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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

5 エディターの選

アプリを手に、
鉱山知識といつでも一緒

スマートフォンの普及に伴い、新北市立黄金博物館にも専用アプリがお目見え

しました。これがあれば、いつでもすぐに黄金博物館の最新情報を手に入れるこ

とができる。外国人観光客にも対応し、繁体中国語、簡体中国語、英語、日本語、

韓国語に切り替えが可能。金や鉱業、文化や自然、歴史などについて知ることが

できます。

まずアプリをダウンロードし、インストールします。リストから興味のある展

示項目を探し出し、再度黄金博物館にアクセスすると、参観前に概要情報を理解

することができ、実際に参観する時、博物館の実際の内包をより深く理解するこ

とができます。時間や空間による制限を全く受けることなく、アプリ内の図や音

声関連データにより、金瓜石地区特有の鉱山知識を得ることができます。金瓜石

鉱山の深い理解に不可欠なツールです。

黄金博物館アプリトップページを開き、「音声ガイド」をクリック

し、お好みのアリーナを選択します。上から 1 つ目のアイコンをクリ

ックすると文字・音声紹介に進みます。上かの 2 つ目のアイコンをク

リックすると、アリーナの写真が表示されます。

「黄金博物館アプリ」の音声ガイド操作：

さらに今回の展覧会では、唐代から2016年の坪林にタイムスリップしてき

たお茶のことなら何でも知っている「茶聖」・陸羽が、来場者を地下の試

飲室で楽しませてくれるというユニークなイベントもあります。隠された

謎を解きながら、みんなで「お茶を尋ねる冒険の旅」が楽しめますよ。

見どころ

5月の注目

会期：即日起より 10/10 まで
場所：新北市坪林茶業博物館／地下室展示館

場所：新北市立黃金博物館 

陸羽の謎─地層の下の茶空間展

これは伝統を覆す展示です。台湾茶文化を広めることに全力を注ぐ食養山

房のオーナー・林炳輝氏は、2015 年ミラノ世界博覧会に参加した「台湾館テ

イクアウト計画」の optogo 隊、及び実践大学建築設計学部の学生たちなど 11

組の参加者が、地元坪林のお茶農家やお茶屋と協力し、それぞれの理念に合

わせて選んだお茶を使って、世界でここにしかない茶席を実現。「茶空間」

のを感しながら、お茶はいかがきます。

参観される皆様にお茶空間でより多くのインタラクティブ体験をしていた

だけるよう、特別展示期間中の休日に、不定期で創作者や茶園オーナーとお

茶を楽しみながらの対談をアレンジいたします。創作者や茶農家の手から差

し出されるあたたかい一杯のお茶から、彼らのお茶文化への情熱、熱意が伝

わってくることでしょう。また、濃厚なお茶の里の人情を感じていただくこ

とができます。

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。

瑞芳

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 --> 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
瓜石」にて下車。

1.Google Play、App Store などのアプリストアで「黄金

博物館」または「Gold Museum」と入力し、「新北市立黄

金博物館」を選んでインストール。

2.このページの QR Codeを読み取り、ダウンロードページ

にアクセス。機種に合わせてインストール。

「黄金博物館アプリ」ダウンロード、インストール

「黄金博物館アプリ」がインス

トールできたら、実際に黄金博物

館へ行ってみよう。各種イベント

の QR-Code を読み取るか、または

コードを入力、または NFC を起動

して、マークのそばに近づけると

案内が始まる。

黄金博物館でもアプリを楽しもう：
坪林



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

新北市立淡水古跡博物館新北市烏來泰雅民族博物館新北市立鴬歌陶磁博物館

新北市立十三行博物館新北市国定古跡林本源園邸

烏來

板橋

「伝統的な花布‧新たな創意」体験を楽しもう
会期：05/21、05/22、05/28、05/29（計 4 場次，每場次 14:00-15:00）
場所：新北市国定古跡林本源園邸／定靜堂

518 国際博物館の日─先史時代のスゴい農民
会期：05/14、05/15、05/18
場所：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
会期：即日より 05/29 まで
場所：新北市立黃金博物館

新北市坪林茶業博物館─台湾茶文化を知るならココ！
会期：即日起より 10/10 まで
場所：新北市坪林茶業博物館

恆線‧＿＿の上と下─蔡瑩臻陶芸展 
会期：即日起より 05/29 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／ 1 階陽光特展室

タイヤル族アート
場所：新北市烏來泰雅民族博物館

遥か彼方の太鼓の音─鍾明盛「千里を行く」写真展
会期：05/07 より 07/15 まで
場所：新北市客家文化園區

「台湾世界遺産有力候補地の美」の発見─美術展作品募集
作品受付期間：06/15 より 07/15 まで
作品送付場所：新北市立淡水古蹟博物館

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 --> 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
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。

三峽

瑞芳

国定古跡である林源園邸のボランティアガイドが台湾

花布を利用して柿柿如意（柿柿とは事々と同じ）のスト

ラップや、発財豆（金持ちになる豆）、福気円満（幸福

円満）マカロンなどのアイデア溢れるアクセサリーを作

ります。2016年に開催される定期DIYイベントでは古跡

観賞だけでなく、自分で作るハンドクラフトにも挑戦で

きますよ！

恒線とは二つの世界に分けることの象徴です。陶

芸家の蔡瑩臻氏は、線の上と下には無限に広がる空

間があると考え、ガラスや植栽などいろんな媒材と

を結びつけた陶芸作品を通して、夢と現実を共存さ

せ、。絶え間なく夢を追い続けるライフサイクルを

表現します。

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。

新北市深坑小学校校長の鍾明盛氏は若い頃からカメラに親し

み、長年にわたって経験を重ねてきました。インド旅行で撮影し

た500枚を超える写真の中から33枚を厳選し、レンズが物語る

というスタイルで神秘の国インドのベールをめくります。

台湾にある18か所の世界遺産有力候補の美しさを皆に

広く知ってもらい、この土地が持つ文化と自然資源への理

解を深めましょう。また、このかけがえのない財產が持つ

様々な顔を、絵筆を手に取り描き残しましょう！募集は小

学生部門から社会人部門までに分かれており、応募作品は

絵画、油絵、水彩画の部門があります。

「博物館と文化景観」というテーマのもと、「先史時代の

スゴい農民」をもって数千年前の先人たちが残した農業風景

に結びつけます。パイワン族のアワ栽培の専門家を招いてア

ワを使ったストラップ作りを教えていただきます。「農耕の

達人」イベントをクリアすれば、あなたも「先史時代のスゴ

い農民」になれますよ！

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。

坪林区の北勢溪のほとりに位置する、福建省南部・

安溪風の家に似せた四合院造りの建物。館内には展

示や体験コーナー、茶芸教室などがあり、定期的に

お茶をテーマとした特別展も行っている。台湾の茶

産業と世界のお茶文化を知ることができます。

坪林

MRT --> MRT淡水信義線の淡水駅、紅 26番線、836 番線のバスに乗車、各古跡スポットの
バス停で下車。

北門―淡大線（756 番線）、樹林―淡海線（880 番線）の淡水駅で下車、紅 26 番線、836

番線のバスに乗車、各古跡スポットのバス停で下車。

新北市立淡水古蹟博物館

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。

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）

新北市立鴬歌陶磁博物館
 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
 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
 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
 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（第一月曜日休館）

新北市坪林茶業博物館
 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。

博物館情報

淡水

八里

鴬歌

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。

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。

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。


