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りき った後は︑そ の岩 の上に立 つのが

がとにかく スケールが大きいよね︒登
という のは︑非常に珍しいケー スのよ

うか︒クライミングジムでＮＰＯ法人

なぜ︑ ＮＰＯ法人にな ったのでし ょ

ボ ルダ リ ング の話をすれば︑外 の方

気持 ち いい︒
うに思いますが︒
いく つか理由はあるけドヽ そ の 一つ
は︑利用料を低く抑えることで︑ いろ

ジムでは︑みんな でワイワイにぎや
んな登り方がある︑あんな登り方があ
んな人がクライミングを体験して︑そ

かに同じ 課題を登るのが楽しいね︒ こ
る って︑ みんな で考えながら︒
くしたか ったから︒普通 のクライミン

の楽しさ知 ってもらうための敷居を低
ボ ルダ ー０９というジムを運営し て

初回登録料 １︐ ０００円とかが上乗せ

グジムだと︑ 一回の利用料が ２︐ ００

もともと僕は︑バイク のトライアル︑

局くて手が出しに
される︒ これじ や︑一

いら っし ゃるわけ ですが︑そ の成り立

を始め︑ アウトドアスポー ツはいろい

が少ないから︑一
局い料金 でも登りに来

０円以上す る︒初めての人だとそれに

ろや っていました︒バイクをや ってい
た時は︑クライミングにあまり興味が

る人を期待するわけにはいかな い︒で︑

スペー スに人工壁を作 ることにしまし
叫 最初は１１０
た︒それが ７〜８年平

のクライ マーが持 つ共通した願 いだと

一
一
甲つのは︑多く
さを知 ってほしい︑と一

クライ マーがや ってくる︒岩場を地域
の資源として提えれば︑ これは地元に
と ってチ ャンスです︒でも︑
地元 では︑
クライミング の知名度が低か ったり︑
鳳来 の聖
狛場が日本を代表する岩場だ っ
てことが知られ ていなか ったりし て﹁
チ ャンスと思われ ていな い︒そ の状況
です でに地元のキ ャパを越え て多く の
クライ マーが押し寄せているので︑駐
車場問題とか︑排泄物 の問題とかが生
じ てしまう︒だから︑まずはクライミ
ングそ のも のを地元 の人に知 ってもら
って︑地元 の岩場がすご い岩場なんだ
って知 ってもらいたい︒そうすれば︑
地元 の意識も変わ ってい って︑岩場 の

価値を見直していく ことが できるはず︒

ＮＰＯ法人 の活動とし て︑他にど の
ような ことをされていますか︒
たとえば︑今度 の１１月に︑鳳来 の
山
石場周辺で︑清掃登山をします︒ これ

は︑鳳来 の岩場を守 ろうとし てきたク

ライ マーが昔 から参加してきたイベン
ト で︑クライ マーが積極的に地元 の人

と交流す ることで︑お互いに信頼関係

を作 るき っかけになると思 つています︒

時間をかけて地元と信頼関係を築
︵
き︑鳳来が素晴らしい岩場なんだ と

いう認識を共有しようと日々努力さ

れ ているわけ ですね︒
︶

おねがいします︒
皐なβ主 言口

とにかく 一回クライミングをし てみ
てほし いと思います︒自分もそうだ っ
たけれど︑
初 めは全然興味がなか った︒

それが 一度や ってみたらはまり込ん で

しま って︑今に至 っています︒

トクさん の人柄 のためか︑ジムはと

てもア ットホームな雰囲気に包まれ て

いました︒ジムの常連さん達もとても

フレンドリト︒子供もたくさん来ます︒

壁に登 ることそ のも のの楽しさに加え

て︑仲間と 一緒に登る楽しさも味わえ
る︑そんな場所です︒ 一人でも多く︑

クライミング の楽しさとクライミング

がもたらす価値を共有できる人たちが

増え て︑より奥三河を味わえる環境が

整う ことを願 っています︒クライミン

グ の楽しさを経験した子ども達が いる
ので︑将来 は心 雲いです ね︒
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ちを教え てください？

なか った︒たまたま︑市内 の私立高校

くい︒特に奥三河は過疎化とかで若者

の学園祭 で︑探検部が持 っている人 工

ＮＰＯ法人 であれば︑助成金を活用し
て︑利用料を安く抑えられる︒

壁に登 ったら︑はま ってしま った︒息

度 の壁しかなか ったのだけど︑友人 の

思いますが︑ このＮＰＯ法人では特別

子もはま った︒そ の後ヽ自宅 の空 いた

大 工さんに手伝 ってもら ったりし て１

より多く の人にクライミング の楽し

２５度 の壁も作 った︒ この時はまだ︑

遠南信道ができれば 日本中から多く の

表するような︑クライミング エリアが
あります︒今後︑新東名高速とか︑三

な理由があるのでしょうか︒
地元には鳳来 の岩場という日本を代

仲間内 で格安 で使 っていました︒ ２年
前にＮＰＯ法人にな った時に︑ １００
亡冬１３５店ヽ１６５度 の壁も作 って︑
去年 の２月から営業ジムとし てスター
トして︑今 の姿にな っています︒

「鳳来の岩場」のクライマー

