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About

ウィキペディア街道は、旧街道沿いの名所旧跡などの歴史・⽂化情報をインターネット上
の百科事典「ウィキペディア」に掲載して世界に発信するプロジェクトです。

Code for Setagaya、オープン川崎、Code for Kanagawaの協⼒で運営しています。

お問い合わせ先︓ウィキペディア街道運営事務局

お知らせ

ウィキペディア街道「⼤⼭道」は第20回開催をもって完了しました。
2018年12⽉22⽇ 第20回ウィキペディア街道「⼤⼭道」を開催しました。

ウィキペディア街道「⼤⼭道」

ウィキペディア街道「⼤⼭道」では48本の記事を新規作成しました。

イベント開催記録

2015年5⽉23⽇ 第1回 ⾼津・溝⼝（川崎市）
溝⼝神社 、光明寺（川崎市）、⼤⼭街道ふるさと館

2015年8⽉9⽇ 第2回 ⽤賀・瀬⽥（世⽥⾕区）
⽤賀神社、瀬⽥⽟川神社、慈眼寺（世⽥⾕区）

2015年10⽉4⽇ 第3回 海⽼名（海⽼名市）
国分宿、海⽼名市温故館、総持院（海⽼名市）
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2015年11⽉3⽇ 第4回 ⼆⼦⽟川（世⽥⾕区、川崎市）
⾏善寺（世⽥⾕区）、⼆⼦神社

2015年11⽉7⽇-8⽇ Code for Japan Summit 2015 ブース
法徳寺（世⽥⾕区）、⼆⼦宿、溝⼝宿（⽮倉沢往還）

2015年12⽉27⽇ もくもく会
過去作成した記事のブラッシュアップ

2016年3⽉26⽇ 第5回 宮前（川崎市）
泉福寺（川崎市）、正福寺（川崎市宮前区）

2016年5⽉15⽇ 第6回 上町（世⽥⾕区）
世⽥⾕代官屋敷、勝光院

2016年7⽉24⽇ 第7回 荏⽥（横浜市）
荏⽥宿、真福寺 (横浜市⻘葉区)

2016年10⽉2⽇ 第8回 本厚⽊（厚⽊市）
厚⽊宿、厚⽊神社

2016年11⽉19⽇-20⽇ Code for Japan Summit 2016 ブース
⻑津⽥宿

2016年12⽉18⽇ もくもく会2016
荏⽥城、⾺絹神社、過去作成した記事のブラッシュアップ

2017年1⽉29⽇ 第9回 池尻・三宿（世⽥⾕区）
池尻稲荷神社、三宿神社

2017年3⽉20⽇、26⽇ 第10回 愛甲（厚⽊市）・下糟屋（伊勢原市）
愛甲宿、糟屋宿

2017年5⽉21⽇、27⽇ 第11回 上糟屋〜こま参道（伊勢原市）
洞昌院 (伊勢原市)、上粕屋神社

2017年7⽉16⽇ 第12回 世⽥⾕・弦巻（世⽥⾕区）
勝国寺（世⽥⾕区）、実相院（世⽥⾕区）

2017年9⽉10⽇ 第13回 ⻑津⽥（横浜市）
⼤林寺 (横浜市)、王⼦神社 (横浜市緑区)

2017年12⽉3⽇、23⽇ 第14回 下鶴間（⼤和市）
下鶴間宿、鶴林寺 (⼤和市)

2018年2⽉12⽇ 第15回 ⾚坂・⻘⼭（港区）
梅窓院、善光寺 (東京都港区)

2018年4⽉1⽇ 第16回 上⾺（世⽥⾕区）
駒留⼋幡神社

2018年6⽉10⽇ 第17回 世⽥⾕・弦巻（世⽥⾕区）
円光院 (世⽥⾕区)、常在寺 (世⽥⾕区)

2018年8⽉12⽇ 第18回 ⻑津⽥（横浜市）
⼤⽯神社 (横浜市)、福泉寺 (横浜市緑区)

2018年11⽉4⽇ 第19回 下鶴間（⼤和市）
観⾳寺 (⼤和市)、⼤和市下鶴間ふるさと館

2018年12⽉22⽇ 第20回 同窓会
⼤⼭こま、⽇向⽯

メディア掲載

2015年8⽉29⽇ SankeiBiz
ウィキペディアで地域発信 歩いて調べて事典を書こう ※Internet Archive

2015年10⽉16⽇ タウンニュース海⽼名版
市内名所、ウェブでＰＲ ウィキペディアに掲載

2015年12⽉28⽇ My Desk and Team
⼦どもと⼀緒に現場へ︕Code for Setagaya⻄村さんの仕事・家庭・地域活動をま
るごと楽しむ⽅法

2016年2⽉3⽇ Jタウンネット東京都
15周年を迎えたウィキペディアが、地域振興の主役になるかもしれない（後編）

2016年7⽉25⽇ 港北経済新聞
あざみ野でウィキペディア執筆イベント 「荏⽥宿」と「真福寺」を追加

2016年10⽉14⽇ タウンニュース厚⽊版
｢厚⽊神社｣と｢厚⽊宿｣を追加 ウィキペディア街道「⼤⼭道」の執筆イベント

2017年5⽉19⽇ タウンニュース⾼津区版
⼤⼭街道を世界発信 ウィキペディア執筆企画

2017年5⽉19⽇ タウンニュース⾼津区版
東京⼤学都市情報学の研究員でシンジョーまちなカレッジの学⻑を務める ⼩俣 博
司さん

2017年6⽉22⽇ とくらく
EVENT 第12回ウィキペディア街道「⼤⼭道」 ※リンク切れ

2018年3⽉22⽇ とくらく
EVENT 第16回ウィキペディア街道「⼤⼭道」 ※リンク切れ
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参加レポート

第20回
第20回ウィキペディア街道「⼤⼭道」【同窓会】（2018.12.22） - Danse des
mirlitons

第19回
第19回ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2018.11.4） - Danse des mirlitons

第18回
第18回ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2018.8.12） - Danse des mirlitons

第17回
第17回ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2018.6.10） - Danse des mirlitons

第16回
第16回ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2018.4.1） - Danse des mirlitons

第15回
第15回ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2018.2.12） - Danse des mirlitons

第14回
第14回ウィキペディア街道「⼤⼭道」+ ウィキデータ勉強会 - オープン川崎/Code
for Kawasaki
第14回ウィキペディア街道「⼤⼭道」執筆編+ウィキデータ勉強会
（2017.12.23） - Danse des mirlitons
第14回ウィキペディア街道「⼤⼭道」現地調査編（2017.12.3） - Danse des
mirlitons

第13回
第13回ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2017.9.10） - Danse des mirlitons

第12回
第12回ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2017.7.16） - Danse des mirlitons

第11回
第11回ウィキペディア街道「⼤⼭道」現地調査編（2017.5.21） - Danse des
mirlitons
第11回ウィキペディア街道「⼤⼭道」執筆編（2017.5.27） - Danse des mirlitons

第10回
第10回 ウィキペディア街道「⼤⼭道」現地調査編（2017年3⽉20⽇） - Danse
des mirlitons
第10回 ウィキペディア街道「⼤⼭道」執筆編（2017年3⽉26⽇） - Danse des
mirlitons

第9回
第9回 ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2017年1⽉29⽇） - Danse des mirlitons

第8回
第8回 ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2016年10⽉2⽇） - Danse des mirlitons

第7回
第7回ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2016.7.24）に参加する - Danse des
mirlitons

第6回
第6回 ウィキペディア街道「⼤⼭道」（2016.5.15）に参加する。 - Danse des
mirlitons
第6回ウィキペディア街道「⼤⼭道」 - AyCの⽇記

第5回
第5回ウィキペディア街道「⼤⼭道」 2016/3/26へ参加する。 - Danse des
mirlitons

第4回
ウィキペディア街道「⼤⼭道」第四回「⼆⼦⽟川」に参加しました -
Commentarius Saevus
せたがやの１年を振り返る - Code for Setagaya

第1回
ウィキペディア街道「⼤⼭道」 - 川崎市 - LocalWiki - オープン川崎

紹介資料

2018年12⽉24⽇ Wikimedia Advent Calendar 201824⽇⽬
ウィキペディア街道「⼤⼭道」ふりかえり

2018年12⽉22⽇ Civic Tech Advent Calendar 2018
ウィキペディアタウンの定量効果を分析してみた

2017年12⽉23⽇ Civic Tech Advent Calendar 2017
ウィキデータ x シビックテックの可能性

2017年12⽉23⽇ 第14回ウィキペディア街道「⼤⼭道」 ウィキデータ勉強会
記事を書いたらウィキデータに⼊⼒しよう︕
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