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   新北市ニューアート新北市博物館と芸術文化情報

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

第 2回新北市陶芸賞
会期：即日より 06/21 まで
場所：3 階特別展示室

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。

「2015新北市客家桐花祭」が4/11から 5/3にかけ

て新北市で華やかに開催されます。

メインイベントは4月 25、26日に土城区南天母広

場で催され、イベント会場では地元の学校や芸術文化

団体、客家サークルによる素晴らしいショーが見ら

れるほか、桐の花ペイント、桐の花DIY、桐の花マー

ケットなど、各種様々な楽しい催しが用意されてい

ます。また地元の商店とタイアップして桐の花数量限定商品やお

得なサービスも提供されます。市民の皆さん、ぜひお出かけになって美しい

花と楽しい遊びをご満喫ください！

第2 回新北市陶芸賞に「陶芸貢献賞」と「陶芸イノベ

ーション賞」を設けました。「陶芸貢献賞」受賞者の王

修功氏は台湾の著名な陶芸家で、「下絵付け」という独

創的な技法で台湾の陶磁器における歴史に新たなページ

を開きました。およそ60 年間陶芸に携わった王氏は、

陶芸界に多くの貢献をされました。「イノベーション賞

」は創作組と実用組に分かれ、創作陶芸と実用陶芸に発

表の舞台が与えられました。それら作品からは創作者の

技法或いは造形の表現にかかわらず、当代陶芸の豊かな

エネルギーとアイデアが見て取れます。

新北市立図書館新本館が近日中にお目見えします。ダイ

ヤモンドクラスグリーン建築の図書館となる当館には、ア

ジア初の自動図書予約・受け取り機が華々しく登場、公共

図書館で初の試みとなる24時間サービスも実施されます。

館内は全てユニバーサルデザインの原則に適合した、誰も

がスムーズに利用できるデザインとなっており、世界の窓

ゆっくり読書コーナーや、豊富で充実した定期刊行物、新

北記憶センターといった新機軸のサービスを体験すること

ができます。

場所：板橋区

新北市国定古跡林本源園邸2015 新北市客家桐花祭

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、851、917、981 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新北市立図書館新総館近日
中にオープン

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。

新総館に関する詳しいご紹介はこちらのサイトをご覧ください：http://tinyurl.com/lxhdaz7 2015 新北市客家桐花祭の時間及び内容の詳細は、オフィシャルサイト http://tung.hakka.gov.tw にてチェック

して下さい。

会期：04/11 より 05/03 まで
場所：新北市各区



八里

第 37回金穂賞ノミネート及び助成金獲得短編作品の巡回映画展
会期：04/01 より 04/31 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

樸実璞石‧精彩石客─林仁德の美石創作展
会期：即日より 04/20 まで
場所：芸靚坊

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

　　 （04/13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

清時代の海防─水軍と戦船特別展
会期：即日より 07/31 まで
場所：淡水海関埠頭 B 棟倉庫

陸戦で勃興した清朝。水軍は清朝前期には決して強くは

なかったが、どのように北は遼東半島から南は海南島に至

るこの１万8千数キロメートルもの海岸線の海防を強固に

することができたのか。その水軍と戦船はまたどのように

発展したのか。

淡江大学海事博物館及び歴史学部にて緻密に行われるこ

の特別展は、来場者にとって清朝の海防戦術を探るよい機会となるでしょう。

創設されて 30 年目を迎える金穂賞は、国内の映画創作

気風を奮い立たせてきただけでなく、世界的にも有名な

アン・リー監督、蔡明亮、柯一正などのような傑出した

シネアストを多く育成してきました。本年度の国内最優

秀短編作品が集結し、「金穂賞」は国内映画界の関心度

を示すコンテストとしてだけではなく、これら優秀な作

品にとって格好のアピールの場にもなっています。

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。

花蓮で生まれ、石遊びをして育った子供が、石芸術の

特色を地方文化の風情に溶け込ませました。美石と美食

、美しい出来事と美しい詩を結び付け、巧みなアイデア

を発揮して、客家人のよく働きつつましく且つ質素な民

族性を現わし、平凡な石を用いて類まれな芸術品を創作

します。璞石樸実、美石美食、すばらしい時の客人（素

晴らしいとき）、すばらしい石刻をあなたと分かち合い

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

2015年新北市考古生活祭は「動物」をテー

マとし、考古遺跡から出土した動物の骨など

から古代人類の生活環境と生活様式に触れ、

生物の多様性を知るとともに環境教育を発展

させます。国外博物館見学コーナー、狩猟大

冒険コーナー、環境芸術展示コーナーと美食

コーナーなど7大テーマと80もの学習サー

ビス・ステーションを通じて、皆様に人類の

動物と環境との関係を探求し、発見していただくことができます。

2015 新北市考古生活祭
会期：04/25 より 04/26 まで
場所：新北市立十三行博物館 陽光廣場


