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2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

SUMMARY

SUMMARY

開催回数 合計211回

主催事業 うち障害者968名
(視覚/聴覚/上肢・下肢、重複含む)

総参加者数

2,496名

・視覚障害等障害者クライミングイベント事業

　開催回数：48回

　のべ参加者：219名（うち障害者178 名）

・多様性理解促進クライミングイベント事業

　開催回数：163回

　のべ参加者：2,277名（うち障害者790名）

実施回数 合計16 件

受託事業

クライミング体験会、障害者クライミング指導、

社員研修等

実施回数 合計18件

普及・啓発・広報事業

講演会、特別授業、イベント出演等

出演・掲載回数 合計17件

メディア掲載・出演

テレビ、新聞、ラジオ、Web 等

配信件数 15件

プレスリリース配信
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クライミング施設運営

就労支援事業

寄付・コラボレーション

協賛企業 

賛助企業



2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

❶主催事業-1

❶主催事業

・視覚障害等障害者クライミングイベント事業

アウトドアスクール

参加者：4 名

（うち視覚障害1名、聴覚障害2名）

開催場所：柴崎ロック（埼玉県秩父吉田）

指導者：鈴木英貴

インドアスクール

開催回数：１３回

参加者：５７名（うち視覚障害５０名）

会場：入間・町田

指導者：太田裕樹・大古田正裕

キッズスクール（神奈川）

開催回数：１０回

参加者：４５名（うち視覚障害４１名）

会場：神奈川県ライトセンター

キッズスクール（戸塚・江戸川）

開催回数：１０回

参加者：２９名

（うち視覚障害５名、発達障害１８名）

会場：RISE 戸塚、BUM 横浜、T-wall

　　　江戸川店

ロープクライミング会

開催回数：１２回

参加者：８４名

（うち視覚障害４７名、上肢・下肢障害１４名）

会場：ベースキャンプ入間店、NOSE町田

　　　店、グリーンアロー海浜幕張店
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2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

❶主催事業-2

・多様性理解促進クライミングイベント事業

・その他

交流型クライミングイベント

開催回数：計３２回

参加者：のべ６３０名

（うち障害者３０１名）

開催場所：東京、横浜、つくば

全国各地の交流型クライミングイベント企画団体サポート

参加者：合計１２８回1,530名

（うち障害者４４５名）

開催地域：全国14箇所

クライミングコンペ「第５回 見ざるチャレンジクライミング」

参加者：２４組５４名

（うち視覚障害者８名、聴覚障害者４名

 小・中・高生９名）

会場：NOSE町田店

交流型クライミング体験会と盲導犬の里・富士ハーネス見学会

参加者：４６名

（うち障害のある方２５名）

日本盲導犬協会共催にて開催

会場：富士ハーネス、サニーロック富士

11/20（水）ユニバーサル講演会を開催

参加者：34 名

（うち視覚障害5名、聴覚障害3名、

上肢・下肢障害1名）
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2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

❷受託事業-1

1月

2 月

3月

3月

4月

4月

❷受託事業

・多様性理解促進クライミングイベント事業

委託元：株式会社ピカ

管理者向け責任者研修と入社数年次向け基礎研修にて、モンキーマジックがクライミングを

ツールとしたコミュニケーションプログラムの社員研修を担当

委託元：函館地区障害者スポーツ指導者協議会

北海道函館市のボルダリングジムHOMIE redbrick warehouseで函館地区障害者スポ

ーツ指導者協議会主催の視覚障害者ボルダリング体験会の指導を代表小林が担当

委託元：鳥取県障がい者スポーツ協会

鳥取県倉吉市にて、鳥取県障がい者スポーツ協会主催のイベントに代表小林が出演

委託元：一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会

一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会のパラクライミング体験会の開催をNPO法人モ

ンキーマジックが協力し、代表小林も登壇

委託元：ユニバーサルキャンプ TOKYO実行委員会

「ユニバーサルキャンプ TOKYO 2019」にてモンキーマジックがスポーツクライミング体験

の担当

クライミングをツールとした社員研修

北海道函館市で体験会の指導を担当

鳥取県倉吉市にて開催されるパラクライミング体験会に代表小林が出演

鳥取にてパラクライミング体験会を実施

「ユニバーサルキャンプ TOKYO 2019」にてスポーツクライミング体験の担当

株式会社クレディセゾン社員様向けにクライミング体験会

委託元：株式会社クレディセゾン

東京・高田馬場のクライミングジムエナジー高田馬場店にて、クレジットカード会社の株式会

社クレディセゾン社員様向けにクライミング体験会を開催
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2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

❷受託事業-2

・(続 )多様性理解促進クライミングイベント事業

吉コレ2019でボルダリング体験を担当

委託元：吉祥寺コレクション

GWの28日（日）モンキーマジックの地元吉祥寺の井之頭公園で、小学生以上どなたでも

ご参加いただけるボルダリング体験を開催

わくわくサマースクール( 大阪府堺市)にてボルダリング指導を担当

委託元：大阪府堺市立健康福祉プラザと関西大学

大阪府堺市立健康福祉プラザと関西大学が共同で開催の「わくわくサマースクール」にて、

ボルダリングを通じた視覚障害やパラクライミングを知ってもらうための講師を務める

小川山（長野県）にて2泊3日のキャンプの講師を担当

委託元：NPO法人Next one

NPO法人NPO法人Next one.（ネクストワン）の子どもたちを対象のキャンププログラ

ムを担当

神戸のパラスポーツイベントにてクライミング体験会を実施

委託元：吉本興業

ワールド記念ホール（兵庫県神戸市）にて、障害者理解を深めることを目的に障害者スポーツ

( パラスポーツ)に親しんでもらうイベント「トヨ♡パラ 2019 ～ひろげるこどもたちの未来

～」でクライミング壁を仮設し、パラクライミング体験を実施

富山三つ星山の会のロープクライミング体験会を指導

委託元：富山三つ星山の会

富山県の視覚障害者山岳会「富山三つ星山の会」が企画した、県障害者登山教室交流会の一

環として実施されたロープクライミング体験会の指導をNPOモンキーマジックが担当 t

東京・有楽町にてボルダリング体験！

委託元：ヒューマンライツ・フェスタ東京2019

東京都主催の人権啓発イベント「ヒューマンライツフェスタ東京２０１９」にてボルダリング体

験コーナーを運営

4月

8月

8月

8月

11月

11月
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2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

❷受託事業-3

・(続 )多様性理解促進クライミングイベント事業

・視覚障害等障害者クライミングイベント事業

・普及・啓発・広報

佐賀にてクライミング体験会と講演会

委託元：高田電動機株式会社

佐賀県佐賀市で開催される「てんとうむし・アイ・フェスタ ～見えない・見えにくくても

Enjoy！～」において、代表小林が第１日目の講演会、第２日目のクライミング体験会指導

発達障害の児童生徒のクライミング部指導

委託元：プチ冒険倶楽部

少人数性プログラムの１つとして、ロープクライミングの指導を担当

発達障害生徒のアウトドアクライミング指導を担当

委託元：プチ冒険倶楽部

発達障害等のある児童生徒を主に対象としたプチ冒険倶楽部は毎年夏に3泊4日のキャンプ

を開催、当クラブの少人数制プログラムの一環としてクライミング部が立ち上がり、 NPO法

人モンキーマジックで指導を担当

筑波技術大学天にてボルダリングプログラムを指導

委託元：筑波技術大学

波技術大学天久保キャンパスにて、第12回三大学連携・障がい者のためのスポーツイベント

が開催され、ボルダリングプログラムの指導をモンキーマジックにて担当

とくしまパラスポーツフェスティバルに参加

委託元：徳島県障がい者スポーツ協会

徳島県障がい者スポーツ協会主催「2019 頑張るんじょ！ とくしまパラスポーツフェスティ

バル」に参加

東京都立桐ヶ丘高等学校にて代表小林が特別講師

委託元：東京都立桐ヶ丘高等学校

東京都立桐ヶ丘高等学校１年生３部（午前・午後・夜間）全クラスを対象に「暮らしとマナ

ー」授業におきまして、代表小林が特別講師を務めました。

11月

1月

4月

11月

1月

2 月
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2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

❷受託事業-4

・(続 )普及・啓発・広報

東大和市立第六小学校にて特別授業

委託元：東大和市立第六小学校

東京都東大和市立第六小学校４年生全２クラスを対象に、代表小林が特別授業

東京都立若葉総合高等学校にて講演

委託元：東京都立若葉総合高等学校

東京都稲城市の若葉総合高等学校にて、2年生約240名を対象に、オリンピック・パラリン

ピック教育推進事業における障害者理解を深める講演

国分寺市立第五小学校にて講演

委託元：国分寺市立第五小学校

東京都の国分寺市立第五小学校の 4 年生約 60名を対象に、総合的な学習の時間にて視覚

障害者理解を深める講演

武蔵野市立第四小学校にて特別授業

委託元：筑波技術大学

波技術大学天久保キャンパスにて、第12回三大学連携・障がい者のためのスポーツイベント

が開催され、ボルダリングプログラムの指導をモンキーマジックにて担当

社会福祉法人名古屋ライトハウスにて講演

委託元：社会福祉法人名古屋ライトハウス

社会福祉法人名古屋ライトハウス主催の「ボランティアの集い2019」全体会にて、名古屋

盲人情報文化センターで活躍されるボランティア約170名を対象に、代表小林による講演

「見えない壁だって、超えられる。」を実施

筑波大学にて代表小林がゲストスピーカーとして登壇

委託元：筑波大学

2020年に向けて行われている筑波大学のオリンピック・パラリンピック教育の大学院過程

での授業に、ゲストスピーカーとして代表小林が登壇

Social Impact for 2020 and Beyond に代表小林が登壇

委託元：Social Impact for 2020 and Beyond 事務局（NPO法人ETIC.）

東京都港区赤坂の日本財団ビルで開かれる「Social Impact for 2020 and Beyond 

スペシャルシンポジウム」に代表小林が登壇

2 月

3月

3月

3月

4月

5月

5月
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2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

❷受託事業-5

・(続 )普及・啓発・広報

ユニバーサルスポーツイベント「ノーバリアゲームズ」に参加

委託元：WOWWOW

東京・日比谷公園第二花壇で行われる、日比谷音楽祭内のユニバーサルスポーツイベント「ノ

ーバリアゲームズ」に、代表小林が参加

代表小林が亜細亜大学の授業に、ゲスト講師として登壇

委託元：亜細亜大学

亜細亜大学（東京都武蔵野市）のボランティア論授業に、代表小林がゲスト講師として登壇

し、法人の活動内容とその設立経緯、自身の思いを講義

富山三つ星山の会記念事業にてパラクライミング体験会を開催

委託元：富山三つ星山の会 障害者スポーツ協会

富山三つ星山の会 障害者スポーツ協会登山教室 創立20周年記念事業にて、パラクライミ

ング体験会を富山市内のボルダリングジム・リッジラインさんで開催

東京女子大学コミュニケーション学科にて代表小林がゲストスピーカーとして登壇

委託元：東京女子大学

東京女子大学コミュニケーション学科「ダイバーシティとコミュニケーション」授業のゲスト

スピーカーとして代表小林が登壇

代表小林が愛知県豊田市にて日本サッカー協会主催「こころのプロジェクト・夢の

教室」に登壇

委託元：愛知県豊田市立東広瀬小学校

愛知県豊田市立東広瀬小学校5・6年生全26名の児童を対象に、代表小林が夢先生とし

て、日本サッカー協会主催「こころのプロジェクト・夢の教室」に登壇

広島視覚障がい者の問題を考える会第35回学習会にて代表小林が講演

委託元：広島視覚障がい者の問題を考える会

広島視覚障がい者の問題を考える会第35回学習会がブラインドスポーツをテーマに行われ、

代表小林が障害者クライミングについて講演

６月

3月

3月

3月

4月

5月
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2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

❷受託事業-6 　❸メディア掲載・出演 -1

・(続 )普及・啓発・広報

東京都江東区立大島南央小学校にて特別授業

委託元：東京都江東区立大島南央小学校

東京都江東区立大島南央小学校の４・５・６年生全５クラスを対象に、オリンピック・パラ

リンピック教育の出前授業として代表小林が特別授業としての講演

岡山県玉野市 宇野小学校6年生を対象にクライミングプログラムと講演会

委託元：岡山県玉野市 宇野小学校

岡山県玉野市の玉野スポーツセンターのクライミングウォールにて、玉野市宇野小学校6年

生25名を対象に、クライミングチャレンジと講演会のプログラムを開催

立教大学キャリア形成論にゲスト講師として代表小林が登壇

委託元：立教大学

立教大学新座キャンパス /コミュニティ福祉学部で開講のキャリア形成論にて、240名を超

える生徒に、代表小林がゲスト講師として登壇

11月

11月

12月

SPOT +(スポットプラス )

媒体：WEB

SPOT +(スポットプラス )

内容：活動紹介

2月 ザ・チーム 勝ち負けの向こう側

媒体：テレビ

BS11

内容：ドキュメンタリー

3月

WOWWOWノーバリアゲームズ

媒体：WEB

Yahoo!

内容：イベント出演

6月 富山三つ星山の会体験会

媒体：新聞

北日本新聞

内容：活動紹介

6月

「ひと」

媒体：新聞

しんぶん赤旗

内容：イベント出演

6月 現場発！インサイド・リポート

媒体：テレビ

TBS

内容：活動紹介

6月

❸メディア掲載・出演
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2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

❸メディア掲載・出演 -2

プレスリリース

媒体：WEB

日本パラクライミング協会

内容：大会結果

7月 CLIMBERS

媒体：WEB

CLIMBERS

内容：大会結果

7月

伊集院光とらじおと

媒体：ラジオ

TBS

内容：活動紹介

7月 MONKEY MAJIKのオンバク

媒体：ラジオ

NHK-FM

内容：活動紹介

7月

co-ba shibuya インタビュー

媒体：WEB

TSUKURUBA

内容：活動紹介

9月 思いやり交差点

媒体：ラジオ

ラジオ沖縄

内容：活動紹介

9月

J-WAVE 81.3 FM

媒体：ラジオ

J-WAVE 81.3 FM

内容：活動紹介

10月

石「ホールド」１５メートル壁登る 

南砺で視覚障害者 パラクライミング

媒体：新聞

北陸中日新聞

内容：活動紹介

11月

星くずクライミング

媒体：出版

くもんの児童文学

監修

11月

第 45回 KBCラジオ・チャリティ

・ミュージックソン

媒体：ラジオ

KBC

内容：活動紹介

11月

2020応援ソング「パプリカ～
Foorin 楽団」▽ひゅうが×ひびき

媒体：テレビ

NHK

障害者クライミング監修

12月
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2019年度　NPO法人モンキーマジック事業報告

❹プレスリリース配信／SNS-1

国内障害者クライミングの最高峰が集結！NPO法人モンキーマジック代表 小林

幸一郎がパラクライミング日本選手権大会2019に出場。

1月

全員目隠しでなにわに集結！見える人も見えない人も集うクライミング体験会が森ノ宮で

開催！

3月

障害者クライマーを足元から支援！サポートグッズ初のクライミング専用ソックス《ザ・

ノース・フェイス モンキーマジッククライミングプロテクトブリスター》が登場！

3月

全米障害者クライミング選手権に日本人が出場！51歳、現役パラクライマーのあくな

き挑戦！

3月

ザ・ノース・フェイスとのコラボ Tシャツ！《Monkey Magic Tee(モンキーマジッ

ク Tシャツ)》2019年新モデルが登場！

4月

更なる高みへ モンキーマジック代表・小林 世界選手権 2019 in フランスにて4連覇

に挑む！

7月

《速報》4連覇の快挙！NPO法人モンキーマジック代表理事小林が世界選手権にて金メ

ダル獲得！！

7月

兵庫で行われるよしもと芸人×パラスポーツ体験イベントにて、NPO法人モンキーマジ

ックがクライミング壁を仮設し、パラクライミング体験を実施

8月

【祝１周年！】見えにくい社会課題「働きたい」を解決する在宅就業支援事業OKOSHI！

7月

障害者クライミング普及活動を行うNPO法人モンキーマジックが賛助企業を公募開始！

6月

役員人事および新経営体制に関するお知らせ

4月

❹プレスリリース配信／SNS

・プレスリリース一覧
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❹プレスリリース配信／SNS-2　❺クライミング施設運営

スポーツの秋にクライミングコンペを開催！見える人も見えない人も、全員がアイマスク

で挑む！

9月

視覚障害者も使いやすいデザインに注目！CHUMS（チャムス）コラボレーショングッズ

2019モデルが登場！

9月

全員がアイマスク！？国内最大規模の目隠しクライミングコンペをNPO法人モンキ

ーマジックが主催！

11月

【日本人女性初】8,000m 峰を7座登った渡邊直子　ユニバーサル講演会を初開催

11月

2019.12.31時点
・SNSフォロワー

3,018
FOLLOWERS

644
FOLLOWERS

881
FOLLOWERS

❺クライミング施設運営

モンキーマジックつくばQ’t

神戸アイセンター ビジョンパーク内 みちびクライミングウォール

主催

受託

つくばエクスプレス「つくば駅」直結

2014 年3月オープン

会員数9,000人超

「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」

全く新しいホールドシステム「みちびクライミング」

神戸ポートアイランド初のボルダリング施設

 @npo
monkey
 magic
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❻就労支援事業 ❼寄付・コラボレーション ❽協賛企業 ❾賛助企業

❻就労支援事業

THE NORTH FACE（株式会社ゴールドウイン）　｜　CHUMS（株式会社ランドウェル）

アサヒ飲料株式会社　｜　株式会社シーワテック ｜　株式会社敬洋　｜　株式会社スカイ・エー

ユニリーバ・ジャパン　｜　OCUN　｜　東京粉末　｜　株式会社箕面ビール　｜　株式会社カンセキ

富士ゼロックス

実績：19案件 89データ

大学、業界団体、ビジネス情報誌、映像制作会社、デザイン会社

※視覚障害当事者のタイピスト継続活躍

文字起こしサービス

❼寄付・コラボレーション

❽協賛企業

東商アソシエート株式会社　｜　株式会社シーワテック

❾賛助企業

THE NORTH FACE(株式会社ゴールドウイン）より14年目14作

目のTシャツ、CHUMS（株式会社ランドウェル）より7年目7作目

のバッグの制作・販売と、売上の一部を寄付いただきました。

2019年は新たにクライミングソックスが仲間入りしました。

・サポートグッズ

飲み物をご購入いただくと売上の一部がモンキーマジックに寄付さ

れるオリジナルデザインの自動販売機。アサヒ飲料株式会社のご協

力により、2019年末までに全国で79ヶ所、84台の寄付型自動販

売機が設置されています。

・寄付型自動販売機

ユニバーサルな社会の実現を目指す想いを共にしたことから、株式

会社箕面ビールの通信販売サイトにて、2017年より、売り上げの一

部がモンキーマジックへの寄付となるギフトセットを販売していた

だいています。

・箕面ビール「ビアフレンズ！モンキーギフトセット」

・OKOSHI
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