
（東京・お茶の水）

新日本スポーツ連盟

◇スポーツ参加者の要求の変化に対応した活動にチャレンジする。

◇「出前大会（※１）」の教訓化を生かし、さらに広げる。

◇「スポーツを楽しみ語る会（※２）」を計画的に行う。

◇女性・子ども・障害者・高齢者のスポーツへの取り組みをすすめる。

◇組織強化拡大目標は以下の通り。

　・30 以上の都道府県連盟を確立すること。

　・全国種目組織は、15 都道府県に県種目組織を作ること。

　・都道府県連盟は、５種目以上の種目組織を持つこと。

◇「リーダー養成講座」テキストの拡充、学習資料の DVD 化を検討

　する。

◇東海ブロックを中心に開催する第 30 回全国スポーツ祭典では、東

　日本大震災の被災地から参加する選手・チームの出場費を援助・

　支援する。

◇機関誌「スポーツのひろば」の普及と価格改定については、以下の

　３項目を全国総会に向けて方針の具体化を図る（裏面参照）。

　　①キャンペーン期間は終了し、二重価格は解消する。

　　②全国総会までに、適正価格を検討し提案する。

　　③2015 年 3 月の第 31 期第 1 回評議員会までに 2,500 部を実現

　　　するために各連盟組織が自主目標を立てて取り組む。

◇女性と若い役員を登用し、世代の継承に全連盟をあげて取り組む。

◇新日本スポーツ連盟付属スポーツ科学研究所を設立する。

◇創立 50 周年７大記念事業の成功のためによびかける。

◇クラブ、種目、都道府県連盟の国際交流活動を応援する。

◇在日外国人のスポーツ交流活動の継続する。

◇以下の交流活動をすすめる。

（2014 年）

・FGST（※５）の卓球代表団招待の活動。

・第 30 回ツール・ド・ペイ・ド・コー記念大会への代表団の派遣。

・FSGT の障害者陸上競技大会及び障害者と健常者がともにプレイ

する活動への派遣。

（2015 年）

・創立 50 周年記念国際シンポジウムの準備と運営。

・東京～広島～長崎反核平和マラソンの海外代表の招待と交流。

◇スポーツ基本法にふさわしい振興策とするために、スポーツ振興

　予算の大幅な増額など国への要請を行う。

◇スポーツ基本法や地域スポーツ推進計画を分析・検討するための

　学習会を各連盟組織で開催するようよびかける。

◇スポーツをする権利を後退させる動向（※３）に機敏に対応する。

◇スポーツから「体罰」・暴力をなくすために、討論会やシンポジウ

　ムを開催する。

◇北海道、福島、静岡での反核平和マラソンの実現をめざす。

◇2020 年東京五輪開催に向けて、正確な情報収集と検討のうえで、

　東京都民、スポーツ愛好者の利益に叶うように、批判、問題提起・

　対案の提言を繰り返しおこなう。

◇スポーツ科学研究所（※４）との連携を重視して、スポーツ権・平

　和運動局の体制と運営の改善をはかる。

（※１）出前大会・行事

　未組織の地域に直接出向いて予選大会などを開催

する活動。全国卓球協議会の経験がモデルとなり他の

種目でもさかんに実施されるようになった。

（※２）スポーツ懇談会

　すでにある種目組織やクラブ、出前大会等で結びつ

いてチームや愛好者に広く協力をよびかけ、スポーツ

大会や行事と懇談会をセットで取り組みスポーツ連

盟を知ってもらう活動。

（※３）スポーツをする権利を後退させる動向

　公共スポーツ施設の大幅な削減が提案される（大阪

市・神奈川県）、不当に使用料金減免対象からはずす

（東京・スポーツ文化館）などの動き。

（※４）スポーツ科学研究所

　新日本スポーツ連盟付属の研究機関（現在は準備委

員会）。具体的には、スポーツ運動・政策の研究、シン

ポジウムの開催、競技力向上のサポート事業、スポー

ツ連盟 50 年史の編纂などの活動を予定している。

（※５）ＦＧＳＴ（フランス労働者スポーツ・体操連盟）

仏国民スポーツの推進団体で、スポーツ連盟と交流協

定を結んでいる。

　2014 年３月 15 ～ 16 日、全労連会館（東京・お茶の水）にて

第 31 回全国総会が開催されます。全国連盟理事会から提案さ

れた「議案第２次案」の第 31期（2014～15 年）の目標・方針・

計画から重要なポイントをまとめました。

第31回
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第 31 回全国総会のポイント

第31回定期全国総会の目標

１．創立 50 周年（2015 年 11 月 12 日）を国民が主人公のス

　  ポーツの時代をめざす新たな出発点とする。

２．国民のスポーツ権を実現する運動の本格的な展開の時代

　  とする決意と方針を示す総会とする。

３．運動と組織の前進を支え推進する役員を次世代に継承す

　  るとともに、役員への女性の登用をはかるなど、次の 50 

　  年にバトンをつなぐ総会とする。

50周年を運動と組織の
前進の中で迎えよう
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第31回全国総会のご案内
日程　2014 年 3 月 15 日 ( 土 ) 14:00〜19:30 （13：30 受付）

　　　　　　　3 月 16 日 ( 日 ) 9:00〜12:00

会場　全労連会館２Ｆホール ( 東京都文京区湯島 2-4-4) ＴＥＬ 03-5842-5610

宿泊　池袋 ホテルグランドシティ・アークホテル東京池袋

交通　★ＪＲ総武線　御茶ノ水駅「お茶ノ水橋口」から徒歩 8 分

　　　★東京メトロ丸ノ内線　御茶ノ水駅から徒歩 7 分

全労連会館

新日本スポーツ連盟 第 31 回全国総会ＮＥＷＳ  No.1

　2014 年 2 月 8 ～ 9 日、「新日本スポーツ連盟

第 30 期第 2 回評議員会」が行なわれ、全国総会

議案をより深めるための議論が交わされました。

中でも「スポーツのひろば」の価格検討と普及に

ついて、長時間にわたって様々な角度から真剣な

討論がされました。

　「スポーツのひろば」について、全国連盟はこの

2 年間、読者の減少傾向を克服するために、キャ

ンペーンによる普及運動に取り組みつつ価格の改

定を検討してきました。結果的に、普及目標に到

達できず財政的には、290 円への価格の改定は困

難な状況になりました。そこで理事会は、以下の

提案を第 2 回評議員会に行いました。

　①キャンペーン期間は終了し二重価格をなくし 

　　450 円にもどす。

　②読者拡大方針は継続する。

　③総会後「スポーツのひろば」の基本的なあり方、

　　発行形態、財政などについて検討するための

　　検討委員会を設ける。

　この提案を受けて評議員会では、以下の方針で

全国総会に提案するよう要請しました。

　①キャンペーン期間は終了し、二重価格は解消

　　する。

　②全国総会までに、適正価格を検討し提案する。

　③2015 年 3 月の第 31 期第 1 回評議員会まで

　　に 2,500 部を実現するために各連盟組織が

　　自主目標を立てて取り組む。　

　理事会はこの評議員会の提案を積極的に受け止

め、全国総会にむけ方針の具体化に全力をあげる

ことを確認しました。

　今回の評議員会では、次のような意見が出され

ました。主なものを抜粋して紹介します。

▼スポーツ活動について

「具体的な方針として、出前大会と空白対策がメ

インとされているが、他に方法はないのか。すべ

ての人にスポーツ連盟の活動を体験してもらえる

ような取り組みをしてほしい」

「ソフトボールの全国大会は、体協の組織と協力

しないと開催できない。スポーツ連盟を広げるに

は、他団体とのつながりが重要となる」

「宮城県連盟では、テニス・バレーボール・卓球

の大会に参加するチームが少なくて、すべて中止

となってしまった。参加する側に事情があるので

はないか、非常に苦戦している」

「ホームページの活用法を具体化して、予算を組

んでほしい」

▼リーダー養成・世代交代について

「各種目組織で、後継者をつくりたいがなかなか

思うようにいかない。リーダー養成講座は具体的

にどこまでできるのかを明確にしてほしい」

「リーダー養成講座は、まだ準備段階として進行

形のようだが、その実現を期待している」

「若手懇談会は、今後も予算をとって取り組んで

ほしい」

▼スポーツのひろばについて

「450 円に戻すと、今後の普及に支障が出る」

「電子書籍化はできないのか」

「350 円あたりの価格に統一できないか」

「機関誌としての位置づけになっていない」

「分担金と一緒に、組織で責任を持って購読する

形にすべき」

「ひろばを普及する目的を文面にあらわし、全国

総会で明確にしてほしい」

「赤字覚悟でも 290 円にしてほしい」

「290 円で購読している人が 450 円になるという

のは受け入れられない」

「290 円にするのはリスクが高いので、350 円で

はどうか」

総会事務局からのお知らせ

懇親会

第30期第 2回評議員会

ＭＡＰ

★ 総会事務局が準備したホテル

　・ホテルグランドシティ （豊島区東池袋 1-30-7　電話 03-3984-5121）

　・アークホテル ( 豊島区東池袋 3-5-5 電話 03-3590-0111 )

日時　3月 15 日（土）20：00〜

場所　池袋駅周辺

会費　3500 ～ 4000 円

※参加希望者は代議員登録の際に
　お申し出ください。

詳細は後日案内します

品川

お茶ノ水

浜松町

東京モノレール

JR中央線

丸の内線

以下のどちらかになります

①代議員の登録をお願いします（2 月 20 日〆切）。

②各組織評議員枠の交通費（実費）を支給しますので、金額を教

　えてください（2 月 20 日〆切）。

③総会分担金の納入をお願いします（2 月 20 日〆切）。

④役員の推薦受付は、２月 20 日〆切です。

⑤役員の立候補受付は、２月 24 日〆切です。

⑥「総会議案・資料」は、2 月 26 日送付の予定です。

郵便振込　　　００１１０－１－５６９３９　新日本スポーツ連盟

ゆうちょ銀行　店番　０１９　当座預金　００５６９３９

みずほ銀行　　池袋支店　　　普通預金　１０２２１１３

振込先

「ひろば」普及　　激論について


