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2017年度 活動報告

■神戸アイセンター・ビジョンパーク内の
クライミングウォールに「みちびクライミング！」導入

「みちびクライミング！」は、「登る人を次々に光るホールド
と音でゴールまでみちびく」というコンセプトの、全く新しい
室内クライミングのためのホールドのシステムです。「みち
びクライミング！」では、登録されたルートのホールドが順
番に明るく点灯。正しいホールドを持つことができたら、荷
重センサーにより音が鳴るとともに次のホールドが点灯し
ます。ゴールのホールドは、点滅によって知ることができま
す。「もっと直観的に、もっと多くの人が、もっと身近に、クラ
イミングの世界を楽しむことができるように」という想いから
生まれた、この「みちびクライミング！」は、世代や障害の
有無などを越えた、多様な人のこころとからだの健康増進
をみちびくことができます。

＜新規主催事業＞
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2017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「マンデーマジック横浜」開始
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）。約2年間続いた「フライデーマジック渋谷」がご協力いただいていたクライミングジムの事情で
2017年4月に終了しました。それに代わり、2017年6月からは「マンデーマジック横浜」がスタートしました。
「マンデーマジック東京」、「サタデーマジックつくば」は、1年間を通して定期的に開催することができました。
＊高田馬場会場：6年目・エナジークライミングジムご協力・通称「マンデーマジック東京」
＊ 横浜会場：1年目・クライミングジムRise（ライズ）ご協力・通称「マンデーマジック横浜」
＊ 筑波会場：3年目・モンキーマジックつくば（弊会運営ジム）・通称「サタデーマジックつくば」

■第3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、2017年11月11日に第3回を開催することができました。

■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「スミセイコミュニティスポーツ推進助成
プログラム」継続助成に採択され、2017年度は代表小林を
含め、モンキーマジックスタッフが、山梨、名古屋、徳島、
広島、島根、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。
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2017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、天王岩、
幕岩、甲府幕岩、小川山にてアウトドアスクールを
開催しました。

■インドアスクール

昨年に引き続き、「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。

■モンキーマジックつくば（ジム）3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、3周年を迎えま
した。会員登録が7,000名を越え、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。

■中国・桂林ロッククライミングツアー

11月22日(水)より、4泊5日の海外クライミングツアー
in桂林(中国)を開催しました。あいにくの雨模様でし
たが、桂林は雨でも登れる岩場多く、毎日異なる良
質な石灰岩のエリアでクライミングを楽しむことがで
きました。最終日に訪れた「The Egg」とういエリアで
は、20m以上もあるルートに果敢に挑戦しました。
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2017年度 活動報告 ＜広報・メディア＞

■交流型クライミングイベントを企画運営す
る全国の団体を紹介するページ作成

全国10ヶ所に広がっている「交流型クライミングイベント」を企画運営
している団体。それらの団体を紹介するページを作成しました。
※現在掲載しているのは8団体。残り2団体は掲載準備中。

■メディア
2017年度も多くのメディアに活動を取り上げていただきました。

媒体 社・局 番組名・誌名 内容

TV BSフジ 一滴の向こう側 活動紹介、代表ドキュメ
ンタリー

ラジオ むさしのFM むさしのエアーアプリ 活動紹介

雑誌 武蔵野市 吉祥寺東コミュニティだより「九
浦の家」

代表インタビュー

ラジオ むさしのFM 発信！わがまち武蔵野人 代表インタビュー

Web Rhythmoon(リズ
ムーン)

障がい者理解を目的としたクライ
ミングスクール・イベントを主催
│NPO法人モンキーマジック

活動紹介

ラジオ NHKラジオ第2 視覚障害ナビ・ラジオ 代表インタビュー

雑誌 日本ライトハウ
ス・盲人情報文
化センター

機関誌「ぴっかぴか」 代表インタビュー

雑誌 NPOのひろば NPOのひろば「特集スポーツ・
フォア・オール」

代表インタビュー、活動
紹介

Web 株式会社Square
のブログ

加盟店ストーリー 活動紹介

TV フジテレビ ザ・ノンフィクション 活動紹介、代表ドキュメ
ンタリー

新聞 横濱タウン新聞 障害者、健常者が共に楽しむ ク
ライミングで交流イベント

活動紹介

TV BSTBS アスリート夢共演 代表対談

新聞 山形新聞 親は見守り子は壁克服 クライミ
ング教室に50人

活動紹介

TV 日本テレビ NEWS ZERO 活動紹介（みちびクライ
ミング！）
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2017年度 活動報告 ＜寄付・コラボレーション＞

■箕面ビール「ビアフレンズ！モンキーギフト
セット」販売開始

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」
とのコラボレーション商品です。昨年、お中元・お歳暮の季節限定
で販売いただいたセットが通年販売の商品となりました。売上の
一部を寄付いただきました。

■Monkeymagic Classic Tee

2006年から毎年、The North Faceにより新たな
デザインで制作されてきた、NPO法人モンキー
マジックの活動支援を目的としたサポートTシャツ。
今年は、初版2006年版Tシャツがオリジナルデザ
インに忠実に「Monkeymagic Classic Tee」として
復刻しました。

■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12年目12作目のTシャツ、CHUMS（株式会社ランド
ウェル）より5年目5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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2017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

東京都 東京都立桐ヶ丘高等学校 特別授業（暮らしとマナー）

東京都 日本臨床スポーツ医学会 シンポジウム「スポーツクライミングを科学する」

茨城県 スポーツこころのプロジェクト（茨城県鉾田
市立白鳥西小学校）

「夢先生」／「夢」についての特別授業

東京都 東京都国分寺市立第五小学校 特別授業

北海道 函館地区障害者スポーツ指導者協議会 視覚障害者ボルダリング体験

北海道 北海道札幌視覚支援学校 ボルダリング体験、講義

高知県 高知県立盲学校 ボルダリング体験

東京都 東京都国分寺市立第五小学校 特別授業

東京都 東京都武蔵野市立井之頭小学校 特別授業

東京都 Tokyo International School 特別授業、クライミング体験

神奈川県 神奈川県立平塚盲学校 クライミング体験

神奈川県 横浜市立盲特別支援学校 卒業生対象のクライミングプログラム

東京都 武蔵野プレイス クライミング体験

大阪府 放課後等デイサービスたいよう 発達障害児対象のクライミングプログラム

神奈川県 アイフェスタ2017in横浜 ボルダリング体験

東京都 吉祥寺東コミュニティ協議会 講演

山梨県 立教中学校 ブラインドクライミング体験

東京都 第2回 Musashino Global Challenge! ボルダリング体験

青森県 スポーツこころのプロジェクト（青森県三沢
市三沢小学校）

「夢先生」／「夢」についての特別授業

東京都 第11回心療眼科研究会 招待講演「クライミングを通したレクリエーションセラ
ピー」

東京都 東京都杉並区 ボルダリング体験（夏休み！！みんなで遊ぼう！学ぼ
う！体験しよう！フェスティバル）

大阪府 大阪府堺市 ボルダリング体験（健康福祉プラザ 障害理解クライミ
ング体験プログラム）

埼玉県 ボルダリングジム「モノリス」 ブラインドクライミング体験

東京都 渋谷防災フェス2017 トークステージ出演

広島県 ひろしまジン大学 ボルダリング体験、講義

茨城県 筑波技術大学 フリークライミングの体育集中授業

岐阜県 JFA（岐阜県大垣市赤坂小学校） 「夢先生」／「夢」についての特別授業

東京都 ゲートシティ大崎 クライミング体験

東京都 東京都総務局人権部人権施策推進課 クライミング体験（ヒューマンライツ・フェスタ東京2017）
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2017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

東京都 東京都立北豊島工業高等学校 特別授業

山形県 長井青年会議所 クライミング体験、ワークショップ（ながい寺子屋強み
をひき出すダイバーシティ（多様性）体験！おやこクラ
イミング教室）

千葉県 千葉県立保健医療大学 特別授業

愛知県 大ナゴヤ大学 クライミング体験

北海道 北海道YMCA、NPO札幌オオドオリ大学 クライミング体験、講義

ヒューマンライツ・フェスタ2017（東京都）での様子

渋谷防災フェス2017（東京都）での様子 筑波技術大学体育集中授業（茨城県）での様子

ながい寺子屋 強みをひき出すダイバーシティ体験！
おやこクライミング教室（山形県）での様子武蔵野プレイスボルダリング体験（東京都）での様子


