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即日起 /

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

徳芸陶 -ドイツ陶磁器特別展
会期：即日より 12/13 まで
場所：一階サンライトギャラリ

会期 : 即日より 11/15 まで
場所 : 日光広場

古色蒼然とした林本源園邸を訪れると、精緻な設計が施された

中国式園林建築に加えて、自然景観を模した築山や小さな橋や

流れる水といった美しい景色が目の前に広がります。園内には

時節に応じて咲く花や実が生る植物が植えられており、四季の

変化に富んだ風情により、林家花園の素朴な情緒に美感を添え

ています。秋に入ると、園内に植えられた楓が徐々に紅くなり

、二種類の香木が静かに清らかな香りを放ちます。林本源園邸

では市民の皆様のご来訪を心よりお待ちいたしております。詩

に描かれているような秋の雰囲気をご体験ください。

ドイツの陶磁器工芸は、ヨーロッパ陶器の発展の歴

史において、極めて重要な位置を占めています。2年

前、陶磁器博物館はドイツ二大連邦州のバイエルンと

バーデンヴュルテンベルクのカ—ルスル—エ市で台湾陶

磁器芸術を展示し、そして今年はドイツの名窯であ

るローゼンタール（Rosenthal）から20世紀に製作さ

れた作品とドイツ現代陶芸家による創作品計60点を

お借りしました。これらの作品はドイツ文化の厳格さ、素朴さを保

ちながらも、伝統を打ち破り、革新的な道を果敢に歩もうとする陶

芸家の勇気が表れています。

「2015美を遊ぶアートフェスティバル」は多様な

イベントが用意されています。初めて新北市の20

の行政区を跨ぎ、片田舎にある学校と特色ある町

村に深く入り込み、数千人の民衆が集って参加し

ます。アートフェスティバルの「動態展示・パフ

ォーマンス」は、特定の聴衆と異なったテーマに

応えたコンサートをもって生活に幸福と活力を注

ぎます。一方、「創意マーケット」が2週末連続

で、十三行博物館の太陽の日差し溢れる芝生にて賑やかに開幕され、新北市各

エリアの特色ある農産物を販売し、土地の人文や風情を伝えます。また、市民

の美学意識を形成する「美を遊ぶ体験イベント」も開催されます。皆様ぜひ一

緒に美を「遊んで」ください。

新北市国定古跡林本源園邸

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2015 美を遊ぶアートフェスティバル

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。

板橋 鴬歌

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：09:30-17:00

料金：無料

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

南太平洋は太陽の光、砂浜、海というロマンチック

なイメージに溢れていますが、実際は小さな島々が点

在しているため、自然資源は相対的に少なくなってい

ます。現地の人々は海に頼ると同時に、充分に海洋資

源を利用して様々な生活必需品を製作しています。日

本文化学者の岩佐嘉親氏は40数年来南太平洋の7つ

の島国を旅し、豊富な現地の文物を収蔵し、大量の

映像を残しました。今回、十三行博物館に100点近

い文物を展示します。是非、岩佐嘉親氏と一緒に旅

して、独特な風情をもつ南太平洋文化に触れてみて

ください。

旅行－記憶─岩佐嘉親氏、南太平洋文物特別展に寄贈
会期：2015/11/06 より 2016/04/25 まで
場所：新北市立十三行博物館

八里

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。



求めれば願いは必ず叶う—金瓜石地区の民間信仰展
会期：即日より 2016/02/22 まで
場所：新北市立黃金博物館

永遠なる誕生─米路 . 哈勇の命の旅路
会期：即日より 11/29 まで
場所：新北市烏來泰雅民族博物館

記憶を作る現代の顔－洪瓊瑩凱旋点画創作展
会期：11/07 より 12/22 まで
場所：新北市客家文化園区芸靚坊

茶経坪林—坪林茶文化特別展
会期：即日より 12/15 まで
場所：坪林茶業博物館

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 新北市坪林茶業博物館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：新北市坪林区水徳里水聳淒坑19-1号

電話：02-2665-6035

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、定休日09:00-18:00

　　　旧暦大晦日と元日毎月第一月曜休館

　　　（休日に当たった場合は順延し、翌日が休館となります）

料金：無料

http://www.tea.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：火曜～日曜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

幸福の味－愛－特別展
会期：即日より 2016/10/30 まで
場所：紅毛城

紅毛城はかつて英国領事館であり、当時僑民が婚姻登録

を行なう場所でした。本特別展では紅毛城が英国領事館だ

った時代から現在に至るまでの、淡水でかつて起こった、

そして現在起こっている、また、今後起こるであろう幸せ

の物語を再現します。市民の皆様、幸せを味わいに淡水

へお越しください。

金瓜石において、宗教信仰と人々の日常生活の関

係は密接で切り離せないものです。本展示会では、

宗教施設、宗教式典、民間宗教がどのように現地の

鉱業発展に影響を及ぼしたかなどといった、金瓜石

山集落における民間信仰の発展状況に触れていただ

きます。展示内容は、廟の籤詩、文史作業者の各廟

への記録など、様々です。映像、手書き地図、古い

写真や現地芸術家の絵画など、多元的な展示手法に

より、金瓜石の民衆信仰の豊かな一面が示されます

米路．哈勇（Miru Hayung）氏は、全身全

霊を芸術創作に捧げるため、安定した仕事

を捨てました。タイヤル族出身である彼の

米路（Miru）という名は、タイヤル族の言

葉で書く、描くという意味があり、また、

アーティストとしての自分への期待をも表

しています。彼は、分割、画面の再編、色

の微妙な扱いを得意とし、自然の無限の変

化を描き、人と人の繊細な感情を解き表します。本展覧会のコンセプトは、

アーティストの生活の出来事に対する観察から生まれました。その中に含ま

れる文化の知恵を知り、また、作画の過程から、文化は実践し続けて初めて

絶えることなく生まれるのだということを体感したのです。

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号線のバスに乗車し紅毛城で下車。

毎日起こる多くの出来事の中で、ほんの小さな出

来事が、将来波乱万丈をもたらすバタフライ効果を

引き起こすかどうか誰が知るでしょうか。洪瓊瑩は

ハイテク産業界での仕事経験と長年中国画を学んで

きたことから、様々な化学原料を中国画の二酸化チ

タンなどの媒材と組み合わせ、点描でまばらな記憶

を描き出し、それぞれの個体の存在について考えを

思い巡らせ、生命への最もすばらしい意味を表して

います。

坪林の丘陵をなす地形と雨の多い気候はお茶

の生育に最も適しています。代々受け継がれ

た製茶技術で、お茶のよい香りがいつも漂っ

ています。

2015 年、坪林茶業博物館にて「茶経坪林 -坪

林茶文化特別展」が開催されるのにあわせ、

全館がリニューアルオープンします。その中

でも「新北茶境」展示エリアでは新たに新北

市の有名な各お茶どころと茶業の特色ある多様な茶文化を展示します。「坪

林找茶」展示エリアでは坪林の茶産業に焦点を当て、当地の人文、風土と人

情を描き出します。坪林で最も有名なお茶である包種茶も会場に展示され、

市民の皆様に一度にお茶の郷―非常に魅力的な坪林を感じていただきます。

淡水紅毛城

坪林

自動車 -->
新店または宜蘭から省道台 9号線を通り、北宜線または国道 5号に入ると到着します。景美からは
106 線で木柵、深坑、石碇 106 乙線道を通り、闊瀨から坪林行きの産業道路に入れば到着します。

MRT -->
新店駅で下車し、923 または緑 12 の新店客運バスに乗り換えて坪林観光センター（坪林中学）駅で
下車、徒歩約 5 分で到着します。


