すみだ地域学情報Ｗｅ！
号数

発行年月

創刊号 平成19/7

各号掲載内容

表面

裏面

すみだが歩んだ歴史
墨田区の誕生から、今をたどる①
区の名称の由来・立地

隅田川花火大会、関連事業お知らせ

2号

すみだが歩んだ歴史
平成19/11 墨田区の誕生から、今をたどる②
古代・中古・中世のすみだ

3号

平成20/2

すみだが歩んだ歴史
墨田区の誕生から、今をたどる③
江戸時代

それからの海舟～波瀾万丈の明治時代を生きる
（セミナー）

4号

平成20/４

すみだが歩んだ歴史
墨田区の誕生から、今をたどる④
明治時代から区の誕生まで

すみだゆかりの人々～明治・大正～

5号

平成20/８

すみだが歩んだ歴史
墨田区の誕生から、今をたどる⑤
昭和２０・３０年代

すみだゆかりの人々～明治・大正・昭和～

6号

すみだが歩んだ歴史
平成20/12 墨田区の誕生から、今をたどる⑥
昭和30年代から４０年代へ

7号

平成2１/２

すみだが歩んだ歴史
墨田区の誕生から、今をたどる⑦
昭和５0年代

墨田の文化財（指定有形文化財３件）

8号

平成2１/４

すみだが歩んだ歴史
墨田区の誕生から、今をたどる⑧
昭和から平成へ

古地図でみる江戸時代のすみだ（セミナー）

9号

平成2１/８

すみだの風景 隅田川に架かる橋①
両国橋･蔵前橋･厩橋

本所･両国まち歩き

江戸から学ぶ すみだのいきな町づくり
（すみだ地域学セミナーでの講演から、以下同）

すみだの下町文化創成のまちづくり
（セミナー）

すみだの風景 隅田川に架かる橋②
10号 平成2１/11 駒形橋・吾妻橋・言問橋

梅若伝説

すみだの風景 隅田川に架かる橋③
11号 平成2２/２ 桜橋・白鬚橋・水神大橋

向島町歩き

12号 平成2２/４ すみだの風景 荒川に架かる橋

“鬼平”長谷川平蔵宣以の生涯（上）

中世の物語世界（セミナー）

すみだの風景 墨田区内の河川 その１
13号 平成2２/７ 北十間川の沿革と新タワー水辺拠点ゾーン “鬼平”長谷川平蔵宣以の生涯（下）
すみだの風景 墨田区内の河川 その2
14号 平成22/11 横十間川と橋の沿革

観光都市江戸の誕生とすみだ（セミナー）

15号 平成23/2

すみだの風景 墨田区内の河川
竪川と橋の沿革

その３

榎本武揚とすみだ（セミナー）

16号 平成23/4

すみだの風景 墨田区内の河川
大横川と橋の沿革

その４

東京大空襲とすみだ（セミナー）

17号 平成23/8

すみだの風景 墨田区内の河川 その５
消えた川・橋、名残りをとどめる古い川

すみだの風景
18号 平成23/12
隅田川最古の橋とは

すみだとセツルメントの歴史（セミナー）
墨堤の碑林～石碑こぼれ話～

19号 平成24/2

すみだの風景
隅田川七福神をめぐる

災害と苦闘した文人たち（セミナー）

20号 平成24/4

本所を歩く（その１）
両国周辺を中心に

区の木・区の花

号数

表面

発行年月

21号 平成24/7

裏面

本所を歩く（その２）
吾妻橋地域を中心に

回向院と江戸の開帳

22号 平成24/10 向島を歩く（その１）

生誕１２０年記念 芥川龍之介展
こころのふるさとは本所両国

23号 平成25/1

向島を歩く（その２）

庚申塔さまざま

24号 平成25/4

すみだ文学散歩

墨田区ゆかりの絵師
小林清親が描いた本所・向島

25号 平成25/7

隅田川沿いの寺社建築

すみだゆかりの近代落語家（セミナー）
三遊亭圓朝

26号 平成25/10 両国地域の近代建築

七不思議～本所の町と江戸の怪談（セミナー）

27号 平成26/1

向島と春を告げる梅

身近なヒーロー「フウガすみだ」

28号 平成26/4

桜の名所

すみだの石仏

29号 平成26/7

将軍の御鷹場

向島

あなたのまちの歴史を探る（セミナー）
～向島地域を舞台とした実践～

30号 平成26/10 江戸の行楽地

向島

幸田露伴が歩いた向島（セミナー）

向島

31号 平成27/1

百花園の誕生と向島

32号 平成27/４

現・墨田区に住んでいた碁打たち
向島の富士信仰（セミナー）
ー本因坊家屋敷跡ー

33号 平成27/7

お正月の行事とすみだ

『江戸名所図会』に描かれた本所弥勒寺
―「石橋を

数えて渡ろう

雪旦さん」―

東京大空襲 その時何が起こったのか
～「いのちの被災地図」の検討から～（セミナー）

東京スカイツリー®と鍬形蕙斎筆
34号 平成27/10
鳥居を見上げて
『江戸一目図屏風』
35号 平成28/1

「江戸」はどこからどこまでか？ 公園は歴史の宝箱
－本所・深川の地域性－
～東白鬚公園の周辺をめぐる～

36号 平成28/4

牛御前社（牛嶋神社）の歴史と信
すみだの歴史的建造物
仰（上）

37号 平成28/7

牛御前社（牛嶋神社）の歴史と信 昭和の墨田区風景、その原点にあるもの。
（セミナー）
仰（下）

秋葉大権現社（秋葉神社）の歴史
赤穂事件・忠臣蔵と墨田区
38号 平成28/11
と信仰（上）
39号 平成29/1
40号 平成29/4

秋葉大権現社（秋葉神社）の歴史
狛犬の由来“すみだで逢える狛犬たち”
と信仰（下）
心をつなぐ世界をつなぐ、そして昔と今をつな
ぐ

――郵政博物館

墨田区を走った都電（セミナー）

号数

表面

発行年月

41号 平成29/7
42号 平成29/10
43号 平成30/1
44号 平成30/4
45号 平成30/8

―墨田で新たな歴史を刻む―
たばこと塩の博物館
花王ミュージアム
―人と暮らしを支える〝清浄文化〟と花王の〝
よきモノづくり〟の精神をひもとく―

日本刀文化を、墨田から世界へ

刀剣博物館

裏面
両国・回向院と相撲（セミナー）
矢掛弓雄と「隅田川叢誌」（上）
矢掛弓雄と「隅田川叢誌」（下）

―時を学ぼう―
セイコーミュージアム

「さあ！次は東京だ！！東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会」

すみだ×新日本フィルハーモニー交響楽団
フランチャイズ30周年

みんなの夢が未来をつくる
すみだの夢応援助成事業

「街とホールとオーケストラと」
歴史あるまち 偉人を通して知るすみ
46号 平成30/10 だ～墨田区ゆかりの文学者たち～（セ すみだでが輝く子どもたち
ミナー）

47号 平成31/1

墨田区における水害の危険性とそ 〈墨田区登録文化財〉
の備え（セミナー）
法泉寺の紙本着色涅槃図

48号 平成31/4

いにしえから今の時まで
～文化の源“隅田川”（セミナー）

隅田川で遊び、楽しむアートプロジェクト「す
みゆめ」（セミナー）

49号 令和１/7

オールすみだで盛り上がろう！

すみだの商店街～その１～

50号 令和1/10

祝50号！！平成から令和へ

51号 令和2/1

観光歳時記
すみだに花開く黄檗文化
～四季のおすすめ穴場スポット～ －鐵牛道機をめぐる人々と作品－

すみだでボクシング競技実施が決定！！

すみだの商店街～その２～

