
同好会はクラブライフの真髄です。仲間とのすてきな人生を楽しむのなら、同好会に入りま    

しょう。本部には 27 の同好会があります。同好会は、それぞれ独自のスタイルで山を楽し

んでいます。

   会  員  募  集  中

アルパインスキークラブ、アルパインスケッチクラブ、アルパインフォトクラブ、アルピニ

ズムクラブ、里山歴史研究会、山岳地理クラブ、三水会、山想倶楽部、山遊会、JAC01 会、

つくも会、二火会、平日クラブ、マウンテンカルチャークラブ、みちのり山の会、山げらの

会、緑爽会、麗山会、沢登同好会Ⅱ

その他、九五会、休山会、JAC グローバルクラブ、00 会、土曜会、バックカントリークラブ、

山の自然学研究会、ゆきわり会、ユースクラブ OB 会 があります。



アルパインスキークラブ
アルパインスキークラブは、日本山岳会会員有志により 1990 年に

発足した山スキーを実践しているクラブです。国内はもとより海外

の山々にも出かけています。登りの苦しみを思い出しながら悠然と

滑り降り、技量だけでなく気分のいい仲間と山スキーをエンジョイ

しています。設立以来、年報『雪上散歩』を毎年発行しています。

クラブの HP では最近の活動状況を紹介しています。

http://jac-asc.sakura.ne.jp/

問合せ : 幹事団（info-ski@jac1.or.jp）

アルパインスケッチクラブ
山でのスケッチ山行に参加しませんか！

私たちは、今、山の上や麓から山の絵を描く仲間を誘っています。

青空の下、野外でスケッチブックを広げる気分は楽しいひと時です。

スケッチの筆を走らせる時、山稜や渓谷が今までと違った新鮮さで

浮かび上がってきます。

http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/sketchclub

問合せ : 斎藤幹雄

（mksaito777@jcom.home.ne.jp）

アルパインフォトクラブ
1992 年に山好きで写真好きの仲間達が集まって結成。

登山の感動を写真に収めて、月例会時に仲間に披露し感動を共有。

「撮る」「作品に仕上げる」「見て頂く」の三つの楽しみを味わえる

のが当クラブの長所です。毎年秋に展覧会を開催。毎月会報を発行。

また HP を通じて全国の会員と情報交換を大切にしています。

全員の写真掲載、写真展「心に映る山々」の作品集など掲載。

http://jac.or.jp/info/doukoukai/alpine_pvclub/list.html

問合せ : 竹花 晃（takepokhara@gmail.com） 

TEL: 0476-97-0782 　090-9291-1981

アルピニズムクラブ
一時代、日本山岳会を支えた会員の交流、情報交換、知識の共有な

ど、交歓の風通しをよくする全国規模の同人会。日本山岳会や登山

界の歴史を大切にし、伝統、秩序を重んじ、過去の経験や体験を活

かし、自信と誇りにクラブライフを楽しむ、登山者気質に結ばれた

同人クラブ。

　全国規模で、地理的、経済的、更に年齢的にも際立った活動はで

きませんが、クラブ員一人ひとりが会員として、また登山者としての自律心、存在感を啓発していくことがクラブの強みとし、

会員としてしっかりした自覚と信念で日本山岳会を支え、登山や時代に向き合い、会員交流、交歓を目的とした、山滸伝、梁

山泊といった古翁の仲良しクラブ。

問合せ : 神﨑忠男（kanzaki6002@gmail.com）



里山歴史研究会
意欲的に山に登るだけに留まらず、その地の歴史も奥深く知りたい

という欲張りで好奇心旺盛な面々の集まりです。会員全員がプラン

ニングに係ることを原則としています。事前の現地調査に時間をか

け、関連書籍を読み漁るなど手間を厭わず、顔が合えば、どこに行

こう、何を見よう、と様々なアイディアが湧き出てきます。 山行で、

例会で、親睦を深めながら、それぞれの得意分野を生かす楽しい会

を 目指しています。

http://jac.or.jp/info/doukoukai/satoken/list.html

代表 : 植木信久

問合せ : 植木淑美 (satoken2017@jcom.zaq.ne.jp)

山岳地理クラブ（ＡＧＣ）
山岳地理クラブは 2001 年 3 月に創立された同好会です。1/2.5 万

地形図を手に、山の地形を読み、三角点を探し、分水界を求めて山

を歩くクラブです。GPS で地形図の登山道をチェックするのも大き

なテーマです。

毎月第一木曜日（18 時 30 分から）が定例会です。地形図に関心あ

る方の参加を歓迎します。

http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/chiri/index.html

問合せ : 近藤 善則

（yoshi-kondo@jcom.home.ne.jp）

 

三 水 会
昭和 50（1975）年 5 月に発足、JAC の中で現在まで継続されてい

る一番古い同好会です。毎月第三水曜日（18：30 ～ 20：00） の

例会では講師をお招きして山に関連した講話があります。毎月の「三

水会便り」が email か葉書にて会員に送られ、月 1 回の山行が年初

に発表されます。

http://jac.or.jp/info/doukoukai/sansuikai/list.html 

問合せ : 髙橋 重之（stakaha@zpost.plala.or.jp） 

TEL: 042-577-4023

沢登同好会 Ⅱ
沢登同好会 Ⅱ は、日本固有の登山形態である沢登りを実践すべく、

YOUTH CLUB の有志により 2019 年 4 月に結成されました。整備

された登山道や、近年サービス向上著しい山小屋をあえて 避け、

自然のままの地形を見極め、湧き水で喉を潤し、焚火を 囲みなが

ら飲み明かす。

当会は YOUTH CLUB 関連同好会ですので、入会時の年齢を 60 歳

以下としております。ロープの扱いや地図読み、ビバーク技術など

は、入会後に適宜トレーニングしていきます。

ホームページはありません。

問合せ： 涌嶋 満 (tyrz30@gmail.com)



JAC 01 会
当会は 2001 年に日本山岳会に入会した有志により 2002 年に発

足した。会員の平均年齢が 72.5 歳と高い事もあり、先鋭的な登山

は行わず、ハイキング、一般縦走、スキー等です。

会員が全国に分布していますので地方の山も重視しています。 例

会は偶数月開催。会費は年 1000 円（夫婦は 2 人で 1500 円）。現

在会員数 45 名。

http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/jac01/list.html

問合せ： 藤岡 幸治（代表）

（kfujioka@jcom.zaq.ne.jp） 

TEL: 048-941-3149

山 遊 会
山に遊び、山に学ぶことを目的にした会で、年間を通じてオール 

ラウンドな山行を行っています。冬山入門コース、地図読み・高 

尾山ゴミ拾いなどのイベント山行の実施、「山遊会だより」とい う

年会誌も発行しています。 同期会から発足して 15 年を越えました

が、最近では若い女性も含め、新しく入会された方がほとん どです。

http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/sanyukaihp/index.html

問合せ : 渡辺 真一 (nbshin@a2.mbn.or.jp)

TEL: 090-4673-1088

つくも会
本会は、会員の企画による月１回の山行でハイキング、登山、縦走、

雪山など幅広いジャンルの山登りを楽しんでおります。

活動は 8 月を除く毎月の山行と年 3 回程度発行の会報、毎

月の定例会をしています。なお、会費は年 2000 円です。皆様の入

会を歓迎いたします。

http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/tukumo/index.htm

問合せ : 芦澤 敏夫 (ashi_papa_2@yahoo.co.jp)

TEL: 090-1666-0592

山想倶楽部
若いときは岩登りだけが登山と心得ていた人、冬山だけが登山で岩

登りは無雪期の時間つぶしと考えていた人、50 年以上コツコツと

ピークを追いかけ 300 名山どころか 400 名山 ( なんてないけど )

登り続けている人、ブータンが自分の住処 と考えて始終出かけてい

た人、JAC の中枢で会の発展のため活動していた人、ご夫婦で黙々

と仕事と山の両立を実行して いる人、いろいろな人が等しく齢をと

り今では山想倶楽部で生涯登山を実行しています。

山に行けばこういう人たちの面白い話が聞けます。年齢に関係なく、また山歴に関係なく、理屈や難しい話もなく、

単純に登山を楽しむ人だけの集団が山想倶楽部です。   

http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/sansoo/list.html        問合せ : 代表 (sansoo@jac.or.jp)



みちのり山の会
みちのり山の会は「山と文化」に親しむことを会の趣旨とし、国内

の登山とトレッキングを中心に原則毎月１回の山行を行うほか、こ

れまでに山麓や、松本市、金沢市、上田市などの文化に触れ、海外

にも出かけ、トレッキングと山の文化も享受しました。今年は千葉

県の磁場の逆転がわかる地層見学を秋に計画しています。

http://jac.or.jp/info/doukoukai/mitinori/list.html

問合せ : 事務局 (michinori-jac@live.jp)

マウンテンカルチャークラブ（ＭＣＣ）
日本の山は、地球上でも稀な自然環境によってつくられ、衣食住の

みならず、産業、信仰、芸術、政治、すべての 文化が山と深くかかわっ

てきました。山の文化を学び、 遊び、仲間と楽しく山に登ることを

目的として、YOUTH CLUB の WV 部を中心に、2015 年に設立し

ました。

活動は、毎月の例会、山行、読書会です。

http://jac.or.jp/info/cat40/mcc/mcc.html

問合せ：永田 弘太郎 (nagata@hon-s.co.jp)

平日クラブ
せっかく日本山岳会に入会したのに、シフトが他の会員と違い、 土

日に休めない現役世代の会員がいます。そんな悩める会員に 交流

や山行の機会を提供して、JAC ライフを享受してもらおうと発足し

たのが平日クラブです。

山行は平日中心ですが、メンバーのレベルは問いません。なお、 当

会は現役世代を対象としているので入会時の年齢を 60 歳以下とし

ています。

http://jac.or.jp/weekdays/top.html

問合せ：近藤 雅幸

(yabuyama_hg1486.99@jcom.home.ne.jp) 

二 火 会
原則的に第二火曜日に山行を行っています。

会員の有意義かつ幅広い山行の実施と、山行やそのたの行事を通じ

て会員同士の親睦を深めることで良い仲間作りをすることを目的

としています。ゆっくり、たゆまず、体力に合わせて、山を楽しん

でいます。座学もあります。

http://jac.or.jp/info/doukoukai/nikakai/list.html

問合せ：佐藤 登代子 (tyksato@jcome.home.ne.jp)

TEL：070-6579-3200



麗 山 会
麗山会は 2003 年に JAC に入会した仲間で創立した同好会です。

「登山を通じて自然に対する敬虔な気持ちを持ち、山を愛し、友情

を育て・・・」の趣旨のもとに活動しています。低山・高山・冬山・

遠隔地など広い範囲の山域を企画しています。多彩な仲間たちと

の山談議・情報交換を毎月開催しています。

年会費 1000 円

http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/reizankai/list.html

問合せ : 事務局 岸 哲生

(tetsuo.kishi@wave.plala.or.jp) 

TEL: 090-6138-2811

緑 爽 会
1995 年 9 月発足、会員数約 55 名。クラブライフの醍醐味は、先

輩後輩の交流の中にこそあります。私たちが新人のころに先輩か

ら受けた薫陶を忘れることなく、後の人に伝えようと努めていま

す。そして、日本山岳会らしく「爽やかに、おしゃれに」山の自

然を楽しみ、伝統を重んじて山を文化的に探究する心を持って活

動しています。

http://jac.or.jp/info/doukoukai/ryokusoukai/list.html

問合せ : 富澤 克禮 (tomizawa-katsunori@nifty.com)

TEL: 042-324-4050

山げらの会
日本山岳会女性会員による，山行・集会を主として活動する会です。

同好会唯一の「女性会員のみの同好会」です。男性会員は会友とし

て参加しています。1993 年 6 月発足，1994 年に同好会登録。入

会ご希望の方は，まずはゲストとして山げらの会の公式活動にご参

加下さい。女性同士で，山や自然を楽しみましょう！

http://jac.or.jp/info/doukoukai/yamagera/list.html

問合せ : 吉田 雅子（No.11091，山げらの会総務係）

(YQA01642@nifty.ne.jp)

TEL: 090-9645-0047

バックカントリークラブ
「バックカントリークラブ」は、「事故遭難を無くし、楽しく長くバッ

クカントリー活動を行うこと」をモットーに活動しています。当会

は 2010 年に当時の JAC-YOUTH-CLUB の有志メンバーが集まり、

「山の楽しみの一つとして山スキーを行う場を提供すること」を目

的に同好会として発足しました。YOUTH-CLUB 関連の団体であり

現役 YOUTH のメンバーも多く参加しております。スキー技術に留

まらず、雪崩遭難対策等を身に着け適切に行動できる自立したバッ

クカントリープレイヤーになることを目指していきます。( なお、

入会時 60 歳以下を入会条件としていますのでご留意ください。)

[ 代表 : 野澤誠司 ]　　[ 問い合わせ : bcc@jac1.or.jp ]　
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