションを参照してください。H&I ミーティ
ング/プレゼンテーションを行うために開催された施設管理者との最初の打ち合わせに関して
も使用されます。
リーチングアウト： WSC H&I 委員会の年に４回のニューズレター。WSO のプロジェクトコ
ーディネーターを通じて利用可能です。
レジデンツ： H&I サブコミティによって奉仕されているか、奉仕できる施設の依存症者を指
すために使用されます。受刑者、参加者、患者などが含まれます。
スケジュール：

ディレクトリを参照

スピーカー： ナルコティクス アノニマスで個人の回復の話を分かち合う H&I ミーティング/
プレゼンテーションに参加する NA メンバー。分かち合いはパネルリーダーの提案に応じて、
回復の特定の側面に限定される場合があります。
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スタッフ：

通常時は依存症レジデンツと直接接触している日常業務に関わる施設職員。多く

の場合、H&I 活動者は、ミーティング/プレゼンテーションが確立されると、スタッフとの接触
することが多くなります。
スタッフ

プレゼンテーション： H＆I ミーティング/プレゼンテーションの第一歩として、プ

ログラムおよび H＆I ミーティングの内容を、施設の管理者および/またはスタッフに提示する
こと。「全般的なお知らせ」「治療と矯正」のそれぞれのセクションにある「どのように H&I ミ
ーティング/プレゼンテーションをはじめるには」参照
スタッフ

トレーニング：

ステップスタディ：

インサービス参照

ステップミーティングとも呼ばれます。 ディスカッションのトピックが

NA の 12 ステップの 1 つであるフォーマット。
「治療」及び「矯正」セクションの特定のフォ
ーマットを参照してください。
治療施設：

依存症者が社会の有用な一員として、クリーンで生きることを支援するという目

標を持っている施設
WSO 製品カタログ：

WSO を通じて販売するすべてのアイテムの販売リスト。WSO～入手

できます。
WSO H&I コーディネーター：

H&I 委員会と H&I 活動に関するフェローシップに対応し、通

達する WSO 職員。プロジェクトコーディネーターは、ここのメンバーからのリクエストにも
応え、WSC の H&I 委員会を促進します。WSC H&I へのすべての対応、質問、情報、意見の提
供などは、WSO H&I プロジェクトコーディネーターを通じて直接行ってください。
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最後に

このハンドブックの全体に渡る経験によって、通常の NA ミーティングに参加でき
ない人々に回復のメッセージを伝えようと活動している皆様の助けになることが私た
ちの希望です。
NA の文献、リーチングアウト、そして様々なコミティのコミュニケーションを維持
することを通じて、私たちの活動は成功するでしょう。
この言葉を私たちは約束しましょう：

依存症からの解放

私たちの最終目標は、回復のメッセージを必要とする病院や施設の依存症者に、私た
ちの回復のメッセージを受け取る機会がないということをなくすことです。
私たちの全体の活動を通じて、私たちはそのメッセージを効果的に運ぶための資源、
やる気、そしてエネルギーを開発します。メッセージは、今日の回復の自由は彼らのも
のであるということです。そしてそれを私たちが、NAWAY の回復の精神を分かち合
い、思いやり、運び続けることによって、どうやって保つかにかかっています。
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インデックス（英語表記順）
アクセス

1、26、39、43、61

NA 文献

追加事項

6

NA 文献の供給

青年期

5、28、98

21、35、46、120
9

施設との関係性

16

エリアサービスコミティ 52、57、73、122

パネルメンバーオリエンテーション

H&I ミーティングセッティングチェックリ

文通/刑務所への手紙

スト

問題の解決

7、98、122、123、124

PI コミティ

2

119

クリーンタイム要件

25、47、54、62、73、

8

81、90、120

H&I で利用可能な出版物

施設

リーチングアウト ニューズレター

15、25、31

フォレンシック

43、44
52

9

H&コミティの目的

8

リカバリーテープ
サンプルレター

15、31、43、52、61、

8
101

スピーカープレゼンテーション

73、76、80、85、92、95

スポンサーシップ

11

H&I in 矯正施設

ステップスタディ

22、36

31、38、40

H&I in 精神科病院

43

トピックディスカッション

H&I in リカバリーハウス

26

トランスポーテーション

H&I in リハビリセンター

15

スタッフとの活動

H&I 勉強会＆ワークショップ

67

H&I 小さなコミュニティでの H&I
H&I 外来施設でのメッセージ

H&I 治療施設でのメッセージ

57

15、25

H&I パネル/プレゼンテーション
46、57、120、121
プレゼンテーション

H&I

サブコミティ

H&I/PI の協働

薬

27

52、59、124

2

ハーフウェイハウス

121

27

8

27、120

19、33、

6、66、

121
WSC H&I コミティ

26

19、33

20、34

ワールドサービスカンファレンス

26

H&I 治療共同体でのメッセージ

H&I

8、17、

55、60、61、68、126

エリア H&I サブコミティの形成
H&I コミティ予算
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10、51、60、61、125

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。

