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スポーツの力は無限であり、人々の幸せと復興と平和に貢献する力があります。
今回のサミットには、世界16ヶ国から、50名を越えるスポーツのエキスパートが結集し
ています。そして、スポーツの力が、いかに人生に幸せと喜びをもたらし、社会をより
良くし、平和に貢献する推進力となるか、世界中の事例を検証し、情報発信します。
昨年6月29日～7月1日、ロンドンで、シンポジウム「Olympic Values : London and Beyond 〈オリンピックの価値︰ロンドンとその先へ〉」が開催され、私も、世界開発協力
機構総裁として支援しました。
このときも、感動的な多数の実例を知ることができました。その第２回にあたる本サ
ミットを、東京で開催することは大きな喜びです。
私が、スポーツの力を最初に実感したのは、今から25年前の1988年、ブラインド（盲
人）ゴルフと出会った時でした。オーストラリアで、視覚障害者のロン・アンダーソン
氏に出会い、一緒にゴルフをしたのです。底ぬけに明るい人柄と、ゴルフを楽しむ優れ
たプレーに感動しました。今まで会った、どの視覚障害者よりも明るく、楽しく、幸せ
そうだったのです。そして、日本の視覚障害者の方にも、ブラインドゴルフの楽しさ
や、素晴らしさを知ってもらいたいと決意し、同年に日本初のブラインドゴルフ倶楽部
を設立しました。それが、今日のNPO法人日本ブラインドゴルフ振興協会（JBGA）にな
ったのです。
その後、スポーツの幅広い社会貢献を実践するため、国際スポーツ振興協会（ISPS）
を設立しました。ISPSでは、フィランスロピーの浸透と、シニアスポーツの振興、若手
の育成、また、障がい者スポーツの推進に尽力しています。この主旨で、ゴルフやボウ
リング、ボート、アーチェリー、ボクシングなど、いろいろな大会を世界中で開催した
り、支援しています。
そして、ISPSが主催するPGAシニアツアーや、ボウリングなどの試合では、プロアマ
に必ずブラインドゴルファーを招待し、トッププロシニア選手や、女子プロボウラーら
と交流する機会を作っています。これは、障がいを持つ選手にとって、大きな喜びと生
きがいになってるのです。

スポーツ平和サミット 東京大会

ところで、このサミットは、私の友人関係から広がって、世界各国からそうそうたる
方がお集まり下さいました。大手の広告代理店や、プロのイベント会社、また大手のマ
ネジメント会社などは、一切かかわっていません。全て、我々スタッフが運営する、言
わば手作りのサミットなのです。
今までにも、数多くのシンポジウムや会議を開催してきましたが、このサミットは最
大のものです。しかし、プロのイベント業者には依頼しません。なぜなら、依頼すれ
ば、ちゃんとやってはくれますが、費用がかさむだけでなく、有り型のパターンにあて
はめ、どこでもあるようなサミットになるからです。それでは、面白くありません。今
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回のように、一貫したテーマと高いレベルの議論、そしてバラバラな彩りの人が集い、
突拍子もない事を言って、掻き回す議論が面白いのです。論点から時々はずれ、興味深
い体験や信念を語る中に、普遍的な真理が隠されているのです。
それを、抽出するのもモデレーターの仕事です。
また、参加した聴衆も、横道にそれた話しか、印象に残らない事も多いのです。一貫
した所と一貫しない所が共存してこそ、面白くて興味深い、サミットやシンポジウムに
なるのです。これが、手作りのサミットやシンポジウムの魅力です。
こうして、世界中から集まった、スポーツに関する学者、評論家、実践家は、まるで
スポーツの花園のように、輝く個性と、大輪の花弁を競います。
見逃すのは、あまりにももったいない中味です。そこで、１日目の「オープニング全
体会議と基調講演、座談会」、２日目の「総括と閉会のご挨拶」は、ユーストリームで
ライブ中継を行います。残念ながら、会場に来られなかった大勢の方々が、全国でオン
タイムでライブ中継をご覧になります。
さらに、サミット終了後は、会議の内容を日本語と英語で、ハイレベルにまとめま
す。それを、スポーツに関する、最も高いレベルの世界的な機関に発信します。
なお、今回の「スポーツ平和サミット東京大会」は、文部科学省、および東京都、公
益財団法人日本体育協会の後援をいただきました。大変心強いことです。そして、スペ
シャルゲストとして、下村博文文部科学大臣、ならびに、猪瀬直樹東京都知事もご臨席
いただき、心より感謝いたします。安倍晋三自民党総裁からも、温かいメッセージを賜
り、大いに励まされました。その他、有力な政治家の皆さんの、力強いサポートにも感
謝します。
最後になりましたが、本大会の開催にあたり、ご尽力下さった、コリン・モイニハン
卿やキャサリン・マーシャル氏をはじめ、関係者各位に、衷心より御礼感謝申し上げます。
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The power of sports is limitless. It can contribute to people’s happiness, fulﬁllment, and peace.
Over ﬁfty sports experts from sixteen countries are gathering at this summit. These exemplars
from all over the world will show just how much of a driving force sports can be in bringing happiness to people’s lives and making society a better place, and its power in contributing to the

promotion of world peace.
From June 29 to July 1 of last year, the “Olympic Values: London and Beyond” Symposium was held. I was deeply involved as
chairman of Worldwide Support for Development. On that occasion we also uncovered countless examples of the power of sports.
That the second such summit is taking place in Tokyo is the source of the greatest happiness for me.
I was ﬁrst moved by the power of sports when I was introduced to blind golf twenty-ﬁve years ago, in 1988. I met a visually impaired man named Ron Anderson in Australia and played golf with him. I was inspired by his extremely cheerful personality and
impressed by his golﬁng skills and love for the game. He seemed to be the happiest and most cheerful visually impaired person
I had ever met. I wanted visually impaired people in Japan also to know the enjoyment and beauty of blind golf, so I established
the ﬁrst blind golf club in Japan that same year. This became today’s Japan Blind Golf Association (JBGA).
After that, I established the International Sports Promotion Society (ISPS) in order to implement a wide range of social contributions through sports. At ISPS, I have devoted all my energies to extending the reach of philanthropy, promoting senior sports,
fostering the development of young people, and promoting sports for people with disabilities. Under these guiding principles,
ISPS has held golf, bowling, boating, archery, boxing, and other athletic competitions all over the world.
Blind golfers are always invited to take part in pro-ams at ISPS-sponsored sporting events, including the PGA Senior Tour and
bowling competitions, and this has created opportunities for them to interact with top senior golfers and women pro bowlers.
These are truly happy experiences for athletes with disabilities and can bring great joy to their lives. It also brings joy and inspiration to all the athletes.
Expanding from the network of my friends, eminent individuals from many nations have been invited to and graced us with
their presence at this summit. No major advertising agencies or event management companies have been involved. Everything
was done by our staﬀ, and in that sense this is a “homemade” event.
Up to this point we have held many symposia and events, but this is the largest so far. However, we have not asked a professional
event organizer to assist us. This would not only cost a great deal but also turn our summit into the kind of commonplace symposium or event that is held all over the place all the time. When there is focused discussion at a high level among a wide variety
of people, as in this event, many surprising unexpected views will be expressed, and the sometimes wild and spontaneous conversations are highly stimulating. The universal truth is hidden in interesting experiences, and beliefs are expressed especially
when discussions move away from predetermined topics. An inspired moderator can facilitate this fresh perspective.
For the listeners, meanwhile, it is often the digressions that leave the deepest impressions. This is the attraction of a homemade
summit. The focused discussions and digressions coexist to create a truly interesting event. The scholars, critics, and athletes
who have come here from all over the world are like a ﬂower garden of sports, with their glowing individuality and large ﬂower
petals competing with one another.
The opening general meeting and keynote lectures from day one and the summary and closing ceremony from day two will be
broadcast live on Ustream. Thus, a great many people, including those who unfortunately could not attend the summit in person,
can view the proceedings in real time from anywhere in the world.
Moreover, after the summit, records of the proceedings will be summarized in English and Japanese, and these will be distributed
to the highest-level sporting institutions around the world.
We are delighted that the World Sports Values Summit for Peace—Tokyo has received support from the Japanese Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), the Tokyo Metropolitan Government, and the Japan Sports Association. In addition, I would like to extend my heartfelt thanks to our special guests, the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Hakubun Shimomura; and the Governor of Tokyo, Naoki Inose.
We are also very pleased to have received words of encouragement in a warm message from Japanese Prime Minister Shinzo
Abe. I also thank the other inﬂuential politicians who have given their encouraging support.
Finally, I oﬀer my sincerest thanks to Lord Colin Moynihan, Ms. Katherine Marshall, and all those who worked hard to make
this summit possible.

