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附録

『高田日報』スキー関係記事一覧（明治44年1月～明治45年3月）

年月日
明治44年

項目

スキー広告

1月1日 スキーの使用法
1月5日 墺国将校は6日来高
1月6日 墺国武官来着
1月7日 堀内大佐とレ少佐
1月9日 スキーの研究熟す
1月11日 レ少佐とスキー
1月12日 レ少佐の乗馬／レ少佐の各隊申告
1月13日 スキーの講話
1月15日 坂路とスキー
1月16日 スキー薬師山登攀／レ少佐の日本研究
1月17日 スキーと高田師団
1月18日 本日のスキー練習／下越隊のスキー練習／脱ぎ去る上衣
1月19日 骨董好きのレ少佐
1月21日 スキー研究規定／偕行社の招待会（レルヒ招待会）
1月22日 軍事とスキー／有恒学舎とスキー
1月25日 整列する雪滑隊
1月26日 雪滑は斯くして研究すべし
1月27日 雪滑は斯くして研究すべし（２）
1月28日 堀内委員長の雪滑／雪滑は斯くして研究すべし（３）
1月29日 スキー薬師山登攀／スキー実地説明／雪滑は斯くして研究すべし（４）
1月30日 本日のスキー登山／雪滑は斯くして研究すべし（５）

山善靴店

2月1日 信水大佐スキイ吟

山善靴店

2月2日 炭代で雪滑を買へ

山善靴店／小熊写真館

2月4日 南葉登山の壮挙／スキー倶楽部組織
大槻三治
スキー倶楽部組織／将校夫人のレ氏招待会／スキー倶楽部賛成の第一声／雪滑と騎兵
2月5日
の競争
2月6日 スキー倶楽部組織／昨日のスキー滑走
2月7日 スキー倶楽部組織／レ少佐と富嶽／スキー購入者へ／レ少佐に花籠を贈る
スキー倶楽部組織／スキーと教育／初めてスキーを試む／楚人冠の招宴レルヒ少佐歌
2月8日
高橋熊蔵
ふ
2月10日 レルヒ少佐招待会に付／スキー使乗法講習／雪滑と戸外運動／越後土産に雪滑
2月11日 スキー研究と五八隊／スキー隊南葉登山／来れ！部員－本日の薬師登山
2月13日 スキーと一等国民／南葉山に向ふ
小学校長スキー見学に就て／スキー研究委員出場／壮烈なる南葉登山／橋本県視学と
2月14日
スキー／信水大佐俳人を罵る（進んでスキーを吟ぜよ）
山口式スキー／スキーとスカイ／体育教師の練習開始／スキー60台の注文／女学生に
2月15日
高橋熊蔵
スキー
2月16日 村松隊とスキー／体育教師のスキー／スキーの行衛／スキー練習時間
2月17日

高橋熊蔵

2月18日 体育教師スキー練習／墺国に於けるスキー／レ氏招待会の余興／スキー倶楽部発会式
郵便事務とスキー／スキー上の新年（レルヒに送られた故国よりの年賀状）／雪艇研
2月19日 究終了式／レルヒ氏招待会／高田雪艇倶楽部発会式／来会者への注意／発会式雑粗／ 横山喜作
薬師山頭の快挙／横山のスキー
スキー号（特集）旺なる哉スキー倶楽部（部員雲集す／歩武堂々と進む／元気頗る猛
／研究員終業式／雪中紅一点／県委員の挨拶／教官の報告／レルヒ氏と祝詞／スキー
2月20日 の消夏の具／知事臨場の意／清棲知事の訓示／堀内大佐の訓示／総代の答辞）／高田 横山喜作
スキー倶楽部発会式／スキーの図／愉絶！快絶！部員の大活動／雪艇を練習せよ／野
沢大佐と雪艇
2月21日 スキーと高田／レルヒ少佐と銃剣術／レ氏招待会／新派合同観劇日報デー喜劇スキー
2月22日 新派合同観劇日報デー芸題「桑港」スキー／喜劇スキー本日大漁座で演ぜらる
2月23日 スキー遠乗会／山口式雪艇第二号／スキー研究将校招待会／スキー座金と月岡氏

高橋熊蔵／横山喜作と月岡鉄
工場

2月24日 柏崎にスキー倶楽部／師範生のスキー練習
2月25日 スキー倶楽部第二回薬師登攀

横山喜作と月岡鉄工場

2月26日 小千谷隊とスキー／春日山登攀

高橋熊蔵

2月27日

小熊写真館
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小熊写真館

3月2日

高橋熊蔵

3月3日 小学校長とスキー
3月4日 第3回スキー滑走
3月5日 スキー隊米山登攀／第3回スキー滑走
3月7日 スキー写真献納／雪艇で南葉登山

高橋熊蔵

3月12日 雪艇倶楽部諸君／雪艇隊赤倉行／余のスキー観（磯野霊山）
3月14日

小熊写真館

3月17日 陛下雪艇に就て親しく御下問を賜ふ（第十三師団無上の光栄）
3月18日 句佛法主とスキー（東本願寺法主大谷光演氏）
3月20日 雪艇隊富士登山
3月25日 最後の雪艇滑走
3月27日 最後の雪艇練習
踏破す一万二千尺の芙蓉峰（レルヒ少佐雪艇にて富士山を攀づ／雪艇の真価今や具体
4月19日
的に説明さる）
4月20日 レ少佐同伴の強力が直話（雪中登山には閉口／スキーとか申す機械）
5月14日 スキー焼山登山（五八連隊研究の壮挙）
5月17日 レルヒ少佐の投書（高田中学運動会）
5月22日 燕附近は滑走自由（通過せる鶴見大尉の説）／磐梯山を攀づ（レ少佐三度立つ）
6月2日 外人の観たる高田（１）※レルヒ少佐
6月3日 外人の観たる高田（２）※レルヒ少佐
6月6日 レ少佐日常生活（１）完美せる紳士
6月7日 レ少佐日常生活（２）軍人として
※7月・8月落丁
9月9日 スキーの普及計画
9月15日 スキー術講習
9月28日 偕行社でスキー購買
10月3日 越信スキー倶楽部規約
10月4日 スキー倶楽部組織会
10月13日 スキー支部幹事選任／スキー倶楽部高田支部規約
10月15日 スキー協議会（越信スキー倶楽部高田支部創立協議委員会）／高田支部規約
10月16日 山口氏のスキー研究／越信スキー倶楽部成る
10月22日 スキー倶楽部役員会
11月14日 スキー講習会／スキー写真帳
11月16日 スキー大遠征計画／美なるスキー写真帳／スキー五百挺注文
11月18日 スキー製作価格
11月22日 第八師団のスキー注文／高田中学とスキー
12月3日 スキー購買者多し
12月7日 スキー倶楽部理事会
12月10日 雪艇練習場選定／スキー調整の利便
12月13日 山口少佐とスキー／スキー講習教官
12月14日 スキー講習会申込者（１）
12月15日 スキー講習会申込者（２）
12月16日 雪艇と用材調査／師団のスキー初め
12月17日 スキー講習期日
12月18日 雪艇研究事項
12月20日 踏雪自働車研究／雪艇講習開始期
12月21日 スキーの大輸出／雪艇双六考案
12月22日 スキー使用普及策／スキーは小荷物並
12月23日 スキー講習期／スキー講習教官／スキーは無賃手荷物
12月26日 依頼スキーの発送／スキー講習員宿舎
12月27日 五八のスキー始
12月30日 スキー滑走初まる／スキーとスケートの大競技
12月31日 高田師範とスキー／帰省生徒とスキー
明治45年

1月1日
新春を迎ふる高田市民の覚悟（高田は更にスキー発祥の地たるなり）
1月2日

大槻三治
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1月3日

山田善四郎（山善靴店）

スキー講習会開始／愈々スキー滑走の時期に入れり／スキー倶楽部理事会／スキー屠
1月5日
蘇気焔（信水狂生）
1月6日 スキー講習開始／スキー理事会／スキー絵葉書到着／スキーとスケートの優劣比較
スキー倶楽部理事会／スキー研究書／スキー隊赤倉行／小千谷スキー講習所／スキー
と高田市
盛大なる雪艇講習／大臣及び知事を招ずスキー発会式／雪艇と活動写真／雪艇倶楽部
1月8日
徽章／スキー屠蘇気焔（信水狂生）
1月7日

1月9日 体育科とスキー／スキー屠蘇気焔（信水狂生）
1月10日

スキー屠蘇気焔（信水狂生）／廿一日の大競技／スキー発会式延期／スキー五百台／
スキー理事会延期／レルヒ中佐送別会／雪艇取扱細則／スキーで登庁

1月11日 スキーと郡市視学／スキーで富士登山／高田中学とスキー／雪艇大競技番組
1月12日 スキー競技会

五十嵐弥吾八（報国商会）

1月13日 スキー屠蘇気焔（信水狂生）／スキー雲上に上らんとす／小千谷講習開始
1月14日 スキーの世界／スキー屠蘇気焔（信水狂生）／名物薬師汁／薬師山の賑ひ
1月15日 スキー屠蘇気焔（信水狂生）
1月16日 レ中佐に寄贈の名刀／献上スキー成る
高橋書店（スキー術の書
籍）・五十嵐弥吾八（報国商
会）

1月17日 スキー講習員の意気／女学生の雪艇練習
1月18日 献上スキー完成／清原式軽便スキー／スキー講習員の意気
スキー普及策／スキー倶楽部発会式彙報／スキー倶楽部寄附／スキー講習員招待会／
1月19日
林業者の福音（スキーで原始林調査）
1月20日 踏雪自働車到着近し／南葉山から金谷まで／人造大滑走場／スキーの唄が出来た
1月21日

スキーと歌留多／本邦最初のスキー競技会／郵便局員のスキー講習／スキー隊の大旅
行

1月22日 昨日のスキー倶楽部競技会／皓雪裡の躍動
横山喜作と月岡鉄工場
大競技の到着順／長岡支部設けられん／スキー倶楽部寄附／各隊のスキー隊編成／信
1月23日
越山境横断／スキー旅行隊／薬師と自働電話
献上スキー成る（本日発送す）／師団長邸の晩餐会／スキー倶楽部発会式／スキー遠
1月24日
五十嵐弥吾八（報国商会）
征隊飯山着
派墺武官とスキー／スキー隊飯山着／スキーと林学者の着目／集配人とスキー練習／
1月25日
レルヒ氏去る
発会式と賞品寄贈／雪中線路検査とスキー／スキー隊本日帰高／大島校のスキー熱／
1月26日
偶感一束（越信スキー倶楽部の名称について）
1月27日 五千尺の斑尾山を踏破したスキー隊／日報俳壇スキー十七句
1月28日 下越とスキー熱
横山喜作と月岡鉄工場、五十
嵐弥吾八（報国商会）、高橋
書店

1月29日 雪艇にて富嶽を踏破す
1月30日 松本を驚ろかせしスキー／高田局の雪艇研究／踏雪自働車来る

1月31日 落丁
宝田と雪艇使用／日報俳壇（名たる雪の都スキーも発祥地）／踏雪自働車試運転／ス
2月1日
横山喜作と月岡鉄工場
キー彙報（田中鉄工場の新案）
スキーの選択に付て（鶴見大尉）／踏雪自働車の試運転（本日は第三回）／雪艇巡視
2月2日 の好果／雪艇狂の芸妓／スキー（雪に関する調査／村松隊の研究開始／雪線巡視効果 五十嵐弥吾八（報国商会）
あり／スキー踊の唄／富山県にも飛火／鉄道院の工夫用／スキー絵葉書）
スキーの選択に付て(鶴見大尉)／自働車第三試験／スキー雑誌／スキー界(スキー理
2月3日 事会／高田の発展策／スキー倶楽部基金／発会当日の番組／夜会と活動写真／新発田
のスキー講習／冬に夏服の注文／女学生とスキー)
スキーの選択に付て／踏雪自働車不動／スキー界(金谷雑木伐採／部員の徽章／鉄工
2月4日 場の総見／東京記者来高／中学生参加／スキーのマラソン／基金寄贈／長岡に倶楽
部)
六宮殿下御試乗あらん／踏雪自働車好成績／自働車係の苦心／スキー界(中学選手の
2月5日 練習／足袋跣足で練習／スケート大会と衝突／巡査の講習参加／優勝賞牌寄贈／賞品 横山喜作と月岡鉄工場
のスキー／学習院のスキー熱)
スキーと小学校／スキー界(スキー教官会合／砿山スキー応用／鉄道員とスキー／理
2月6日 事協会議／スキー註文／夜会協議会／競争参加申込／在郷将校参列)／女スキー隊の
愛の風行／踏雪自働車其後
スキー役員協議／スキー界(大漁座係協議会／大漁座夜会／活動写真来高決定／ス
2月7日 キー芝居／スキー菓子／夜会開場時刻／スキー雑誌／スキー絵葉書／賞牌と優勝旗／ 五十嵐弥吾八（報国商会）
中学生競技予習)／スキー競技順序／郵便集配とスキー
スキー界（発会式協議会／当日の会場設備／スケーターも来る／長岡支部委員会／絵
2月8日 葉書の意匠／報知者賞牌来る／発会式参列武官／優勝旗は学生競争／長距離競争／新
案三人連携競争／諏訪にも侵入／蒲原氏の視察／金谷に切手売捌所）
乃木将軍来高決定／スキー界（来会者各宿割／スキーの売店／長途競争と煙火／有楽
2月9日 社の写真班／ホーム増設／スキー絵葉書／委員室の電話／蝸牛式望遠鏡／来賓競走） 横山喜作と月岡鉄工場
／管理局長の雪艇視察／下名立校スキー会
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スキー発会式参会者／乃木将軍来越／乃木将軍の宿舎／スキー界（女学生の参加／バ
吉越重次郎（スキー菓子）
テー来る）／高田署長から市民へ（スキー発会式）

西澤書店（スキー写真・ス
キー絵葉書）、吉越重次郎
（スキー菓子）、越信スキー
倶楽部販売部（田中鉄工場・
越信スキー倶楽部発会式／乃木将軍来れり／博物館にスキー／夜会余興の活動／紀念
報国商会）、高田スキー組合
2月11日 スタンプ／スキー大会（我観スキー鶴見大尉／スキー小話／スキー発会式／我輩の雪
（大槻商店・山善商店・報国
艇党也）／郵便局のスキー熱）
商会・永井佐吉・横山喜作・
藤井金吾・松浦長三郎・月岡
源吾）、田中鉄工場、中野時
計店
2月13日 乃木将軍去る／乃木大将曰く／スキー大会／中等学校選手競争／壮烈なる先登争ひ
スキー最後の競技会／名誉賛助員推薦／旭川のスキー熱／北海道とスキー／越信ス
キー倶楽部本部／活動写真と台覧／スキー党入会
スキーと奨励賞金／スキー室移転／スキーの歌を募る／スキー歌（大院作）／スキー
2月15日 界（第三回講習開始／レルヒ氏の石像／田中鉄工場の繁忙朝鮮にも／九州にも／鉱山
とスキー／スキー活動写真）
スキー支部と教官／スキー協議会／スキー歌／小学生の練習奨励／スキー彙報（村松
2月16日 隊とスキー／関山廠舎とスキー／徽章送付／局員の講習増員／活動写真事典／十日町
に支部／吉川村に支部／防水外套製作（五十嵐商店））
スキー俗謡募集／スキー彙報（工兵副官の打合／スキーにアマニ油／入会申込者／松
2月17日
之山スキー練習）／スキー歌（大院君）
2月14日

2月18日

市とスキー支部／応募スキー歌／スキー彙報（雑誌注文／スキー研究／軽井沢とス
キー／下越後の講習／秋田に支部／基金寄附／生徒の受講）／スキー雑誌販売

2月19日 応募スキー歌／雪眠とスキー／二本木校のスキー練習
2月20日 最後の長距離競争／応募スキー歌／スキーと鉄道
2月21日

鉄道と雪艇利用／スキー彙報（負擔量と競争／購売組合の照会／青森県に普及せん／
北魚沼郡長の熱心）／応募スキー歌

2月22日

応募スキー歌／雪艇活動写真／スキー彙報（諏訪のスキー研究／南蒲原の練習／長岡
支部の色分／秋田県の研究／弘前師団とスキー／小樽と弘前のスキー）
五十嵐弥吾八（報国商会、ス
キー用具）

2月23日 応募スキー歌／雪艇南葉山
2月24日 新踏雪自働車／応募スキー歌／倶楽部の名にて巡業
浦田校の雪艇競技／雪艇状況奏上／スキー集配開始／応募スキー歌／松本の活動写真
2月25日 ／諏訪と活動写真／スキー彙報（岩手県の練習／弘前市のスキー熱／諏訪スキーに傾
く）

横山喜作と月岡鉄工場（ス
キー板・スキー金具）

2月26日 応募スキー歌
2月27日 名誉会員承諾／応募スキー歌／雪艇活動の盛況

五十嵐弥吾八（報国商会、ス
キー用具）

2月28日 応募スキー歌／長野に於ける雪艇
2月29日 雪艇隊妙高登攀／フォンレルヒ中佐信書／応募スキー歌／
3月1日 高田師範学校スキー隊／配達夫雪艇乗用／応募スキー歌

3月2日 応募スキー歌／雪艇活動写真来る
村松隊の雪艇実習／応募スキー歌／浦田口校雪艇競技／大喝采の活動写真／赤倉にス 五十嵐弥吾八（報国商会、ス
3月3日
キー滑走
キー用具）
3月4日 雪艇郵便写真天覧／応募スキー歌／雪艇活動写真終わる
3月5日 高田師範学校雪艇隊妙高登山／積雪量統計調査／スキー事務引継／応募スキー歌
3月6日 五八雪艇隊東頸行／雪艇界の其後／応募スキー歌
3月7日 樺太に於ける雪艇／応募スキー歌
3月8日 十日町雪艇講習景況
3月9日 俗謡「春の歌」募集（スキーの歌一先づ〆切、更に春の歌募集」）
横山喜作と月岡鉄工場（ス
キー板・スキー金具）
五十嵐弥吾八（報国商会、ス
キー用具）

3月10日
3月12日 スキー雑誌第二号／鯖石スキー倶楽部
3月13日

小西視学官と雪艇／中魚沼雪艇競技会／郡会にスキーで出席／スキー倶楽部寄附／京
都府とスキー
横山喜作と月岡鉄工場（ス
キー板・スキー金具）

3月14日 下越の雪艇活動写真／八師団のスキー
3月15日 新津のスキー活動
3月16日 雪艇の林業課用

横山喜作と月岡鉄工場（ス
キー板・スキー金具）

3月18日 新潟に於けるスキー活動
3月19日 第八師団の雪艇
3月20日 下越の雪艇活動写真
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3月26日 直江津の雪艇活動写真隊
五十嵐弥吾八（報国商会、ス
キー用具）
横山喜作と月岡鉄工場（ス
キー板・スキー金具）

3月28日 踏雪自働車帰る／新井と雪艇活動
3月29日 新井と雪艇活動／直江津に於ける活動写真
3月30日 森本県知事と雪艇

五十嵐弥吾八（報国商会、ス
キー用具）

3月31日
4月1日 越信雪艇活動閉会

五十嵐弥吾八（報国商会、ス
キー用具）

4月2日
4月3日 スキー踊
4月9日 雪艇状況の奏上

五十嵐弥吾八（報国商会、ス
キー用具）

4月16日
4月17日 旭川雪艇隊の大壮挙
4月19日 雪艇写真北海道行

五十嵐弥吾八（報国商会、ス
キー用具）
五十嵐弥吾八（報国商会、ス
キー用具）

4月24日
4月29日
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