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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

　　　毎週金曜日は時間を延長して19:00まで公開しています。

　　 （第一月曜日休館）

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

     （第一月曜日休館）

料金：無料（コースの費用は別途計算）

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

「台湾現代化の舞台裏の英雄－林維源氏没後 110 周年」
史跡特別展
会期：05/20 より 08/09 まで
場所：定靜堂

陶芸の世界に浸る─ 60 年代イギリスのプール・ポタリー展覧会
会期：即日より 06/07 まで
場所：地下 1 階陶芸廊下

清朝末期、板橋の林家の事業は林維源氏の指揮の

下、台湾一の富豪となるまでに成長しました。また

、彼は清代において台湾籍の人々の中で最も高い官

位に就いた人物でもあり、劉銘伝氏が台湾の現代

化を推進する過程においても林維源氏が最も力を

入れており、鉄道の建設、炭鉱の開抗、台北城の

建設など、あらゆる事業全てに参与しています。

氏は、台湾を現代化へと向かわせた重要な舞台裏

の英雄だったのです。

林維源氏没後110周年に当たる今回の特別展では、文字や写真による展示のほ

か、伝統芸術家や工芸家たちの手により様々な媒材を用いて創作された、林維源

氏の生涯や史跡に関する作品も展示され、彼の台湾現代化に対する貢献を皆様に

解りやすくご紹介します。

捨てるに忍びないけれど、誰に譲れば良いのか検討も

つかず、古着、玩具、本といった沢山の生活用品が家に

眠っていませんか？是非「435小老闆市集」で出店しま

しょう。リサイクル出来る品々が再び誰かの役に立ち、

地球環境にも貢献できますよ！

当フリーマーケットでは、親子リサイクルフェア・ク

リエイティブ玩具DIYコーナー・マジカルバブルゲーム

・大道芸人によるパフォーマンスなど盛り沢山のイベン

トを予定しています！中でも、親子リサイクルフェアで

は、親御さんがお子さんとご一緒に出店し、小さな店主

になる喜びを体験させてあげましょう。ご来場になった方々の掘

り出し物となるよう、お家の中のリサイクル品を低価格でご提供ください。

イギリスの陶磁器メーカー「プール・ポタリー」は、

1960年から一般の商業用とは一味違う製品を生産してき

ました。中でも「デルフィ」シリーズのカラフルで色鮮

やかな配色と独特なデザインが醸し出す陶器は、多くの

コレクターたちに認められています。主催者であるグラ

ハム・フィンチは、特にこのシリーズを気に入っており

、60年代におけるプール・ポタリーの重要性と、デルフ

ィシリーズ作品の芸術的価値を十分に再現するために、

数年の歳月をかけてコレクションしました。

ダイヤモンドクラスグリーン建築の新北市立図書館新本

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。

住所：220 新北市板橋区貴興路 139 号

新北市国定古跡林本源園邸435 小老闆市集
( 小さな店主のフリーマーケット )

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

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 435小老闆市集の時間及び内容の詳細は、オフィシャルサイト http://www.435.culture.ntpc.gov.tw/ 
にてチェックして下さい。

会期：即日より 06/27 まで
場所：板橋 435 芸術文化特区
(220 新北市板橋区中正路 435 号 )



八里

2015 台湾国際金属工芸コンペティション
─国際金属工芸の巨匠による講演
会期：05/17
場所：新北市立図書館新総館
(220 新北市板橋区貴興路 139 号 )

心と心でリードの趣を体験する
場所：B1 会議コーナー

「原之境」新自然主義─ 2015 陳原成創作個展
会期：05/01 より 07/05 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
　--> 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

　　 （第一月曜日休館）

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

　　 （第一月曜日休館）

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

　　　（月曜日休館）

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

滬尾砲台：新北市淡水区中正路一段6巷34号

清朝期淡水税関埠頭 新北市淡水区中正路259号

淡水芸術工房：新北市淡水区中正路298号

得忌利士洋行（ダグラス洋行）：淡水区中正路316号

公司田渓程氏古民家：新北市淡水区新民街一段138巷 7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

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

電話：02-2623-1001#26

開館：

月曜～金曜09:30-17:00、土、日曜09:30-18:00（毎月最初の月曜日休館）※公司田渓
程氏古民家：火、日曜日11：00～ 17：00。その他の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～金曜13：00-17：00。土、日
曜13：00-18：00。（毎月最初の月曜日休館）※紅毛城と清朝期淡水税関埠頭の夏4～
10月のあいだは庭園が20：00までに延長。

料金：無料　http://www.tshs.ntpc.gov.tw

石刻を楽しむ――石刻獅子の文物特別展
会期：即日より
場所：得忌利士洋行（ダグラス洋行）

展示される数十基の石刻の獅子は年代によって、彫刻ライ

ンや表情が異なり、厳ついもの、優しそうで可愛いもの、繊

細で華やかなもの、古風で飾り気のないものであったりとさ

まざまです。皆さんも是非石刻獅子をご覧になったり触った

りして幸運を呼び寄せ、古代の職人が芸術を通して伝えたか

った人々の幸せへの理想世界を感じてください。

新北市立黄金博物館にて、「2015 台湾国際

金属工芸コンペティション─国際金属工芸の巨

匠による講演」を開催します。今回は金属細工

の巨匠―マリアン・ホスキング氏とケルビン・

J・バーク氏を招請し、彼らのその独特な創作

過程とお考元をシェアします。予約制イベン

ト参加のお申し込み期間は 04/27 より、黄金

博物館のホームページのりンクを通してお申

し込みください。また、お申し込み結果は 5/14 に発表いたします。人

数に限りがございます。金属工芸にご興味のある方は奮ってご参加く

ださい。

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号線から五股インターチェンジで下り、107 号県道、台 15 号線で関渡大橋を通過、竹圍 ‧ 紅
樹林方向に向いて、淡水の中山路を直行すると紅毛城に到着します。紅毛城の有料駐車場に駐
車可。

バス -->
淡水駅バス停で下車してから、紅 26号線、836号線（週末のみ）のバスに乗車し紅毛城で下車。

MRT  -->
MRT淡水信義線の淡水駅で下車してから、紅 26号線、836 号線（週末のみ）のバスに乗車し紅毛城
で下車。

「原之境」新自然主義とは、作者が自

身のスタイルと絵画言語を模索して発展

させた創作です。油絵、アクリル絵具と

自然界の物などの素材を使い、キャンバ

スの上に非形象的で抽象的な芸術を自

由に表現し、インナーワールドの情緒

や外在する自然の形を、まるでタイム

スリップするかのように、カラフルな

色でリズミカルな点、線、面を描くことで森羅万象や大

自然の生命力への驚きと探索を表しています。

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

十三行博物館では5月18日の「世界博物館の日」に、

大坌坑文明の「縄紋陶」をモチーフにした「考古真縄

器」シリーズのイベントを実施します。古代遺産を通

して、前人の「生きる知恵」が見られるでしょう。こ

のイベントではステージクリア系ゲーム「縄鬼奇兵」

や、DIY体験「縄乎奇技」があり、ゲームや手作り体験

することによって、縄を使って事柄を記録したり、石

器を縛ったり、環境に優しい藁や月桃の茎から縄を作

ったりするなど、「縄紋陶文明人」になりきって楽し

んでいただけます。

518 国際博物館の日─考古真縄器
会期：05/16 より 05/18 まで
場所：日光広場


