
広告広告広告

日文版

20

16

1
   新北市ニューアート新北市博物館と芸術文化情報

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：即日より至 04/25 まで
場所：新北市立十三行博物館

八里場所：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

林園の不老の秘密を紐解く─古跡修復教育展 
会期 : 即日より 02/28 まで
場所 : 林本源園邸

イメージング ザ ブルー アンド ホワイト─新世紀の衝撃
会期 : 即日より 03/27 まで
場所 : 新北市立鴬歌陶磁博物館 3F 特別展示室

林本源園邸内の林家花園が百年もの歳月を経るこ

とができた秘密は、古蹟修復の伝統技術にありま

す。前回の修復工事から14年後の昨年、林園は再

度園内を封鎖し、補修を行いました。観光客に古

跡修復について理解してもらうため、今回林本源

園邸で特別に本展覧会が企画され、前2回の修復

工事を記録した未公開の古い写真、設計図、剪黏

（多く廟の屋根飾りなどに用いられる技法）、上

絵、泥塑、建築の木構材等の貴重な文物を展示し、古跡修復の真髄を再現

しています。

18世紀初頭、東洋の陶磁器を愛したザクセン選帝侯アウ

グスト2世が錬金術師に白磁製造の秘密を解かせたことか

ら、西洋の陶磁器は急速な発展を遂げました。世界におけ

る陶磁器文化発展の秩序が覆され、東西文明の栄枯盛衰を

も牽引しました。100年の時が経った後も人々はその陶磁器

の華麗で失われることのない優雅なスタイルに感服し続け

ています。本展はグローバルな視点から、中國の元代に始

まる伝統的な陶磁器の美を観賞し、またその伝播のプロセ

スに従って文化的デザインと工芸の美の変遷を探っていき

ます。

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

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。

晴れの国・神話の故郷－
日本宮崎県立西都原考古博物館の
収蔵資料品展

豊かな自然に恵まれた宮崎県は多くの神話と伝説の

発祥の地でもあります。また当地の考古学遺跡の中で

最も特徴的なものが、他では類がない数多くの古墳で、

その中には天皇の祖先に関係のあるものも含まれてい

ます。古墳の大きさは死者の生前の権力の強さを表し

ており、副葬品として埋蔵された甲冑、馬具、農工具、

銅鏡なども、権力の象徴あるいはそれぞれ寓意的な意

味を持つものと考えられています。日本の文明に興味

のある旅行者には一見の価値があります。

会期 :01/13 より 03/13 まで
場所：新北市立十三行博物館／第二特別展示室



求めれば必ず願いが叶う─金瓜石地区の民間信仰展
会期 : 即日より 02/22 まで
場所 : 新北市立黃金博物館

言葉にできない美しさ－張膺康柴焼個展
会期 : 即日より 02/17 まで
場所 : 新北市客家文化園区

茶経坪林—坪林茶文化特別展
会期：即日より 04/17 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：月曜日から木曜日まで09:00-17:00、

　　　金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10:30-17:00。土、日曜
10:30-18:00。（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

淡水ウッドクラフト─
心温まるハンドメイド・素敵なライフスタイル
会期：即日より 02/29 まで
場所：清朝期淡水税関埠頭

本イベントは淡水コミュニティカレッジ・ウッドクラフト

コース指導教諭の李進清氏を招き、淡水海関ハーバーにて教

諭と学生の合同展示を行います。素晴らしいウッドクラフト

および漆器の様々な展示を通して、ハンドメイドの美と職人

の驚くべき見事な技を伝えます。

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

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。

MRT  -->
MRT淡水駅下車後、紅 26 または 836遊園バスに乗り換え、「紅毛城駅」で下車。
道路を渡り、堤防へ徒歩約 30m で到着。

自動車 -->
紅毛城の有料駐車場に駐車可。

柴焼の陶芸作品はどれも千変万化で人を

引き付ける美しさがあり、このような美は

千年の時空を越えてもまだ新しさを感じさ

せます。一種の自然で強烈、かつ永久不

変の美を源とし、作者の心の中では「究

極の美」でもあります。陶芸家の張膺康

氏は柴焼創作にかけた長年の経験を、花

器、茶器などの各種の器に表現し、観賞

者や使用者と互いに分かち合い、生活美学を高めます。

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。

清朝期淡水税関埠頭

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。

心と心でリードの趣を体験する
場所：B1会議コーナー

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

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。


