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2016年度 活動報告

■障害サイン付チョークバッグ普及プロジェクト実施

3月にパラクライマーに対する理解促進・交流促進の
ため、クラウドファンディングにより資金を調達し、パラ
クライマーであることを表示する障害サイン付チョーク
バッグを製作し、希望するパラクライマーに無償配布
いたしました（2016年12月31日時点で110個を配布）。
また、パラクライマーとのコミュニケーションの参考とし
ていただくポスターを作成し、全国の約500カ所のクラ
イミングジムに配布し、掲示していただきました。

■交流型クライミングイベント全国展開

住友生命健康財団の「スミセイコミュニティスポーツ推進助成
プログラム」に採択され、2016年度は代表小林を含め、モン
キーマジックスタッフが北海道、仙台、大阪、名古屋、高知、福
岡など、各地に出向き、地域の特色に合わせた交流型クライミ
ングサークルの立ち上げ支援や、継続支援を行いました。
7月には、交流型クライミングイベントを主催する各地の代表者
が一堂に会し、各地域での運営内容や課題について意見交換
を行い、各地での活動の参考とするため、東京で開催している
マンデーマジックの様子を視察していただきました。

■第1回Blind Teenager Climbing Camp in 福井
2016年8月29日(月)・30日(火)の一泊二日、福井県福井市にて、10
代視覚障害のある若者を対象とした「Blind Teenagers Climbing 
Camp」の第1回を開催しました。
若い彼らがクライミングを通じ、心身ともに成長するお手伝いがし
たいという私たちの思いから実現しました。
参加者は福井県と石川県から集まった、クライミングが初めての
14歳から19歳の7名で、ボルダリングとトップロープクライミング、そ
してビレイを

＜新規主催事業＞
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2016年度 活動報告 ＜交流型クライミング 主催事業＞

■交流型クライミングイベント・3会場で定期開催

障害の有無に関わらず、一緒になってクライミングを楽しめる交流型クライミングイベント（モンキーマジッ
ク主催）が首都圏3会場で定期的に開催されました。中でも、渋谷会場での開催は、これまで隔月で開催
されてたものが毎月開催できるようになり、さらにクライミングを通じた多様な人たちの交流の場として定
着を見せています。

＊高田馬場会場：5年目・エナジークライミングジムご協力・通称「マンデーマジック」
＊ 渋谷会場：2年目・Rock&Wallご協力・通称「フライデーマジック」
＊ 筑波会場：2年目・モンキーマジックつくば（弊会運営ジム）・通称「サタデーマジック」

■第２回 見ざるチャレンジクライミング開催

2015年度に法人活動10周年を記念して開催した、視覚障害の有無に関わらず参加者全員が目隠し
をして競う、ペアコンペ「見ざるチャレンジクライミング」。ご好評をいただき、また多くの皆様のご協力
により、2016年11月12日に第２回を開催することができました。
昨年と同様のカテゴリーに加え、初段以上を登るハイレベルなクライマーのためのボスザルクラスを
新設しました。また、高知、名古屋からも視覚障害者クライマーも参加いただき、視覚障害者とともに
競い合える場として認知されています。
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2016年度 活動報告 ＜その他主催事業＞

■キッズクライミング

6年目になる、視覚障害の子供たちにクライミングスクールを神
奈川県ライトセンターにて、毎月1回、合計12回開催しました。

■アウトドアスクール
昨年に引き続き、鈴木直也氏の指導の下、湯河原、
天王岩にてアウトドアスクールを開催しました。また、
７月には視覚障害者に加え、聴覚障害者も参加し、
クライミングの聖地・小川山での１泊２日のアウトドア
スクールを開催しました。

■インドアスクール

これまでご指導いただいていた草野俊達氏
に替わり、 4月より「ヒローズアップ！クライミ
ングクラブ」を主催されている太田裕樹氏に
担当いただき入間スクールを毎月開催しまし
た。隔月開催の町田スクールとともに、スクー
ル参加者がパラクライミング日本選手権に出
場し、成績を残すなど、パラクライミングの普
及促進、レベルアップに寄与しています。

■第25回 視覚障害リハビリテーション研究発表大会 in 静岡

6月に開催された「第25回 視覚障害リハビリテーション研究発表大会 in 静岡」
において、「視覚障害高齢者の余暇活動の重要性」についてのプレゼンテー
ションと「盲ろう者クライミングプログラム開発」についてのポスター発表（東京
盲ろう者センター協働）を行いました。

※ モンキーマジックでは、視覚障害分野（医療、福祉、教育、ＩＴ、文化芸術等）
の先端研究や実践を意識し、それぞれの専門家の皆さんと協働し、豊かな社
会に向けて研鑽することが重要であると考えています。

■モンキーマジックつくば（ジム）2周年

つくば駅直結のショッピングモール「クレオスクエア
キュート」にクライミングジムを設け、2周年を迎えま
した。会員登録が5,000名を越え、地域に根差すジム
と成長する中で、老若男女・障害のある方も、外国
人の方も、多様な方にご利用いただいています。
今年度は「店長といく岩講習会」を不定期で開始しま
した。
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2016年度 活動報告 ＜広報・メ
ディア＞
■メールニュース配信開始

モンキーマジックの近況をより多くの方に広報するため、公式ホーム
ページ、公式Facebookに加え、2016年2月よりメールニュースの配
信を開始いたしました。

■海外向けWebページ作成

代表小林のパラクライミング世界選手権出場に合わせ、各国選手に
モンキーマジックの取り組みを紹介する英語ページを作成しました。
また、海外からも寄付を受け付けられるようになりました。
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媒体 社・局 番組名・誌名 内容
雑誌 ⼩学館 BE-PAL 2016年10⽉号 障害サイン付チョーク

バッグ紹介
TV NHK ⾸都圏ネットワーク 活動紹介
TV NHK NHK	WORLD

（海外向け）
活動紹介

雑誌 ⼭と渓⾕社 ⼭と渓⾕ 2016年11⽉号 障害サイン付チョーク
バッグ紹介

Web greenz.jp 世界チャンピオンのクライマーが
仕掛け⼈！先⼊観を破壊し、障害
者と健常者が⾃然と仲間になれ
る”交流型”クライミングイベント
とは？

活動紹介

TV ⽇テレ ⽇テレアップDate! 活動紹介
新聞・
Web

LA	CROIX
（フランス）

Koichiro Kobayashi,	premier	de	
cordée	dans	le	noir

活動紹介

Web しらべぇ 「⽬隠しスポーツクライミング」
どう登る？「声の協⼒」が重要

⾒ざるチャレンジクライ
ミング記事

ラジオ J-WAVE WONDER	VISION フライデーマジック取材
ラジオ 渋⾕のラジオ 渋⾕社会部 活動紹介、ゲスト対談
TV NHK オンマイウェイ
Web soar クライミングで「⼈⽣楽しまな

きゃもったいない」って伝えたい
代表インタビュー掲載

新聞 中⽇新聞 12⽉10⽇朝刊 クライミング体験イベン
ト紹介

Web Isee!運動 視覚障害者のホント クライミングの達⼈
雑誌 不昧堂出版 教育研究 2016年12⽉号 代表コラム

2016年度 活動報告 ＜広報・メ
ディア＞
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2016年度 活動報告 ＜寄付・コラボレーション＞

■Yahoo!ネット募金開始
Yahoo!様が運営するネット募金サイトからモンキー
マジックに直接寄付できるようになりました。クレジッ
トカードによる寄付の他、全国的に普及している「T
ポイント」による寄付を受けられるようになりました。

■箕面ビールとコラボレーション

大阪府箕面市でクラフトビールを製造されている「箕面ビール」にボスザ
ルという商品があるというつながりで、お中元シーズン、お歳暮シーズン
の２回に渡って、コラボレーション商品を企画、販売を行い、売上の一部を
モンキーマジックに寄付いただきました。

■2017年カレンダー製作

昨年に引き続き、
モンキーマジックの
サポートグッズと撮
影した写真を募集
し、カレンダーを製
作しました。

■寄付型自動販売機の設置台数が50台を突破

売上の一部がモンキーマジックへの寄付となる寄付型自動販売機を設置していただいた施設が50カ
所を超え、活動を支えて頂いています。設置頂いている施設に可能な限りご訪問させていただき、代
表小林が障害者クライミング普及にかける想いを直接お伝えさせて頂いています。

■モンキーマジックサポートグッズ

THE NORTH FACE(株式会社ゴールドウイン）より11年目11作目のTシャツ、CHUMS（株式会社ランド
ウェル）より4年目4作目のバッグをモンキーマジックのイメージに合わせたグッズを制作、販売いただ
き、売上の一部を寄付いただきました。両社のサポートグッズは、長年にわたりモンキーマジックの
活動普及促進に大きくご協力いただいています。
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2016年度 活動報告 ＜講演・体験会・イベ
ント＞
■大学、高校などで講師、クライミング体験会を担当

都道府県 施設・学校・団体など 内容
福岡県 福岡県内盲学校４校 平成27年度福岡県視覚障害教育研修会

鹿児島県 鹿児島県視覚障害者情報センター シンポジウム「豊かな人生を目指して」

東京都 国分寺市立第五小学校 特別授業

北海道 札幌視覚支援学校 特別授業

東京都 武蔵野市社会福祉協議会 視覚障害者ボルダリング教室

東京都 武蔵野市 高齢者クライミング体験会

兵庫県 啓明学院高等学校 講演会

東京都 亜細亜大学 ボランティア論授業ゲスト講師

神奈川県 まこじろう福祉事業所 講演会

東京都 武蔵野市国際交流協会 青年ワークショップゲスト講師

東京都 Pura vida 障害者理解セミナートークセッション

大阪府 箕面ビール 講演会

北海道 カムイ大雪バリアフリーセンター パラクライミング体験会

長野県 NPO法人アクティブつくば キッズロッククライミングキャンプ

愛知県 大ナゴヤ大学 クライミング体験、ワークショップ

北海道 旭川盲学校 講話

東京都 品川区立ゆたか児童センター クライミング体験会

東京都 六本木アートナイト2016 「身体の拡張について話をしよう」トークセッション

島根県 松江市視覚障害者協会 クライミング体験会

埼玉県 所沢市 障害者週間講演「見えない壁だって、越えられる！」

大阪府 LITALICOワークス ボルダリング体験

埼玉県 東洋大学 ユニバーサルデザイン各論ゲスト講師

静岡県 視覚リハビリテーション協会研究大会 余暇活動

愛知県 愛知県庁 「第16回全国障害者芸術・文化祭あいち大会」体験クライ
ミング

東京 ゲートシティ大崎 クライミング体験会・障害者クライミング体験会

神奈川県・
茨城県等

日本サッカー協会 「夢先生」／小学5年生・中学2年生のクラス向けに「夢」に
ついての授業

大阪府 堺市 健康福祉プラザ 障害理解クライミング体験プログラム

東京都 立教大学 スポーツクライミング・パラクライミング体験会

東京都 明治大学 クライミング教養講座
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2016年度 活動報告

■仮設クライミングウォールを利用したイベントを開催

仮設クライミングウォールを利用したクライミング体験イベントを開催し、老若男女問わず、多くの方
にクライミングを体験して頂く機会を設けることができました。

堺市健康福祉プラザ（大阪府）での様子

ゲートシティ大崎（東京都）での様子

第16回全国障害者芸術・文化祭あいち大会（愛知県ナディアパーク）での様子

＜講演・体験会・イベント＞

講演会
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2016年度 活動報告 ＜イベント・その他＞

■渋谷のラジオ パーソナリティ開始

4月に開局した渋谷のローカルFM「渋谷のラジオ」において、毎週火曜
日9:00-11:00に放送される「渋谷社会部」という番組にて、代表小林が
第2火曜日のパーソナリティを担当。モンキーマジックの近況報告に加
え、障害者を取り巻く環境や社会の取り組みなどについてお話しさせ
ていただいています。渋谷のローカルFMではあるものの、インターネッ
トでも音声・テキストが公開されるため、Facebook等を通じ、多くの方に
視聴して頂いています。

■第2回 くらやみ落語会開催

モンキーマジックスタッフによるスピンオフ企画として、視覚障害者とともに楽しめる企画として、落
語家立川志の彦氏を招いて室内を真っ暗闇にした状態での落語会を昨年に引き続き開催しました。
落語会に参加いただいた視覚障害者の方がマンデーマジックへ参加するようになったり、視覚障
害者の世界を広げる相乗効果が得られています。

■パラクライミング日本選手権

■パラクライミング世界選手権 in Paris
2年に一度開催されるクライミング世界選手権（9月フランス・パリ）
において、パラクライミングB1部門に代表小林が出場。２大会連
続の金メダル獲得の快挙を成し遂げました。
大会の様子はIFSCのYouTubeにてご覧頂くことができます。

1月に開催されたパラクライミング日本選手権に弊会ご参加いただいている視覚障害者クライマー、
ならびに代表小林が出場しました。小林は昨年に続き、金メダルを獲得しました。


