
会員拡大・魅力的な山行の提供 

                                               オープン役員会                            

  

7 月 28 日のオープン役員会では「提案 1：魅力的な山行の提供」「提案 2：会員をどう増やすか」

などが議論され、併せて「提案 3：倉敷ハイキングクラブの会員拡大の取り組みとクラブ運営に関

する報告」があった。これらの議論を経てそれぞれのテーマに対する山好会流の方針をこの秋に確

立し、来年度からスタートできるよう準備できるのではないか、という直感が得られた。 

（提案１，２，３は別紙参照） 

 

１．会員拡大について 

 提案 2 にはこうある。「山好会は結成から急速に発展拡大を遂げた。35 年史の「年度別の会員数

の推移」を見ると結成から 8 年で会員数は 200 名を突破し、15 年目で 262 名のピークを迎える。

しかし、2001 年以降は緩やかな減少に転じ、それが長期化し回復することなく本年 5 月には 120

名にまで減少した。」 

 この現象に対する外的・内的な要因の分析があり冒頭の部分で強調されているのは、＜今こそ積

極的会員拡大を会として決断する時＞というメッセージで、これまで会員拡大に消極的な姿勢がベ

ースにあったのではないか、という指摘である。「何もしなければ「自分たちの世代で終わる会」と

なり、「3 年後、5 年後の会の姿を描き目標を持って現会員が次世代の為に行動することが求めら

れ」、「総会の活動方針にも「会員拡大」を明確に盛り込むことを提案したい」と述べている。 

 提案 2 その後「会員をどう増やすのか?  ～具体的な取り組みの前に～」「会員をどう増やすのか

～具体的方法～」「会員をどう増やすのか～目標設定、入会後のフォロー～」と続く。 

 

 この提案を受け止める解答の形は多様にあるだろう。それを前提に、ここで提案 3 の倉敷ハイキ

ング倶楽部（以下、KHC と表記）の経験（7 月 23 日 2 名で KHC を訪問し、懇談と共に貴重な資

料をいただいた）と突き合わせて考えてみよう。具体例があることは考えを進める際に役に立つこ

とと合わせ、KHC の経験は現在の山好会がとるべき選択肢をちょうど指し示しているように思う

からである。 

ＫＨＣは、1989 年 6 月結成、1990 年 6月労山岡山県連盟に加入し、会員数は 1991 年 50 名、20

年後 2011 年 91 名と推移した。当会から 4年後に結成されたが、20 年後に約 40 名が増えるにとど

まった（当会とスタートダッシュに大きな違いが出た）。この状況を改善しようと、現会長能瀬さ

んは当時入会 2年目で改革案「ＫＨＣビジョン」を提案したという。その内容は二つあったと書

かれている。一つは「会山行の充実多様化」であり、もう一つは「登山入門講座（倉敷ハイキン

グスクール）の開設」であった。 

前者は後で論じるとして、後者に関して能瀬さんは「大方の役員の反対と心配を押し切り、暗

闇に船出する想いで」開講を準備した、と書かれている。2011 年度から始まった 1 期～2013 年度

の 3 期までに 151 名が受講、内 57名が入会した。会員数はスクール開講後 10 年の 2021 年度には

約 3 倍の 276 人となり、おそらく能瀬さんの提案のもう一つの側面である「会山行の充実多様

化」の努力と相まってＫＨＣは今充実・活発期を迎えている。 

 



一方山好会の状況を考えてみると、ちょうど今『35 年史』で克明に歴史を振り返り、会員が

「なぜ会員拡大が必要か」「山好会の強みと弱み」を客観的に議論できる材料を手にしたところで

ある。山好会が豊かな経験知を育んできたことと同時に、今切実に新しい会員の獲得を必要とし

ていることも確認できた。幹事会でも今年度、会員拡大と定着が議論されており、そのような自

己認識をもとに、「会員をどう増やすのか」を「具体的に」検討する時が来ている。 

 

そこで山好会がこれまで取り組めなかった「目標を持った会員拡大」「意識的な広報宣伝活動」

を具体的にどう進めるかを考えた時、ＫＨＣ型のハイキングスクールの開講は（苦手なＳＮＳの

充実などに比

べ）むしろ取

り組みやすい

方式ではない

だろうか。下

記のように 6

回の座学で山

登りの基礎技

術を提供し

（一部外部講

師もあってい

い）、4 回の

「近くの山」の安全登山を提供し、1回の「遠くの山」の山行を、この秋から準備し来年春に行う

ことは無理なことではない。むしろ手間がかかるのはそ

れに向けた集中的な宣伝活動であろう。  

一方、山好会が会員拡大期の頃拡大の手段となってき

たであろう「山の祭典」の近況を振り返ってみると右表

のとおり残念ながら本来の目的である会員拡大に結びつ

いていない。現状を正しく認識したうえでの新たな方針

の設定がなされていなかったのではないだろうか。 

なお、会員拡大は今回提案する「ハイキングスクール

実施」がすべてではなく、提案 2の具体的方法のいくつ

かは併せて具体的に取り組むことが必要である。 

 

２．魅力的な山行の提供 

 今必要とされている改革は、会員の拡大と魅力的な山行の提供がセットになって行われるべき

である。山好会の例会作りの現状を評価し、どのように改革できるかを考えてみよう。 

 山好会の例会づくりは、地元・地域の山に登る「通常例会」とそれ以外に多様な周年事業やチ

ャレンジ百名山、山の祭典という「遠くの名山」を楽しむ企画の両者を組み合わせて行ってき

た。『35年史』にまとめたようにどちらも豊富な経験を重ねてきた。しかし、最近はともすると

「前例踏襲」の側面が強くなり、改めて山行計画全体をどう魅力的なものに変えていけるか、と

年 参加者数 会員外数 うち入会者数

2015 35 3 0

2016 35 4 0

2017 36 7 0

2018 38 6 0

2019 33 2 0

近年の山の祭典



いう議論が活発にできていなかったように思われる。こちらも「今山好会が曲がり角に立ってい

る」という認識を共有しながら取り組んでいきたい。 

「提案 1.魅力的な山行の提供」はこの論点についても包括的に問題提起をしている。それを受

けながら、再びＫＨＣの具体的な取り組みと突き合わせながらも山好会らしい（山好会の良い特

徴を消さない）計画づくりの在り方を議論したい。 

まず「山行の提供」というテーマにおける山好会らしさはどこにあるかを確認する。一つは、

地元・地域の山の計画は地域クラブが発案するということであり、もう一つは、下見は必ず行

い、下見代は会が出すという仕組みである。地域クラブは過去に何度も同じ山をいくつかの楽し

み方で極めてきた。『35年史』にあるようにこれは山好会の財産であるが、山行計画書に推薦の理

由があまり表現されていないのは残念だと思う。かたや山好会の下見システムは、「入念な下見は

安全登山の優れた方法である」と位置付けて会の仕組みとして支援し必ず実行されている点が素

晴らしい。これは世間にもっとアピールしたい。 

 これらの点を踏まえたうえで、「魅力的な山行の提供」という視点でＫＨＣから学べることを考

えてみる。ＫＨＣは翌年の山行の準備をじつに前の年の 4月から始める。まず 4月に会員に山行

企画アンケートを取る。この提案を参考に 4 つの部（サンデーハイク部、ウィークデー部、バラ

エティ部、スペシャル部）で企画案を立案し、それをまた山行企画委員会で受け止め、最終的に

まとめる。4つの部と山行企画委員会の役割分担はどうなっているのか。4 つの部は例会の実施の

責任を負う。2020 年度は全体例会としては各部から 12 個、合わせて 48 個の企画を立てたがコロ

ナの影響で 25 個の実施にとどまった。一方山行企画委員会は企画段階で目を光らせる。言えるこ

とは、翌年の企画をじっくり時間をかけ、よりバランスと魅力を考慮して良いものに仕上げよう

としている姿勢である。 

山好会のシステムは「通常例会」がクラブに任され、クラブ自治という良い面もありながら、

全体のバランスや目配りが希薄になる側面を持ってしまう。また年度の後半で急いで作られてい

る感がある。ＫＨＣの「良い山行計画を会全体で時間をかけて作り上げていく」というような作

業は取り入れてもいいのではないか。「提案 1.魅力的な山行の提供」には「クラブ横断的にメンバ

ーを編成して山行部を新設してはどうか」「幹事会は年間を通じてバランスの取れた計画となるよ

う調整する必要がある」と提案されている。 

 ＫＨＣにはまた「教育部」と「協力支援部」という山好会にはない部会がある。「教育部」は先

に触れたハイキングスクールの運営に責任を持つ部である。山好会が類似の企画を始める際には

必要となる部会である。一方、「協力支援部」とは何か。コンセプトは若い会員の成長支援と高齢

者のケアである。「若い会員獲得は若い会員自身の手で」という考え方をもとに 2年前から若者主

体の沢、岩、雪、ロープの「ＳＲＳＲサークル」を立ち上げサポートしてこのサークルの自立を

図っている。一方、高齢者ケアは「駅から登る山サークル」の支援をしている。実際山好会のあ

る会員から高齢者へのケアや組織化を検討してほしいという要望があった。山好会も例会作りの

基準の一つとして「里山・ゆったり」を持っているが、クラブからの提案を修正する機能はな

い。 

 今 2 つの「サークル」を紹介した（「ＳＲＳＲサークル」と「駅から登る山サークル」）が、そ

の他「お遍路サークル」「山城サークル」「オカリナサークル」等 7 つもあり、その他にハイキン

グスクールの卒業期ごとに「同期会」が 7つある。能瀬会長のあいさつ文には「複層・多重の組



織で仲間づくりの輪を広げる。「部制度、地区別班体制は縦と横の糸、サークル、スクール同期会

は斜めの糸」と 2021 年度定期総会議案書で書いている。サークル、スクール同期会も議案書で紹

介しており、閉じすぎない仲間づくりを会として奨励する姿勢は学べる気がする。 

 このように「会山行の充実・多様化」には様々な工夫が施されている。大事なことは会員拡大

と合わせてセットになって取り組まれていることである。これらは「入会後のフォロー」にもつ

ながる。ＫＨＣが 2011 年に開始した取り組みを参考に、山好会は今この二つの側面の取り組みを

検討・実行すべきである。ＫＨＣは 10年の努力の結果今の形に行きついたものと思うが、10 年前

しっかりスタートを切ったことが今の状況を生んだのだ。そこで単年度ではなく数年先を見たビ

ジョンと具体的な手順のイメージが必要とされる。 

 

３．共有ビジョンと具体的手順の案 

 先を見た会の団結のための共有ビジョンの例 

2021 年度後半 

 コロナの影響（特に変異株）により、慎重な例会実施が継続する可能性がある。そのエネル

ギーを改革に充てる。9月 8 日「クラブ会長・幹事・役員合同会議」で改革案の説明と議論、

①「ハイキングスクール」準備開始（内容作り、宣伝）、②22 年度の山行計画作りを 9月から

開始。役員プラス合同会議メンバーからこの 2課題に対応する 2つの臨時チームを作り、進

行する。よく練った企画を総会までにまとめる。21年度総会（22年 2 月）で必要なことを決

める。その際、遭難対策基金の改革への運用の可能性について検討する（注１）。 

2022 年度 

 前期に第Ⅰ期ハイキングスクールを実施（目標：参加者 15 人、入会者 7人）。1年かけ山行計

画作りを行う。進行は 2つの臨時チームが担う。改革のための組織改編の議論を進め、22年

度総会（23 年 2月）で決定する。40周年事業を立ち上げる。 

2023 年度 

 前期に第Ⅱ期ハイキングスクールを実施（目標：参加者 30 人、入会者 15 人）。1年かけ山行

計画作りを行う（40周年事業を含む）。 

2024 年度 

 前期に第Ⅲ期ハイキングスクール 3を実施（目標：参加者 50 人、入会者 25 人）。40 周年企画

を含む例会を実施。2025 年 2 月の総会で 40 周年を祝う。最大のテーマは 3年間の新入会者約

50人（見込み数）と共に 40 周年を祝うこと。22，23，24 年度 3年間の集中努力で新生山好

会を定着させる。 

 

注 1：どのように運用できるかについてはオープン役員会で意見の一致を得ていない。 

 


