新日本スポーツ連盟の出発宣言
１９９ ５年１０月 ８日

新 日本体育連 盟第２１回 臨時全国総 会

新日本体 育連盟 は、本 日開催 した第 ２１回 臨時全国 総会に おいて 、創立 以来か かげてき
た 「新日本 体育連 盟」と いう名 称を「 新日本 スポーツ 連盟」 と改称 するこ とを決 定し、１
１ 月１２日 の創立 記念日 をもっ て実施 に移し ます。わ が国の スポー ツ界に あって 、スポー
ツ という言 葉を団 体名称 に冠す るスポ ーツ組 織は、新 日本ス ポーツ 連盟を もって 嚆矢とし
ます 。
わ が国におい ては、戦前 ・戦中にス ポーツが敵 性文化、自 由主義とし て排斥され ました。
こ のような 経験か ら、ス ポーツ という 言葉を 団体名称 に用い ること は、ス ポーツ 関係者が
長年にわたりなし得なかったのです。時あたかも戦後５０年、この歴史的時点に新名称
「 新日本ス ポーツ 連盟」 を宣言 するこ とは、 わが国の スポー ツの歴 史に新 しいペ ージを開
く瞬 間だと言わ ねばなりま せん。
この歴史 的な船 出にあ たり、 創立宣 言の「 体育・ス ポーツ が少数 の人の 独占物 であった
時 代は過ぎ ました 。それ は万人 の権利 でなけ ればなり ません 」とい う基本 理念を 想起し、
スポ ーツを国民 の権利とし て確立する ために奮闘 することを あらためて 誓うもので す。
スポーツ は人間 だけが もつ文 化です 。そし て、今や スポー ツは大 きな広 がりと 進歩をと
げ 、国民生 活にと って不 可欠な ものと なって います。 それは なによ りも、 スポー ツが健康
と人 格形成にと って欠くこ とのできな いものであ り、普遍的 価値である 人権、自由 、平和、
民主 主義、社会 進歩に貢献 することの できる文化 であるとい うことに根 ざしていま す。
しかし、 一方に おいて 、今日 スポー ツを商 業主義的 に利用 したり 、政治 的に利 用したり
する 動きも強め られていま す。スポー ツのもつ本 質的な価値 とわが国の スポーツの 現状は、
ス ポーツを 民主的 に、ま た文化 的に発 展させ る運動と 、それ をおし 進める 組織の 必要性を
要請 しています 。
私たちは 、この 時代の 要請に 応えて ３０年 間「新日 本体育 連盟」 として 、スポ ーツを国
民 の権利と して確 立する ために 運動を 展開し てきまし た。そ して、 本日こ の３０ 年の歴史
と 伝統をふ まえ、 ２１世 紀を展 望する にふさ わしい名 称とし て「新 日本ス ポーツ 連盟」を
決定 しました。
私たちは 日常的 なスポ ーツ活 動の規 模と水 準を大き く発展 させ、 国民の スポー ツ要求実
現 とその組 織化の ために 活動し ます。 第２０ 回全国ス ポーツ 祭典は 、広範 なスポ ーツ関係
者 の賛同の 広がり のもと に成功 をおさ めまし た。また 新しい 競技種 目の組 織化な ど、組織
的な 発展がはか られていま す。
同 時に私たち は、スポー ツを国民の 権利として 確立するた めに、広範 なスポーツ 関係者、
国 民 各 層 と の 協 力・ 共 同 を 発 展 さ せ ま す 。「サ ッ カ ー く じ 」 導 入反 対 の た た か い 、 反核 ・
平 和 マ ラ ソ ン の とり く み は 、 ス ポ ー ツ の 文化 的 な 荒 廃 を 許 し て はな ら な い 、「 ス ポ ーツ は
平 和ととも 」にな ければ ならな いとい う、共 通の願い 、目的 のもと に展開 された 国民共同
の運 動として大 きな成果を あげて前進 しています 。
こうした 活動、 組織、 運動が 前進、 高揚す るなか、 私たち は創立 ３０周 年とい う節目を
迎え 、新しい名 称の確定を 契機に、ス ポーツを国 民の権利と して確立す るために、 そして、
ス ポーツの 民主主 義的文 化的発 展のた めに、 ２１世紀 にむけ て大き く羽ば たくこ とを内外
に宣 言するもの です。
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