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From the Editor
　いつも『リーチングアウト』をご愛読いただき、ありがとうございま
す。これからも、このＮＡワールドサービス発行のニューズレターを読
むことが、回復の道を歩むうえでもＨ＆Ｉのサービスに取り組むうえで

もみなさんの励みになればと願っています。

　おかげさまで、『リーチングアウト』は今年で創刊30年を迎えまし
た。今月号ではそれを記念して、これまでの号に掲載された仲間のお便
りとともに、現在ナルコティクス アノニマスにつながって回復という贈
り物を手にしている仲間たちの話を特集しています。どうか、この仲間

のわかちあいによる特別号をお楽しみください。

　また、『リーチングアウト』では、NA のメンバーやＨ＆Ｉサブコミ
ティからの投稿を募集しています。掲載にあたっては、薬物の使用によ
る悲惨さに終始せず、むしろ塀の中での回復にNAがどのように役立つ
かということに焦点を絞った内容であることが求められます。投稿は、
郵送 PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409-9999; USA もしくは Ｅメール 

fsmail@na.org で受け付けています

掲載に関する投稿の締め切りは、以下の通りです。
 掲載号 投稿の締め切り
 2016年４月号 2016年２月15日
               2016年７月号 2016年４月15日
               2016年10月号 2016年７月15日
               2017年１月号 2016年10月15日

　今月号の表紙にあるイラストは、ＮＡノーザン・カリフォルニア Ｈ＆Ｉコミティ
によるパンフレットから拝借したものです。1961年〜1962年にかけて、ロスアンジ
ェルスから100マイル北にあるテハチャピ・プリズン(カリフォルニア州の刑務所)で
開かれたミーティングでは、このパンフレットが使われていました。
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『リーチングアウト』創刊第1版、1985年1月号に掲載された便り

前略、リーチングアウトさま

　おれたちはストーントンの塀の中で小さなＮＡグループをつくって、
週２回ミーティングを開いている。だが、最近になって、フィールド・
ユニット（実習棟）にもＮＡグループができた。そっちは、行政当局か
ら全面的な支援を受けてミーティングを開いている。だから、おれたち
のグループは人数が増えないんだ。ちょっとやる気をなくしているよう
にきこえるな。まぁ、そうだとしても、おれは簡単にはあきらめたりし
ない。ＮＡにはたっぷり時間をつぎこんだし、そのおかげでこれまでと
違う生き方ができるようになったんだ。まだ苦しんでいるアディクト
を手助けしようと努力していなかったら、おれは自分をよしとできない
よ。今は、いろんな考えや成長について手紙でわかちあえる相手がいれ
ばいい。ハイヤーパワーがついているんだから、これからも乗り切って
いける。いつどんな提案があっても、おれは喜んで実行するからだ。

ＲＤ（アメリカ合衆国／バージニア）

現在、サウジアラビアで回復の道を歩む仲間からの便り

前略、リーチングアウトさま

　僕は、アラブのアディクトです。幼いころ、僕は両親にべったりでし
た。いつも、褒めてもらおうとしていました。家ではひょうきん者を演じ
ていたのです。そういうことが、早いうちから心に染みついてしまったの
でしょう。僕の両親は、保守的なアラブ人ではありませんでした。カクテ
ル・パーティを開いては、欧米の人たちをたくさん招いていたのです。12
歳のころ、僕と弟はパーティで残ったアルコールを飲み干すようになって
いました。そして弟は「おえぇ〜」といい、僕は「うまい！」という。あ
の時点で、僕のアディクションは本物になったのではないでしょうか。僕
はアディクションに「毒された」けど、弟は無事だったのです。
　僕は、15歳のころにはもうすでに居場所がないと感じていました。学校
の同級生とも、ブリティッシュ・クラブ［英国交流会］の友だちとも、な
じめませんでした。クウェートのいとこたちや、自宅の近所の人たちでさ
え、打ち解けることができなかったのです。自分から溶け込もうとして
も、ダメでした。両親の関係がギクシャクし始めて傍目にもうまくいって
いないのがわかったころに、僕の病気はひどくなりました。どうしていい
のかわからず、僕は感情を封じ込めたのです。結局、僕は学校をやめて、
父の事業を手伝うことになりました。僕はハンドボールのサウジアラビア
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代表メンバーだったのですが、父は試合のために仕事を休むことを許して
くれませんでした。そういう父を少し困らせたくて、だんだん使うことが
増えていきました。当然、病気は進行し、僕はコントロールを失ってい
く。もう選択の余地はなく、もっと使うしかありませんでした。
　あのころの自分の身勝手さや、思慮の足りなさ、他人に対してまったく
無関心なことや、家族を操るやり口については、われながら衝撃を受けた
ものです。弟は、僕が使うことや僕の粗野な風体におびえていました。け
れども父は、一度たりとも、僕のこと見捨てたりはしませんでした。父こ
そ、まさに、僕がほしいと思っていたものをすべてもっていた人です。僕
は使っていたころに、父に連れられてスイスに行きました。父なりに僕と
仲良くしようというもくろみの一つでした。そして、禁断症状による最悪
の状態の僕をまのあたりにしたのです。そんな僕に、父は寄り添ってくれ
ました。医者に診てもらった方がいいと言ってくれたのですが、僕は医者
にいっても睡眠薬をくれるだけだろうとわかっていました。それで結局、
英国の治療センターに行くことになったのです。
　環境が変わればうまくいくということもあるでしょうが、僕の場合はダ
メでした。僕は、そこまでおめでたくはなかったのです。治療センターに
いたときに初めてＨ＆Ｉ（病院施設に関するＮＡのサービス活動）のパネ
ルのことを知りました。でも、パネルの人たちが話していても、僕は共通
点ではなく違いばかり探していました。べつにクリーンになりたくて治療
センターに入ったわけじゃない。僕はそういうつもりでしたが、神の意向
はちがいました。ミーティングの終わりに、僕はパネルのひとりにたずね
ました。どれくらいクリーンでいるのかという質問に対して、１週間とい
う答えが返ってきました。「７日連続でかい？」ときくと、「そうだ」と
いう。「どうやって？」「ナルコティク スアノニマスのおかげさ」とい
うやりとりのあと、僕をミーティングに連れて行ってくれるといったので
す。Ｈ＆Ｉのサービスがあってよかった。こうして、僕に初めてＮＡのメ
ッセージが届いたのです。
　そして、初めてのＮＡミーティングで僕はすんなりとなじめました。み
んながアディクションという病気にかかった仲間だとわかって、ほっとし
たのです。やがて、僕の人生に生じた亀裂はＮＡのプログラムによって修
復されていきました。ときどきリラプス（再発）したりしてはいたもの
の、僕はようやく安心感をおぼえました。それから２回ほどミーティング
に参加して、使うことへのとらわれが消えていったのです。1985年の２月
９日に僕はクリーンになり、これまでずっとクリーンでいられました。僕
はバーレーンに戻ったのですが、ＮＡのミーティングがなかったため、別
の12ステップ・プログラムにつながるしかありませんでした。そこに面倒
見のいい人がいて、ＮＡにいるつもりで役に立つことをしないかといって
くれたのです。このひとが、僕の最初のスポンサーになってくれました。
僕はコーヒー係になってサービスにかかわったのに、みんなが「ありがと
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う」といってくれないので恨みがましい気持ちになりました。
　ある日、僕はモントリールで開かれたＡＡのコンベンションに行きまし
た。そこであるメンバーとつながりができたことによって僕には新たな地
平が開かれ、ＮＡへの扉が開かれたのです。このメンバーは心優しい人で
した。家に帰って読んでごらんと、ＮＡの『ホワイトブック』をくれたの
です。僕はモントリオールから帰ってすぐに地元でＮＡを立ち上げまし
た。ＮＡワールドサービスからＮＡの文献が送られてきたときにはすご
く幸せでした。このミーティングを２年間にわたって開いたのち、僕は
アディクションのカウンセリングを勉強するために英国に行きました。そ
して担当の教官から、君はカウンセラーになるのは無理だといわれたので
す。そんなこと、僕には理解できませんでした。悔しくて仕方がありませ
んでしたが、僕はその怒りを何か前向きなことに向けることを学んだので
す。そして「連中のまちがいを証明してやるんだ」と、自分に言い聞かせ
ました。
　僕は、90日間毎日ミーティングに出席することに決め、ＮＡの仲間たち
とつきあうようになり、スポンサーを変えました。もう一度カウンセリン
グの勉強をして、ついに講座を無事修了することができたのです。僕は、
政府の解毒センターで１年間カウンセラーとして働きました。自分が「
神」の使いに思え、この手で触れば何でも治せる気でいましたが、現実を
思い知らされて謙虚にならざるをえませんでした。ほかの人に届くことを
願って自分の話をするしかないのだ、と気づいたのです。そして、ほかの
人にＮＡのメッセージを運ぶにはどうすればいいのかと考え、ＮＡの文献
をアラビア語に翻訳するようになったのです。これは、ＮＡのために生涯
つづけようと決めたことですが、こうしてサービスにかかわっていればク
リーンでいられると信じているのは、僕だけではないでしょう。
　サウジアラビアのアディクトにメッセージを運ぶうえでは、アメリカに
いる僕のスポンサーが大きな役割を果たしました。僕に、自分のすべきこ
とに取り組まなくてはいけないといって、スポンサーがそのやり方を示し
てくれたのです。でも、僕にはそういう心構えができていませんでした。
そのときの僕は、自己憐憫にひたりきっていたのです。とにかく希望だけ
は失わずに一生懸命努力しましたが、僕の人生はまたもやメチャクチャに
なってしまいました。それが、スポンサーの言っていた「クリーンタイム
10年の避けて通れない試練」だったのでしょう。僕はミーティングに通う
ことと仲間に電話をすることを続け、回復の道を歩むなかで一息つくこと
を学びました。そんな一年が過ぎて、プログラムへの信頼が深まったので
す。
　そしてクリーンタイムが15年になったとき、僕には別の病気があること
がわかりました。そのために薬物治療を受けなければならず、気分が落ち
込み、意識がもうろうとして、ひどい倦怠感に襲われるなど、副作用に悩
まされました。幸い、英国で出会った人が、特別な支援を必要とするメン
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バーのためのＮＡミーティングに連れていってくれたのです。居心地がよ
く、ＮＡのミーティングに初めて参加したときのことを思い出し、正直に
自分の病気の話をすることができました。クリーンタイムが19年になった
ときにはＮＡのコンベンションで最初のスポンサーと会い、ハグを交わし
て再会をよろこびました。
　使うのをやめるためだけにＮＡを必要とするメンバーもいるかもしれま
せんが、僕はずっとクリーンでいるためと生き方を示してもらうために、
ＮＡが必要なのです。生きるってことがまるでわからずにいた僕が、傷つ
きながらも喜びを見いだす方法がわかったのも、ＮＡのおかげです。僕が
抱いていた恨みについても23,000人のメンバーの前で話したことによって、
ようやく長年のわだかまりがなくなりました。クリーンタイムが20年にな
るころには、頭がほぐれてすっかり安らいでいました。信じるようにもな
りました。無条件の愛というのは、実に広大なものなんですよね。
　今の僕は、自分がアディクションという慢性的な病気を抱えているこ
と、つまり身体的にも、精神的にも、スピリチュアルな面でも病んでいる
のだということを真剣に受け止めています。それでも、僕は一日また一日
と日を追って回復に向かっているのも事実です。僕はもう暗闇のなかで生
きてはいません。なんとか生き延びて、光のかなで生きていられます。そ
れもこれも、ＮＡの12のステップがあればこそなのです。僕は今でも週に
４回のミーティングに出て、スポンサーと連絡を取り、サービスにかかわ
っています。ハイヤーパワーのおかげで、ＮＡで手にすることができる奇
跡と贈り物を絶対にあきらめずにいられました。僕は30年にわたってクリ
ーンタイムを重ねながら、歩みを止めずにいます。こうして僕の経験と力
と希望をわかちあう機会を与えていただいたことに、感謝します。暗闇か
ら光のなかへと、回復の旅はつづいていくのです。

Ａ・Ａ（バーレーン）

Ｈ＆Ｉニューズ』1995年11月号に掲載された便り

前略、リーチングアウトさま

　俺は、ＮＡにつながってクリーンになったときに、「いただいたもの
は手渡していかないかぎり、自分のものにはならない」と教えられた。
そして、ほかのアディクトたちが俺のようにＮＡにつながれるようにす
るには、Ｈ＆Ｉ（病院施設に関するＮＡのサービス活動）を通じてＮＡ
のメッセージを運ぶのが一番よいとわかった。だが、わかっただけでは
何も始まらない。俺はエリアのＨ＆Ｉ委員会の会議に出席して、自己紹
介をした。
その時点で俺の名前はＨ＆Ｉのリストに載せられたので、あとは呼び出
しがかかるのを待てばよかった。そうじゃないと、いつになってもメッ
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セージを運ぶことなどできなかっただろう。
　Ｈ＆Ｉのサービス活動にたずさわることは、俺が回復の道を歩んでい
くなかで果たすべきつとめになった。俺は『Ｈ＆Ｉハンドブック』を読
んで、Ｈ＆Ｉのサービスにかかわる仲間たちにわからないことを聞きい
たりみんなの話に耳を傾けたりしながら、Ｈ＆Ｉ全体の経験から学ん
だ。そのうち、俺はＨ＆Ｉの仲間たちとパネル・ミーティングによって
経験と力と希望をわかちあわせてもらえるようになっていった。
　年月を経るうちに、Ｈ＆Ｉのサービスに対する俺の責任感は強まるば
かりだった。塀の中にいて普通のミーティングに出かけることができな
いメンバーたちは、Ｈ＆Ｉのミーティングを頼りにしていることがわか
ったからだ。ときには、俺たちのわかちあい以外には、回復について耳
にすることがないこともある。それなのに、自分はあんなとこまで運転
して行きたくないとか、みんな自分の話なんか聞きたがっていないと
か、頭の中でつぶやく声がする。そういうときこそ、もう一度神を人生
に迎え入れて、メッセージを運ぶ力を与えてもらう必要がある。俺が何
年にもわたってＨ＆Ｉのサービスにしっかりかかわってきたのは、ＮＡ
のメッセージを運ぶためであるのはもちろんだが、Ｈ＆Ｉ小委員会で積
極的に活動するようになってＮＡがやるべきことを手伝うためでもあっ
た。そうやってＨ＆Ｉで仲間と共に活動することによって、それぞれに
ひとりのメンバーとしても、ひとりの人間としても、やりがいというも
のを知ることができたのだ。どんなアディクトであろうと、その回復を
少しでも手助けできる役目が果たせるなら、こんなに嬉しいことはな
い。俺が塀の中の仲間たちと心を通わせていられるのは、ＮＡプログラ
ムとＨ＆Ｉサービスがあればこそなのだ。
　サービスにかかわらせてもらえることに感謝している。

ＪＢ

現在、ＮＡで回復の道を歩む仲間からの便り

前略、リーチングアウトさま

　私は、アディクトのＳＬといいます。使っている間、私は刑務所や施
設に入れられたわけでもないのに、牢獄に閉じ込められているような気
がしてなりませんでした。アディクションのせいでしょう。自分は使う
ために生きているのか、生きるために使うのかという悪循環にはまって
身動きがとれなかったのです。それが、ＮＡにつながってようやく自由
の身になりました。
　私は1983年の１月にノーザン（北）カリフォルニアでクリーンにな
り、早いうちからＨ＆Ｉ（病院施設に関するＮＡのサービス活動）にか
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かわるようになりました。パネルに参加するだけでなく、委員会の活動
にもかかわったことで、1986年ごろには世界的な広がりでＨ＆Ｉのこと
を学ぶために年に4回、ＷＳＣのＨ＆Ｉ（ワールドサービスカンファレン
スの病院施設委員会）に出席していました。やがて、私はＷＳＣのＨ＆
Ｉ委員会で議決権を持つメンバーとなり、『Ｈ＆Ｉハンドブック』と『
リーチングアウト』の制作や見直しにかかわることになったのです。こ
の委員会の会議では、驚くほど献身的な仲間たちと出会いました。その
うちの何人かとは、そのあともずっと共に力を合わせてサービスに尽す
ことになったのです。
　1988年になると、ＷＳＯ（ワールド サービス オフィス）の方から、Ｗ
ＳＯのＨ＆Ｉコーディネーター（調整役）にならないかというお話があ
りました。そんな役目に就いて、多岐にわたるサービスにかかわること
ができるようになるなど、夢にも思いませんでした。この役目は、私が
２年間務めた後、フレッド・Ａに引き継がれました。それによって、こ
の役目にまったく新しい地平が開かれたのです。フレッドの死は、私自
身にとって少なからぬ痛手となりましたが、それにもましてＮＡには大
きな損失でした。
　最後に、私にとってＨ＆Ｉの活動とは、ひとりのアディクトがもうひ
とりのアディクトを手助けすることの治療的価値を実践してみせるまた
とない機会にほかなりません。施設の種類に関係なく、私たちのしてい
るわかちあいは役に立ちたいという自分の思いだけでなく、自分に惜し
みなく与えられたものを手渡したいという思いをもかき立てるものなの
です。ＮＡとＨ＆Ｉのサービスのおかげで、私は生かされていることに
感謝できるのです。　

ＳＬ（アメリカ合衆国／カリフォルニア）

リーチングアウト2005年4月号に掲載された便り

前略、リーチングアウトさま

おれの名前はＪ。クリーンになって２年をすぎたばかりのアディクトと
して、回復の道を歩んでいる。テキサスで終身刑に服す受刑者として
も、ちょうど２年がすぎたところだ。おれは今、プログラムを生きるこ
とが日常の一コマであるとはとても言えないようなところに身を置いて
いる。
　1980年、おれは初めてＮＡのことを知った。外の世界にいるころのこ
とだ。それからずっと、おれは程度の差はあってもいろんなかたちでＮ
Ａにかかわってきた。1998年には、おれは打ちのめされ、回復の道を歩
み続けるためにしなければならないことをやる気になった。（なにがあ
ろうとも）使わないこと、ミーティングに通うこと、（スポンサーと一
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緒に全力を尽くして）ステップに取り組むこと、ＮＡの文献を読み、祈
り、回復の道を歩む仲間たちと話すこと。そうして「私たちと同じよう
に八方ふさがりの状態を経験し、そこから脱出できた人たちと同じよう
に生きてみればということだけに私たちは望みを託した」『ベーシック
テキスト』29〜30ページ
　回復の道を歩むことで、おれは社会できちんと生きていけるようにな
った。そして、おれを気にかけてくれた人たちの助言にことごとく逆ら
って、おれはＮＡのなかである女性とつきあうようになった。ミーティ
ングへの出席も、自分の本分も、サービスの役割も、スポンサーシップ
も、ステップへの取り組みも、すべて二の次になってしまった。
　せっかく回復に向っていたのに、おれは2001年の４月のなかごろに本
格的にリラプス（再発）してしまった。90日以上のクリーンタイムを重
ねることができず、その意欲もなかった。それから数ヶ月は悪くなる一
方だった。人間関係が破綻し、小さな商売がうまくいかなくなり必死で
一山当てようとしたが、執行猶予を取り消され、顧客から貴重品を盗ん
だことで刑事責任を問われることになった。一日やめてはまた使い、12
日やめてはまた使い、6日やめてはまた使う。もう、どうすることもでき
なかった。
　2011年の10月5日に、おれはこうして終身刑をつとめることになる罪
を犯した。父親を巻き添えにし、もうひとりの家族の命も危うくしたの
だ。終身刑も、当然だろう。こんなことになったのもすべて、まちがえ
て買った薬物でハイになったためだ。おれは本気で後追い自殺を図った
が、結局、その２時間後に拘留された。
　こんな恐ろしいできことがあってからというもの、おれは神の恵みや
慈悲や摂理というものをかつてないほど思い知らされてきた。なにしろ
おれは、刑務所、施設、死と、この病気によって起こりえるあらゆる事
態を全部一度に経験したのだ。　
　そして、おれは命という贈り物をいただいた。あのまま、アディクシ
ョンによるとらわれと強迫観念と自己中心からなる牢獄に閉じ込められ
ていたら、狂気におちいって、落ちるところまで落ちて、死ぬしかなか
った。そんな、まさに塀の中よりひどいところから救い出されたのだ。
　今のおれには、回復のプログラムによって生きる自由がある。スポン
サーとは定期的に面会している。毎日、一生懸命にステップに取り組ん
でいる。たとえ国中の薬物乱用プログラムが中止されたとしても、経験
と力と希望をわかちあいながら身をもって示すことによって、ＮＡのメ
ッセージは運べるだろう。
　おれがいなくてもＮＡは続いていくが、ＮＡがなければおれは生きら
れない。ＮＡは命の恩人なのだ。

ＪＭ（アメリカ合衆国／テキサス）
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現在、NAで回復の道を歩む仲間からの便り

前略、リーチングアウトさま

　1983年のことです。カリフォルニア州サクラメントにあるメタドン・
クリニック（麻薬中毒患者のための診療所）に、Ｈ＆Ｉ（病院施設に関
するＮＡのサービス活動）にかかわるメンバーがふたりやってきまし
た。ひとりは男性で、もうひとりは女性でした。そしてふたりは、この
診療所でＮＡのＨ＆Ｉによるミーティングを開くことを願い出たので
す。診療所は承諾しました。私はメタドン維持療法を受けていたので、
診療所で開かれたＨ＆Ｉによる最初のミーティングに出席しました。そ
のミーティングで、私は生まれて初めて希望を抱いたのです。それまで
は、一度アディクトになったら一生足を洗えないのだとずっと思ってい
たのですが、このふたりのＮＡメンバーが自分たちの話をしてくれたこ
とで、自分のようなアディクトにも望みはあるのだと知りました。
　それから、「ロード・トゥ・フリーダム」というＮＡのグループが診
療所の外で開くミーティングに出席するようになりました。私は、ナル
コティクス アノニマスについてまったく無知だったので、ＮＡのミー
ティングはこの世にこれ一つしかないのだと思っていました。そうやっ
てミーティングに出ながら私はまだ使っていたのですが、それでも行く
たびにメンバーたちは温かく迎えてくれました。薬でラリってメタドン
に頼っていても、歓迎されていないなどと感じたことはありませんでし
た。
　９ヶ月のあいだ定期的にミーティングに出席して、私はようやく薬物
を断ってクリーンタイムの一日目を迎えることができました。1984年6
月30日のことで、それ以来ずっとクリーンでいます。私はことあるごと
に「正気に戻るためや、信じるようになるために、ＮＡに来たのではな
い」と言っていました。私の場合は、ＮＡにつながったら信じるように
なったのです。私が信じられるようになったのは、仲間たちでした。み
んながクリーンになってそのままとどまっているなら、自分だってそう
なれるかもしれない。メタドン・クリニックにやってきたふたりのＮＡ
メンバーたちのなかにみえた希望とは、そういうものでした。
　私はクリーンタイムが90日ぐらいになって夜もぐっすり眠れるように
なると、サクラメント郡刑務所で開かれているＨ＆Ｉのミーティングに
出席してくれないかと頼まれました。当時は、ナルコティクス アノニマ
スを歓迎してくれる施設は多くありませんでした。サクラメント郡刑務
所でのＨ＆Ｉミーティングは、ラインナップ・ルーム（容疑者が面通し
のために整列させられる部屋）で開かれたので、顔を合わせることはで
きません。受刑者との接触が禁じられていたのです。部屋の仕切りの向
こう側に受刑者たちが座り、こちら側に私たちが座りました。私たちは
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マイクロフォンをとおして話をすることになっていました。ミーティン
グが終わって、こちら側から6インチ四方のガラス窓に手をあてると、向
こう側でも同じように手をあてるのでした。そういう時代にあっても、
私たちが足を運んでいればどんな障害があろうとナルコティクス アノニ
マスのメッセージは伝わるのだと信じていました。
　Ｈ＆Ｉのサービスは万人向けではないかもしれませんが、私には向い
ています。だから、31年以上にわたってつかず離れずＨ＆Ｉのサービス
にかかわってきました。この31年間には、Ｈ＆Ｉにドアを開いてくれる
あらゆる種類の施設でメッセージを運びながらミーティングの調整をし
てきました。これまでＮＡという集まりが成長して世界中に広がってい
くのを目の当たりにしてきて、感謝の気持ちで一杯です。そうやって私
たちが成長するなかでは、仲間たちが厳重警備の施設にＨ＆Ｉのミーテ
ィングを定着させて維持するのを手伝うことに、大きな喜びがありまし
た。また、北カリフォルニアリージョンでは過去10年にわたって、キャ
ンプファイヤーを催すなどして地元の刑務所と良好な関係を築いてきま
したが、その成功の一端を担えたことも心から嬉しく思っています。

ＳＬ（アメリカ合衆国／カリフォルニア）

現在、ブラジルの塀の中にいる仲間からの便り

前略、リーチングアウトさま

　ぼくの名前は、ＦＢ。生まれはパラナ（ブラジル南部の州）だけど、
この26年間にぼくの心と魂が宿る場所はサンパウロ（ブラジル南部の
州）だった。ぼくは現在、刑務所に入れられている。自首をして、自分
がしでかしたことに片をつけることにしたんだ。８月20日に、薬物とア
ルコールのない人生が７年目を迎えた。これまでの10年間はナルコティ
クス アノニマスを出たり入ったりしていた。ぼくの物語は、ＮＡのミー
ティングでお目にかかった人たちの話と似たようなものだ。
　こども時代と思春期には、プライドと自信
過剰による価値観が裏目に出ることが多かっ
た。ぼくは締めつけの厳しい家庭で育った。
両親は共稼ぎで、結婚して35年以上になって
いた。ぼくはすばらしい教育を受け、いろん
なスポーツをやった。自分では優秀な学生の
つもりでいたが、万事に抜け目なく立ち回っ
ていただけだった。人をうらやんでばかりい
て、調子を合わせるためなら何でもやったも
のだ。自分のことはそっちのけで、他人の生
き方や感じ方をよりどころとしていたのが、
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数あるぼくの欠点の一つだ。ぼくは劣等感から受けを狙うようになり、
話をでっち上げてうまくいくと、ぼくの人生では本当にあったことにな
っていた。ひとりぼっちになることをずっと恐れていた。
　そんな人生がどんなものになったかというと、ぼくは薬物に手を染
め、みみっちい窃盗を繰り返し、ひどい情緒不安定におちいった。混乱
のるつぼにいるようだった。孤立と苦悩で底をつき、ぼくは16歳でＮＡ
のミーティングにつながった。変わろうという気もなく、プログラムの
こともほとんど理解していなかった。ただ、使うことで苦しむのを終わ
りにしたかった。それから３年間、ＮＡを出たり入ったりするあいだに
治療施設に行き、家族による厳しい介入を受けた。
　19歳の時にまたもやリラプス（再発）して、どうしていいのかわから
なくなったぼくは助けを求めた。ハイヤーパワーを受け入れて降伏して
からは、ゆだねることができるようになった。スポンサーができて、自
分を大事にすることとあるがまの自分で謙虚になることを教えてもらっ
た。ほかの人を手助けするようになって、社会でもきちんと生きられる
ようになった。時とともに、ＮＡの原理を生かすことによってぼくは強
さを増していった。ところが、ぼくは自分の意志と衝動を抑えておけな
くなり、それによって自分は使うことができないだけで、別にやりたい
ことをしていいのだと考えるようになっていった。そして、だんだんと
サービスにかかわることやミーティングから離れていった。
　そのころ、ぼくは経営者になっていたのだけど、慣れ親しんだ行いに
よって、あっといまに何もかも失うことになった。それでもまだクリー
ンでいたが、まともな生き方はしちゃいなかった。ぼくの短所が幅をき
かせるようになって、10代のころにコソ泥だったぼくはいつしか大がか
りな窃盗を働くようになっていた。そうして2013年の10月に、ぼくは現
行犯逮捕された。塀の中にいれられたが、ＮＡのＨ＆Ｉ（病院施設に関
するＮＡのサービス活動）のミーティングによって仲間のもとにもどっ
たぼくは、それまで見失っていたＮＡの愛にもう一度触れることができ
た。ひとりのアディクトからもうひとりのアディクトへと注がれる尽き
ることのない無条件の愛は、まったく変わっていなかった。ぼくは徐々
にスポンシーたちからかつてのように尊敬を受けるようになり、スポン
サーは戻ってきたぼくを受け入れてくれた。それでかどうか、ハイヤー
パワーはぼくを釈放しても大丈夫だと思ったようだ。
　ぼくは今度こそという思いで、丸一年のあいだ生き方を変えることに
専念したのだが、またもや自分の意志に屈してしまった。相も変わらず
きちがいじみたことを繰り返し、ちがう結果を得ようとした。2015年の7
月に、逃亡中だったぼくは自首することにした。こうして心を決めるま
でに、２週間かかった。最後の数日は、スポンサーと過ごした。スポン
サーはふたたび味方になってくれた。そうやって支えてくれる人がいる
のだから、ぼくは逃げも隠れもせず胸を張ってあらゆることにきちんと
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向き合おうと決めたのだ。
　刑務所に戻ってひと月もしないうちに、ぼくは仲間からＮＡの文献を
何冊かもらった。そのなかに、『リーチングアウト』のコピーが添えら
れていた。それを読むうちに、塀の中に閉じ込められている間に回復を
見いだしたアディクトの思うことや感じることに共感して、自分も投稿
してみようかと考えた。ぼくは、ハイヤーパワーのこともＮＡの仲間た
ちのことも信じているから、絶対に回復すると思う。こうして塀の中に
いる身であっても、やはり回復はある。それも時間の問題だ。今日だ
け、うまくいく。

ＦＢ（ブラジル）

現在、インドで紡がれている物語

前略、リーチングアウトさま

　オレの名は、ＡＩ。アディクトだ。オレの経験は、塀の中か、
服役中か、さもなければ治療中のアディクトに役立つんじゃない
かな。オレは24歳にして、ナルコティクスアノニマスで感謝の気
持ちをもって回復の道を歩むアディクトであると言えるのが誇ら
しい。でも、この回復を手渡していかないかぎり、こうしてクリ
ーンでいることはできないんだ。
　オレは、バングラデッシュで生まれ育った。８歳の時に両親が
離婚して、13歳で使うようになった。たえず周囲に引け目を感じ
ていた。自分だけのちっぽけな世界にずっとこもっていたかっ
た。シャイで自分に自信がないっていうのが、当時のオレの人物
像だった。そのころ、まわりにいた連中が酒を試していたので、
オレも仲間になりたくて酒を飲むようになった。紳士のように飲
むなんてことはできなかったし、現実から逃れるにはブラックア
ウトする（意識を失う）しかないと思い込んでいた。14歳でアン
フェタミンを使うようになると、世界が一変した。オレはもう、
かつてのようにシャイな少年ではなかった。
　大声でしゃべりまくるようになったオレに、みんなが注目し、
リーダーの才覚があるのを認めた。そのうちにオレはすぐに人に
突っかかるようになって、学校でも暴力沙汰を起こしたあげく、
退学を食らってしまった。毎晩、夜通し騒ぎまくっていたことで
頭がイカれてしまった。まもなく、夜眠るためにヘロインを使う
ことにした。夜にはヘロイン、昼間はアンフェタミンというパタ
ーンになっていた。オレはすっかりやせ細り、その変わりようを
みて家族も友だちもショックを受けた。だが、そのころにはもう
オレは出世コースをひた走っていた。新しい麻薬ルートがいくつ
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かできたおかげで、力も金も、すべてを手に入れたんだ。すっか
りいい気になっていた。
　16歳で解毒治療センターに入り、３週間いた。オレはシャキッ
として、また使うことに戻った。しばらくは、このパターンでや
っていた。それからの２年間は、刑務所を出たり入ったりしてい
た。医者はあらゆる手を尽くしてくれたが、オレは逆戻りしてし
まい、どうしてもクリーンの状態にはとどまれなかった。まもな
くして、オレは麻薬カルテルとかかわるようになったのをきっか
けに、家にいることは恐怖となった。もう、家族も安全ではなか
った。医者の計らいで、オレはボンベイに行って７ヶ月にわたる
治療プログラムを受けることになった。だが、それを終えると、
オレはまた使うことに逆戻りした。リラプス（再発）によって恥
と罪悪感にひどく苛まれても、クリーンの状態にとどまることは
できなかった。
　ある日、薬物はもう自分の救いにはならないことがわかったの
で、大量に使って死のうとした。それでも、うまくいかなかっ
た。父親と警察が、オレに禁断症状を抑える薬を与えて取り調べ
に協力させようとしたのを覚えている。オレは、洗いざらい話す
ようにいわれた。それを拒むと、目隠しをされて連行された。殺
されると思った。オレのような立場にある人間は、たいがいがそ
うなると決まっている。だから、バングラデッシュの人里離れた
ところで撃ち殺されてもおかしくないってわけだ。
　目隠しが外されたとき、オレは以前とは別の治療施設にいた。
今回は、禁断症状を抑えるような薬はもらえなかった。そこはむ
しろ矯正施設のようなところだった。最初の４日間、オレはせん
妄状態だった。体がシャキッとするまで３週間かかった。２週間
目には、自分がこれまで一度もやったことのないことをしたのを
覚えている。オレは床にしゃがんで、生まれて初めて祈った。「
神さま、あなたが何者であろうと、どうかこの禁断症状を取り除
いてください。そうすれば、オレは生き直すことができるでしょ
う。今度こそ、本当に約束します」
　オレは、日ごとによくなっていった。12のステップのことはな
にもわからなかったが、自分のやり方ではうまくいかないのがわ
かっていた。施設の壁には12のステップが書いてあったけど、オ
レは気にも留めていなかった。それでも、その治療施設に入って
ほんの３ヶ月の間で奇跡が起きた。施設の所長から、ＮＡのコン
ベンションに行ってみないかといわれたのだ。コンベンションへ
の参加は、バングラデッシュでは初めてのことだった。オレは、
その治療施設の11人と一緒に行くことを承諾した。
　コンベンションの初日に、オレは参加者たちが楽しそうに食事
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しているのを目にした。２日目には、参加者たちがしっかりとハ
グを交わして励まし合っているのをみて、こいつらは何かやって
るに違いないと思った。そして３日目になって、クリーンタイム
のカウントダウンがあったときに、オレはようやくわかった。目
の前で、25年のクリーンタイムをもつ人たちが回復を祝いなが
ら、こうしてクリーンタイムを祝えるのは奇跡なのだということ
を、クリーンになって3ヶ月のオレにわからせてくれたのだ。オレ
はみんなと一緒になって祝い、もう何も要らないと思った。いま
までだれもしてくれなかったようなやり方で、みんながオレをハ
グしてくれた。そして、歩みを止めないでまた来いよ、といって
くれた。そんなこといってくれる人間も、いままでひとりもいな
かった。みんなの言葉で、オレには希望と仲間意識が生まれたん
だ。
　ひとりひとりに別れを告げると、オレは感謝の気持ちがこみあ
げてきて、さぁ治療施設に帰ろうという気になった。これまでな
かったような責任感が芽生えた。施設の所長に、ＮＡの文献があ
ったら読ませてほしいと頼んだ。施設にあったのは『なぜ、どの
ように効果があるのか』だけだったが、それを読んで、オレは行
動することにした。施設の外でやっているＮＡのミーティングを
さがすと、ダッカでやっているのがわかった。オレはＮＡにつな
がって積極的に行動していった。スポンサーをみつけて、サービ
スにもかかわるようになった。ミーティングと、ステップと、サ
ービス。この３本柱ができたことによって、おれは生まれ変わる
ことになった。そして今、オレのクリーンタイムは3年と11ヶ月だ
と言えるのが誇らしい。塀の中にいる仲間たちに、オレが言える
のはひとつ。ハイヤーパワーは、オレたちのために計画を立てて
いる。だから信じてお任せすれば、いいことがあるさ。ステップ
に取り組めば、奇跡が起こる。これからも、今日一日、夢を実現
する道を歩んでいこう。

ＡＩ（バングラデッシュおよびインド）
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84日間の自由を生きたハビブに、敬意を表して

イランではH&I（病院施設小委員会）が結成されたことで、国内にある
刑務所からパヤム・バブーディ（イランのNAで発行されている回復に関す
る定期刊行物）に定期的に便りが寄せられるようになってきました。その
なかからここに掲載した便りには、特別な思いが込められています。イラ
ンの刑務所では薬物が出回っていて安い値段で手に入るにもかかわらず、
収監されている間にNAの生き方ができるようになった仲間が、その思いを
綴ってくれました。

前略、リーチングアウトさま
　俺の名前はハビブ。アディクトだ。カズヴィーン（イラン北西部にある
市）の中央刑務所にいるアディクトのみんなと、世界中のＮＡグループの
仲間たちに、ひとこと挨拶しておきたい。
　俺は今、人生の最後のひとときを過ごしながら、この手紙を書いてい
る。もう、命が尽きたも同然なんだ。そんな俺でも、ＮＡの仲間たちみ
んなにメッセージを送れたらと思う。俺は刑務所内のナルコティクスアノ
ニマスのミーティングでクリーンになり、そのままミーティングに出続け
ることで使わなくても生きられるようになった。神をとても身近に感じる
ようになって、気分がいいし、この世界とも自分とも折り合いがついてい
る。俺は、神の意志を受け入れたんだ。
　そこで、ＮＡの仲間たちに頼みがある。どうかクリーンでいて、サービ
スにかかわってもらいたい。ほかのアディクトたちが身も心も、そしてス
ピリチュアルな面でも、クリーンでいられるように手をさしのべてやって
くれ。ＮＡの回復の道を歩み続けて、ほかのアディクトたちを救ってほし
いんだ。今の俺には、ほかに何と言っていいのかわからない。このハビブ
という名のアディクトは、夜明けにはこの世からいなくなっているだろ
う。自分が犯した罪のために絞首刑になるが、それでも俺は仲間たちのそ
ばで84日間クリーンでいた。ＮＡにつながれた仲間も、ＮＡにつながれず
まだ苦しんでいる仲間も…世界中のアディクトがみんな、アディクション
のとらわれから自由になれることを心から願うばかりだ。幸運を祈る。

ＨＱ（イラン）
『パヤム・バブーディ』の許可を得て、2006年春季第6号より転載
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へい の中
の

ＮＡでは世界各地で、メンバーやグループやサービ
ス機関によって回復に関するアート作品が作られてい
ます。これによってＮＡの回復のメッセージを運ぶこと
はクリエイティブな活動となり、私たちがＮＡで見いだ
す自由はさまざまなイメージでしっかりと伝わっていく
ことになるのです。

みなさんも、自分のアート作品をここで披露してみ
ませんか。作品は、jpegまたはpdfによる画像ファイル
にしてHandI@na.org へ送信されるか、あるいは宛名
を『Reaching Out』c/o NA World Services として 
PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409 へ郵送され
る ようにお願いします。
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Ｈ＆Ｉ(病院施設委員会)のみなさん、ご協力を！
　年4回発行されるＮＡのニューズレター『リーチングアウト』では、み
なさんからのお便りをお待ちしています。なかでも、塀の中で回復の道
を見いだして外の世界でも回復の旅を続けているというアディクのみなさ
ん、ぜひ、経験をわかちあっていただけないでしょうか。みなさんの話を
読めば、塀の中のアディクトたちもなるほどと希望がもてるでしょう。ど
うか、ご協力をお願いします。

お便り募集中!
郵送：Narcotics Anonymous World Services  PO Box 9999 Van Nuys, 

CA 91409 USA
［ナルコティクス アノニマス ワールドサービス］

Eメール：HandI@na.org

塀の中から外へ、社会復帰への道
 これまでいたのが治療施設であれ、拘置所や刑務所などの矯正施設、あるいは
病院であっても、その「中」から「外」へ出たら、社会の一員として薬物を使わ
ずにきちんと生きていくことになります。そのような経験は自分自身にはもちろ
ん、これから社会復帰への道に踏み出す人たちにとってもかけがえのないものに
なるでしょう。
　ここには、みなさんが自分の経験をわかちあってみたいと思えるようなこと
を、いくつか質問としてあげてみました。みなさんの経験したことを、『リーチ
ングアウト』に掲載してほかの人の役に立てましょう。
1． 退院または出所して第1日目には、何をしましたか？
2． 地域社会へ復帰しやすくするために、どのような方策を講じましたか？　　
アディクトにとっては退院または出所して30日後でも10年後でも、社会復帰まで
の道のりは同じだと思いますか？
3． 社会復帰して、どのような困難に直面しましたか？
4． 出所または退院と同時にミーティングに出席できるように、NAはどのように
役立つ情報を提供してくれましたか？　
5． 社会復帰において、どうすればNAがもっとうまく手助けできたと思います
か？　ほかの人たちが社会復帰する際に、NAがもっと役立てるうな提案がありま
すか？みなさんの経験が寄せられることによって、社会復帰の道に踏み出そうと
している仲間たちに参考となる情報を提供できるでしょう。ご協力に感謝いたし
ます。

新しい
ページ
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　「もはや薬物があってもなくても、人間として正常な働きができ
ない限界までたどり着いたとき、みな同じ窮地に陥る。残された道
はあるのだろうか、と。ここまでくると道は二つしかないようだ。
最後の最後まで突っ走って刑務所か病院や施設か墓場まで行き着く
か、あるいは、新しい生き方への道を探すかだ。昔は、この後者の
道を選ぶことができたアディクトはまずいなかった。いまの時代の
アディクトは幸運だ。人類の歴史のなかで、初めて一つのシンプル
な方法が多数のアディクトたちに効果を発揮しているからだ。この
方法は私たち全員が手にすることができる。これが、シンプルでス
ピリチュアルなー宗教ではないープログラムのことであり、ナルコ
ティクス アノニマスのことなのだ」

　『ナルコティクス アノニマス』、
「（第8章）私たちは必ず回復する」



『リーチングアウト』は、ナルコティクス アノニマス ワールド サー
ビスから年４回発行の回復に焦点をあてたニューズレターであり、塀
の中にいるアディクトたちに無料で提供されています。少なくとも今
後６ヶ月間は獄中にいるアディクトが『リーチングアウト』の無料購
読を希望される場合は、以下の申込用紙に記入して、下記の住所宛に
郵送してください。また、『リーチングアウト』は年間35ドル90セン
トで20部を一括して予約購読できるようになっています。一括して予
約購読を希望される場合には、以下の申込用紙に小切手もしくは為替
を同封して、下記の住所に郵送していただくようにお願いします。

 私は、塀の中にいるアディクトで（少なくとも今後6ヶ月間は
投獄の身）であるため、『リーチングアウト』の無料購読を
希望します。

  私は、『リーチングアウト』の年間予約購読を希望しま
す。20部一括で35ドル90セントとして、合計 ＿＿部、 ＿＿
＿＿　ドル

名前  ___________________________________________________________

識別番号  _______________________________________________________

Address  _______________________________________________________

住所  ___________________________________________________________

State/Province  ________________________________ 郵便番号 ________

国  _____________________________________________________________
リーチングアウト

c/o NA World Services, Inc.　PO Box 9999　Van Nuys, CA 91409　USA

注：日本国内からは注
文できません


