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場所：新北市板橋区西門街9号

電話：02-2965-3061~3

開館：月曜日から日曜日まで09:00-17:00

　　 （第一月曜休館）

料金：無料

http://www.linfamily.ntpc.gov.tw

場所：新北市鴬歌区文化路200号

電話：02-8677-2727

開館：月曜日から金曜日まで09:30-17:00

      土曜日から日曜日まで09:30-18:00

     （第一月曜休館）

料金：無料（コースの費用は別途計算）

http://www.ceramics.ntpc.gov.tw

新北市守り札文化展
会期：即日より 05/17 まで
場所：定靜堂	

陶‧塑─劉興祚陶芸個展
会期：03/06 より 04/12 まで
場所：1階サンライト　ギャラリ－

台湾に大小の廟が林立しているのは、民衆が心のよりど

ころとし、神の長期に渡る加護を切に願うためで、寺院は

「平安符（守り札）」を民衆に与え祈祷させます。クリ

エイティブ産業が発展し、多くの寺院は時代の潮流に合

わせ色々なお守りをデザインし、伝統的な平安符は次第

に消えていきました。展覧会を通じて台湾のそこかしこ

に隠れていた幸運な「符」を改めて発見できる以外に、

更に重要なのはそれらを代々伝えていき、そして私達の

次世代に引き続き見守り続けることなのです。

「アニメ」は一種の国際的な画像言語であり、創造力

を核心とする表現形式です。生き生きとして面白く、活

発で自由なところが、様々な分野で利用され、芸術世界

の要素と内包を豊かにしています。府中15で開催され

る「漫世代的奇想 （マンガ世代の奇想）」特別展は、

市民の皆様のインタラクティブな参加と簡易アニメーシ

ョンの作成体験を通して、今最も熱い「アニメ」産業を

理解することによって、より多くの興味ある方々の参加

を喚起し、新北市のアニメ産業を更に一般市民の生活に

融合させ、台湾のアニメと文化創造の発展を推進させま

す。

30年にわたる様々な日用陶器と芸術陶器の製作におい

て、自然生態と生活から受けた思いが作品にきめ細かく

表現されています。展覧作品は人体花器、人像など、全

て陶土と加工土を使い、手でこねる方法で形を作るため

、土の温度と質感が直接感じられます。釉色は落ち着い

た質朴さを表現し、単純な深みのある趣の中に多層にも

変化が見られ、全体的に落ち着きとシンプルさが織りな

す美を現わしています。

中国語による作品を年齢別に募集します。黄金組（満

60歳以上）は分類、文体、字数制限なし、シニア族の

楽しい生活、高齢者同士の会食、初老の心境などを主題

にしたもの。成人組（満18歳以上、60歳未満）は、散

文、現代詩、短編小説および職場関係の作品の4種類

。青春組（18歳未満）は、短編詩および小品文。舞台

劇シナリオ組は、未発表で演出時間が60分以上のもの

。絵本組は、1000～ 2000字以内で、児童を対象とした

もの、文体および創作テーマは問わない。

なお、前回の新北市文学賞コンテストで各類別にお

いて一等を受賞した者は、同じ類別への参加はできま

せん。

公募期間：即日より 04/30 まで

新北市国定古跡林本源園邸マンガ世代の奇想

自動車 -->
国道 3号線高速道路三鴬インターチェンジ（交流道）を下りて、鴬歌方向へ進み、三鴬橋を渡って文化路公共駐

車場へ。

バス -->
台北客運バス 702、917、三鴬線先導バスに乗車するか、桃園客運バス（鴬歌方向）に乗車。

鉄道 -->
台湾鉄道の区間車に乗車して鴬歌駅にて下車。文化路出口から駅を出て、徒歩約 10分。

新北市立鴬歌陶磁博物館第 5回新北市文学賞

自動車 -->
台北市和平西路三段から、華江橋を渡って文化路を直進し、民権路を右折したらすぐ左折します。運動場

に沿って進むと到着します。

バス -->

264、307、310、701、702 に乗車し林家花園駅で下車いただくと、板橋林家花園に到着します。

MRT -->
板南線（青ライン）「府中駅」で下車し、1番出口から徒歩約8分。

自動車 -->
台北市和平西路三段から、華江橋を渡って文化路を直進し、民権路を右折したらすぐ左折します。運動場

に沿って進むと到着します。

バス -->

264、307、310、701、702 に乗車し林家花園駅で下車いただくと、板橋林家花園に到着します。

MRT -->
板南線（青ライン）「府中駅」で下車し、1番出口から徒歩約8分。

MRT -->
板南線（青ライン）より、府中駅下車。2番出口より、右後方に向かって約40 メートル徒歩。

第 5回新北市文学賞の内容の詳細は、オフィシャルサイト www.culture.ntpc.gov.tw にてチェックして下さい。

会期：03/11 より 05/31 まで
場所：府中 15 新北市アニメ物語館



八里

林澤豫監督《清明》
会期：03/01 より 03/31	まで
場所：昇平戲院			

心と心でリードの趣を体験する
場所：B1会議コーナー

光熱特別展─神灯伝奇～生命の歌
会期：03/10 より 04/23	まで
場所：巧之芸廊

バス -->
1. 台北―金瓜石：台北 MRT「忠孝復興」駅１番出口前にて基隆客運（バス）1062 系統に乗車 --> 瑞芳、九份を経

  て終点「金瓜石」にて下車

2. 基隆―金瓜石：鉄道「基隆」駅前の「基隆火車站（仁祥診所）」停留所で基隆客運（バス）の 788系統に乗車　  

  --> 瑞芳、九份を経て「金瓜石」にて下車

鉄道 -->
「台北」駅で東部幹線の宜蘭・花蓮方面行き列車に乗車 -->「瑞芳」駅にて下車 -->①平日…駅前広場向かいの頂好超 市（ス

ーパー）前で基隆客運（バス）の金瓜石行きバス（1062 系統、788系統）に乗車　②週末・祝日…新北市警察瑞芳分局脇（区

民広場）の「地政事務所前」停留所で基隆客運（バス）の 1062系統、788系統、825系統に乗車 -->「金瓜石」にて下車

バス --> 台北客運バス 702 番、桃園客運バス（三峡 -桃園）、981 三鴬線先導バス。

鉄道 -->
台湾鉄道「鴬歌站」駅で下車し、台北客運バス 917 番、桃園客運バスまたは、981 三鴬線先導バスに乗換え。

MRT  -->
1. 板南線（青ライン）「永寧駅」→台北客運バス 917、916、922。

2. 中和線（オレンジライン）「景安駅」→台北客運バス 908、921。

3. 新店線（緑ライン）「七張駅」→台北客運バス 941 。

4. 板南線（青ライン）「府中駅」→台北客運バス 910、932、940。

自動車 -->
1. 台北から：台北→羅斯福路→北新路→北宜路→新烏路→烏来。

2. 宜蘭から：宜蘭→北宜路→新烏路→烏来。

バス -->
新店客運バス： 台北市青島東路→羅斯福路→新店→屈尺→烏来バス停終点。

MRT -->
新店線「新店駅」→新店客運バス（台北 -烏来）に乗換→烏来バス停終点。

新北市客家文化園区新北市立黃金博物館

三峽
瑞芳

場所：新北市三峡区隆恩街239号

電話：02-2672-9996

開館： 月曜日から金曜日まで09:00-17:00

　　　土曜日から日曜日まで09:00-18:00

　　 （第一月曜休館）

料金：無料

http://www.hakka.ntpc.gov.tw

場所：新北市瑞芳区金光路8号

電話：02-2496-2800

開館： 月曜日から金曜日まで09:30-17:00

　　　土曜日から日曜日まで09:30-18:00

　　 （第一月曜休館）

料金：無料

http://www.gep.ntpc.gov.tw

新北市烏來泰雅民族博物館

烏來

場所：新北市烏来区烏来里烏来街12号

電話：02-2661-8162

開館： 火曜日から金曜日まで09:30-17:00

　　　土曜日から日曜日まで09:30-18:00

　　　（月曜休館）

料金：無料

http://www.atayal.ntpc.gov.tw

新北市立淡水古跡博物館

淡水

場所：淡水紅毛城：新北市淡水区中正路28 巷 1 号

　　　前清淡水関税務司官邸（リトルホワイトハウス）：

　　　新北市淡水区真理街15 号

　　　滬尾砲台：新北市淡水区中正路一段6 巷 34号

　　　公司田渓程氏屋敷：新北市淡水区新民街一段138 巷 7 号

　　　得忌利士洋行（ダグラス商会）：淡水区中正路316 号

　　　淡水芸術工房：新北市淡水区中正路298 号

　　　滬水一方レジャー芸術文化センター：新北市淡水区観海路91 号 3 階

電話：02-2623-1001#26

開館：月曜日から金曜日まで09:30-17:00、土曜日から日曜日まで9:30-18:00
　　　第一月曜日休館）※公司田渓程氏屋敷（火曜から日曜まで11:00-17:00、そ

　　　の他時間帯は予約制となります。月曜日休館）※滬水一方レジャー芸術文
　　　化センター：月曜日から金曜日まで13:00-17:00、土曜日から日曜日まで
　　　13:00-18:00

料金：無料　http://www.tshs.ntpc.gov.tw

楊維中油絵展
会期：03/07 より 06/07	まで　
場所：滬水一方芸術空間 3階

19歳で台陽美展に入選した、淡水で有名な画家の

楊維中は、創作人生はすでに半世紀を超え、70歳近

くになるも依然として精力的に絵画創作を続けていま

す。今回展示した数十枚の油絵は、滬水一方の芸術空

間のために特別に選りすぐった作品で、画壇の長青樹

である楊氏の長い芸術生活の結晶をご覧いただけるで

しょう。

物語は、清明節の日に、文雄は息子を連れ

て高齢で身体の不自由なお婆さんを車で郊外

にある先祖代々の墓参りに行きます。これも

お婆さんが 1 年で最も楽しみにしている日の

一つです。ところが、思いがけず道中交通事

故が起き、相手と激しく口論となり、墓参り

を前に苦境に追い込まれる 3 人。情勢はます

ます悪化し収拾がつかなくなります。

誤解する家族達、目の前の問題をどうやって解決するのか、またどうやっ

て互いの関係に向き合うのか……。

タイヤル族の文化では、タイヤルの一族

の人は実際的な言語の代わりに「リード」

を情報伝達に使います。つまり、本来なら

「口で言う」内容を、リードを通して愛情

を伝えるのです。ハート型のリードは、烏

来のタイヤル民族博物館が研究開発して創

りだされました。「心と心でリードの趣を

体験する」課程により、民衆に手作りのハ

ート型の口のリードを教えることで、民衆はタイ

ヤル族の口のリードの文化を知ることができたり、自分で作ったハート型の

口のリードを好きな人にプレゼントしたりもできます。

自動車 -->
国道１号から五股インターチェンジで下り、107 県道、103 県道、台 15 線で関渡大橋を
通過、竹圍・紅樹林方面に向い、淡水から中山路を走行すると紅毛城に到着します。

バス -->
淡水駅を下車して、紅 26 または、836遊園公車バスで紅毛城バス停下車すぐ。

MRT  -->
淡水駅から漁人碼頭の方向へ進むと紅毛城着。紅毛城の有料駐車場に駐車可。

客家文化の活力を体験するため、「光熱客家

」の生命の知恵を展示し、苦しみや辛さを耐え

忍び、奮闘し、必死に頑張る客家人の知恵を

伝承します。范姜氏を招請し、世界各地から

収集したたくさんの御神灯を展示し、御神灯

に隠された「夢を現実に変える」、「困難な

ことを計画にする」、「障害を好機に変える

」、「チャンスを成功に変える」の哲理を唱

え、「努力、進取、諦めない」の客家精神を

人心に根付かせます。

淡水紅毛城
自動車 -->
台 15号線：関渡大橋→台 15号線を八里方向（龍米路）へ→中華路→文昌路→博物館路→十三行博物館。

MRT -->
1. 淡水線「淡水駅」→渡し船→紅 13番バス→十三行博物館、または、渡し船→紅 22番バス、704番バス→田心

→徒歩 5分→十三行博物館。

2. 淡水線「関渡駅」→紅 13番バス→十三行博物館、または紅 22番バス→田心→徒歩 5分→十三行博物館。

新北市立十三行博物館
場所：新北市八里区博物館路200号

電話：02-2619-1313

開館：月曜日から金曜日まで09:30-18:00

　　　土曜日から日曜日まで09:30-19:00

　　　国定休日及び振替休日09:30-18:00 

料金：無料

http://www.sshm.ntpc.gov.tw

博物館員、生態保育専門家、台北芸術大学の

教師とブヌン族工芸家のバラカフが子供に環境芸

術の領域を教えます。講演、お話し、共同参加を

通して、消えた花鹿を再現させ、参加者のこの土

地に対する歴史の記憶と感情を呼び起こし、生物

の多様性と生態保育の重要性を理解させるなどし

て、八里の「永続・LOHAS・美」の生態環境を守

ります。 

観音山にハナジカ（タイワンジカ）が再び現れる
会期：即日より 04/26 まで	
場所：八里区長坑小学校、八里区大崁小学校、新北市立十三行博物館


