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カバーストーリー

「府中 15 アニメーション＆ストー
リーギャラリー」開館 4 周年記念

2016 甕藏春の梅─
カリカリ梅の手作りイベント

会期 : 即日より 04/30 まで
場所 : 淡水芸術工房
鴬歌

「府中 15」は今年（2016 年）開館 4 周年を記念して、かの有名な「ザ・フュー
チャーサーカス」に出演するのを。科学技術と芸術を結合させ、展望性や未来性
のあるウェアラブルインタラクティブデバイスとモーションキャプチャ技術を駆
使して、伝統的な舞台劇の枠組みを打ち破り、現実と虚実のはざまで幻像と表象
が錯綜する「サイエンスシアター」を繰り広げます。

会期：即日より 05/01 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／月門広場

春は梅が旬の季節、南投の水里郷ならではの胭脂梅と鴬歌の陶磁がすばらしい
味の饗宴を繰り広げます。

本体と密着させることで、様々な食品や品物を保存するのに適し、梅つぼの質感
や実用価値を大きく向上させました。

今年の梅のつぼは陶博館館長の陳春蘭氏が設計した《舞動陶》で、ヨーロッパ
の貴婦人が着るフレアスカートから外観の発想を得ました。釉薬に北宋官窯の氷
裂釉を選び、つぼの蓋に初の試みとなる安全シリコンカバーを組み合わせ、つぼ

「甕蔵春の梅」カリカリ梅手作りイベントは、今年で 15 年目を迎え、鴬歌陶磁
博物館で最も人気のあるイベントのひとつとなっています。毎日新鮮な梅を産地
直送し、漬物名人がその場でカリカリ梅の作り方を実演、指導します。陶博館で
一緒にカリカリ梅作りを楽しみませんか。

4 月 17 日、開館記念の当日には「サーカスコスプレイヤー大集合」イベントを
開催。国内のプロコスプレイヤーチームを招き、サーカスに関係したアニメのキ
ャラクターに扮したパフォーマンスが行われます。会場ではサーカスを再現した
セットを用意し、当日はマジックバルーンバブルショーや新象創作劇団によるサ
ーカス公演、アニソンパーティーなども開催されます。府中 15 と一緒にお祝いし
ませんか。
劇場での公演以外に、「府中 15」の 2 階展示会場では「ザ・フューチャーサー
カス」のバックステージ特別展とウェアラブルインタラクティブデバイスの体験
もご用意しております。

案內
カリカリ梅イベント体験課程に含まれるもの：陶缶 1 個、青梅 1 キロ、塩、
包装材料、教材および現場指導。
参加費用：599 元／甕
参加方法：本日よりイベント前日まで電話またはインターネットから予約を
受け付けています。空きがある場合当日参加も受け付けます。
電話予約：02-8677-2727#711、710

カリカリ梅イベント体験課程
イベント回数：休日一日 4 回、平日一日 3 回。
イベント回数

時間

イベント回数

時間
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

広告

第一回

09:40-10:50

第二回

11:20-12:30

第三回

14:30-15:40

第四回
（休日のみ）

16:10-17:20

見どころ
「府中 15」で今季開催されている特別展「絵心動影－ Animate 2D か
ら 3D へ」はご好評につき、4 月 24 日まで開催を延長いたします。並び
に 4 月 17 日、4 月 23 日までは「府中 15」開館 4 周年記念として、2 階
から５階までの展示会場を夜間にも開放し、観覧時間を夜 9 時まで延
長いたします。その他、ポップアップブックシアターの大人バージョ
ン（観賞は 12 歳以上に限る）「リトルプリンス」も上演。「府中 15」
で過ごす夜をぜひお見逃しなく！

府中 15

渡って文化路公共駐車場へ。

22055 新北市板橋区府中路 15 号

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。

02-2968–3600

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。

www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/news.aspx
MRT 板南線より、府中駅下車。2 号出口より、右後方に向かって約 40 メートル徒歩。

新北市国定古跡林本源園邸

博物館情報

板橋

新北市立十三行博物館

八里

新北市立黃金博物館

瑞芳

新北市坪林茶業博物館

坪林

新北市国定古跡林本源園邸
新北市板橋区西門街 9 号
02-2965-3061~3
www.linfamily.ntpc.gov.tw
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）

林本源園邸─中国庭園建築の美

2016 年新北市アーキロジーフェスティバル

場所：新北市国定古跡林本源園邸

会期：04/23 より 04/24 まで
場所：新北市市民広場

新北市立鴬歌陶磁博物館

新北市八里区博物館路 200 号
02-2619-1313
www.sshm.ntpc.gov.tw

09:30-17:00

新北市烏來泰雅民族博物館

「環境考古」をテーマに、遺跡から発掘された動植物の遺留品
を利用して古代人類の生活様式と生活環境を復元します。80 の教
育用体験ブースや原住民の生活体験エリア、芸術生活エリアなど
を設けていますので、奮ってご参加ください。

中国式庭園建築は亭、台、楼、閣、堂、屋、軒、榭、齋、陸橋、
回廊というさまざまな異なる機能と建築様式を備えています。
林本源園邸へお越しになれば、伝統的な中国の美しい景色をご
満喫いただけます。

茶経坪林─坪林茶文化特別展

2015 年度の春季、夏季、秋季に博物館に滞在したロハスクリエ
ーターたちの生活美学、映像、絵画、金工、手作りアートなどの
各種作品を集め、黄金芸術コレクションと共に合同展を開催いた
します。これまでとは異なる新しい鉱山ロハスパークをお見せし
ます。

本展示の開幕とともに、茶業博物館がオープンしま
した。その中でも「新北茶境」では新北市における各
銘茶の産地や産業の特色に重点をおいています。「坪
林找茶」（坪林でお茶を探す）では坪林のお茶産業に
焦点を当て、そこから地元の文化を浮き彫りにしまし
た。坪林の銘茶包種茶も展示され、お茶の里の魅力に
溢れています。

会期 : 即日より 04/17 まで
場所 : 坪林茶業博物館

会期：即日より 05/29 まで
場所：新北市立黃金博物館

新北市鴬歌区文化路 200 号
02-8677-2727
www.ceramics.ntpc.gov.tw
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）

新北市立十三行博物館

ゴールデンエイジ─
黄金博物館収蔵品と滞在ロハスクリエーター作品の合同展

新北市烏来区烏来里烏来街 12 号
02-2661-8162
www.atayal.ntpc.gov.tw
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）

新北市立黃金博物館
新北市瑞芳区金光路 8 号
02-2496-2800
www.gep.ntpc.gov.tw
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）

新北市客家文化園区

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。

MRT --> 新北市市民広場へは板南線（青ライン）「板橋駅」で下車し、2 番出口から徒歩約 5 分。

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。

新北市坪林区水徳里水聳淒坑 19-1 号
02-2665-6035
www.tea.ntpc.gov.tw
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）

新北市立淡水古跡博物館

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
02-2623-1001#26
www.tshs.ntpc.gov.tw
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）※淡水芸術工房：月曜～金曜 11:00-21:00。土、日曜 10:00-21:00。（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。

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 --> 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 系統に乗車 -->「金

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。

新北市三峡区隆恩街 239 号
02-2672-9996
www.hakka.ntpc.gov.tw
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（04/11 休館）

新北市坪林茶業博物館

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 -->

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。

瓜石」にて下車。

新北市立鴬歌陶磁博物館

鴬歌

新北市烏來泰雅民族博物館

烏來

新北市客家文化園区

三峽

新北市立淡水古跡博物館

「硘味鶯歌城」陶芸特別展

タイヤル族アート

ふるさとより飛び立つ─林聡明油絵個展

ぶらり淡水─麻花捲工作室合同展

鶯歌は台湾で最も古い陶器の街です。（「硘」は台
湾語で「陶器」を意味します。）本展示では産業再生
と文化観光の側面から、鶯歌の製陶の過去から現在ま
での歴史をひも解き、起源、伝承、開拓、転換といっ
た多様な文化の観光ルートを企画しております。

文字での記録が残されていないタイヤル族文化では緻
密な織物の紋様によってその歴史が伝承されてきまし
た。伝統工芸に用いられる材料は現地で採取される竹、
木、藤、麻などで、日用品が主に作られる。実用を原則
とするタイヤル族の質素な特質が表れています。

林聡氏は故郷の壮大な山と海の景色をとても愛
していました。退職後、彼は故郷へと戻り、郷土
愛を育むべく、空と海の広がる芸術の境地へと手
を伸ばしました。2016 年（民国 105 年）全国客家
日では、彼の油絵作品を出展し、大衆の自然や土
地に対する愛おしさを呼び醒まします。

川沿いの道、旧市街、丘の上の町を歩くと、ショッピングエ
リアの喧騒から離れて、淡水の満ち溢れた活力を感じることが
できます。彼らは淡水で出会い、共に創作活動を行い、淡水の
美しさを歩いて集めてまわり、華やかな現代に隠れた古き淡水
を体現しています。

会期：04/15 より 07/03 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／ 3F 特別展示室

場所：新北市烏來泰雅民族博物館

会期 : 即日より 05/01 まで
場所 : 新北市客家文化園区

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。

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。

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。

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。

バスに乗換え。

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。

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。

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

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。

2. 宜蘭から：宜蘭→北宜路→新烏路→烏来。
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

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。

淡水

会期：即日より 06/12 まで
場所：前清淡水関税務司官邸（リトルホワイトハウス）

前清淡水関税務司官邸（リトルホワイトハウス）
MRT --> MRT 淡水駅から、三重客運バスの淡海 - 板橋線、紅 26、836 のいずれかに乗車し「小
白宮」（又は「紅毛城」）で下車します。標識を頼りに階段に沿って上がってください。
自動車 --> お車でお越しの場合は、小白宮向かいの淡水中学有料駐車場又は紅毛城有料

駐車場をご利用ください。

