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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

6 エディターの選

新荘响仁和．太鼓文化展

これは「2016新北市国際太鼓祭り」の「太鼓文化特別展示会」で、6月3日から

6月 22日まで「新荘響仁和・太鼓文化展」が新荘文化芸術センターの芸術ホール

で開かれます。

新荘太鼓は新北市の重要無形文化財です。太鼓作りを広めるために、生き生き

とした来場者参加型の展示方式を通して、太鼓文化を地方まで深く浸透させて、

多くの人に地元の貴重な文化財を知ってもらい、太鼓芸能の豊かさと面白さを感

じ、新荘太鼓を未来に伝えてほしいという願いが込められています。

今年の特別展では太鼓の制作過程と紹介が完全なかたちで現されているほか、

王錫坤氏の長年のコレクションも見もの。さらには教育機関とも連携し、新荘高

校美術科の生徒に「新荘印象」を描いてもらい、そして、今年も輔仁大学芸術文

化センターによる「歴史と文化の街新荘を遊べ─コラボレーションショー」が行

われ、「中国式ジャズドラム」を展示し、ジャズドラムのカリスマ・黄瑞豊先生

による開幕式の演奏もあります。

芸術に興味のある人は、新北で「伝統文化による新たな感動」を体験しよう！

マルチオルゴール作り体験－音を最新技術と融合させ、「太鼓の音」

をメインに手作りしたオルゴールの音が体験できます。

生活に太鼓を、元気太鼓手作り体験─新荘太鼓をもっと楽しみ、知

ってもらおうと子供向けに「手作り太鼓 DIY」も行われます。今回は

可愛くて実用的なオリジナルの「新北元気太鼓」を作って持って帰る

ことができます。グループでの来場には「ガイド予約」がお勧めです。

見どころ

6月の注目

会期：06/09 より 06/11 まで
場所：新北市微風運河

会期：06/03 より 06/22 まで
場所：新荘文化芸術センター／芸術ホール新北市議長杯第六回

ドラゴンボート選手権大会

新北市議会、新北市体育総会が主催する「新北市議長杯第六回ドラゴンボ

ート選手権大会」が 6 月 9 日から 6 月 11 日まで、国際ボートレース場の微風

運河で行わます。今年も例年通り 200 万という巨額の賞金を用意し、全国各

地の名手を引き寄せ、100 チームが優勝カップを狙います。

年に一度のドラゴンボートレース以外にも、「折り紙で粽を作って端午の

節句を迎えよう」、「雷峰塔に挑戦」などが行われる「新北端午の節句を祝う」

カーニバル、及び 06/09、06/10 の夜 7 時からはお年寄りから若者までが楽し

める音楽の宴 ｢ 仲夏の夜のフォークソング ｣ が開かれます。

試合に熱狂するもよし、賑やかなカーニバルを楽しむもよし。端午節は是

非家族や友達と新北・微風運河へ！

期間中は、新北市内の大道芸人や民間のアマチュア芸能サークルなどがイ

ベントを盛り上げます。子どもたちのダンスチームや大人のラインダンス、

国際色も豊かなインド舞踊やアメリカ式ベリーダンスなど、さらには様々な

バンドやサックス、中国文化を代表する柳琴、ミュージックソー、胡弓、フ

ルートの演奏、手品や親子ダンスなども楽しめます。

★主催者側が最終的に通知した内容に準じます。

イベント内容 06/09（木） 06/10（金） 06/11（土）

新北市議長杯第六回ドラゴ
ンボート選手権大会 08:00-16:00 --- 09:00-16:00

仲夏の夜のフォークソング 19:00-21:00 ---

新北端午節カーニバル 10:00-21:00 10:00-18:00

｢新北市議長杯第六回ドラゴンボート選手権大会｣スケジュール

MRT --> 中和新蘆線→蘆洲駅下車。無料の送迎シャトルバスあり。MRT蘆洲駅 3号出口から出発しま
すのでどうぞご利用ください。

MRT -->中和新蘆線→新莊駅下車。1号出口で257に乗り換え、「新荘プール駅」で下車。公西ー板橋（786）、
五股ー台北（783）に乗り換え、「新泰プール駅」で下車。



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

林本源園邸─中国庭園建築の美
場所：新北市国定古跡林本源園邸

コーヒーの一滴一滴特別展
会期：即日より 12/11 まで
場所：新北市立十三行博物館

「2016 ロハスクリエイターを探して」秋の作品募集
会期：即日より 07/22 まで
場所：新北市立黃金博物館

陸羽の謎─地層の下の茶空間展
会期：即日より 10/10 まで
場所：新北市坪林茶業博物館／地下室展示館

何がおかしい？─陶磁器妖怪特別展 
会期：06/03 より 10/23 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／三鴬芸術村展示廳

タイヤル族アート
場所：新北市烏來泰雅民族博物館

纏華の境─中華纏花芸術発展協会合同展
会期：即日より 06/26 まで
場所：新北市客家文化園區／藝靚坊

市定古跡淡水街長多田栄吉旧居
会期：即日より
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

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。

思いがけず「何がおかしい王国」の奇妙な世界に入り

込んでしまった冒険好きの小壺ちゃん、そこで多くの不

思議で可愛い、陶磁器のおばけさんたちと出会います。

おばけさんたちはみんな個性的で、小さなおばけさんた

ちのユニークな魅力を小壺と一緒に体験してください！

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。

中華纏花芸術発展協会は通年、纏花の教学と推進に注力して

います。客家の纏花と閩南の春仔花は類似しており、どちらも

紙型に糸を繊細に巻き付ける手工芸です。今回の合同展では、

ご来場の皆様に纏花の繊細さと美しさをご理解いただけること

を願っております。

淡水地区にわずかに残存する、歴史的価値のある日本統治時代

の建築物が、修復作業を終え、現在すでに一般公開されています。

歴史や建物についての展示説明が提供されており、日本家屋にお

ける当時の生活の様子を感じていただけるようになっています。

淡水の歴史を振り返る旅にぜひお越しください。

ベートーベンはいつも、60 粒の豆をしっかり数え

て、挽いて、コーヒーを淹れてから 1 日の作曲作業を

開始していたそうです。コーヒーには一体どのような

神秘的な魅力が隠されているのでしょうか？本特別展

では、人類史上のコーヒーにまつわる豊富な文化交流

を展示。コーヒーに秘められた魔法のような魅力をよ

り深く理解していただけます。

本日より7月22日まで、秋季の申し込

みを受け付けております。クリエイター

の創作タイプは問いませんが、人々とイ

ンタラクティブに活動できる方が優先さ

れます。興味のある方は、新北市立黄金博物館公式サイト

の「最新消息」にてご確認ください。

11組の巧みな技を持つクリエイターたちがジャン

ルを越えて手を携え、お茶をテーマとした様々な特色

ある空間を展示しています。さらに、休日には不定期

でクリエイターや茶芸館のオーナーと見学者とのお茶

を味わいながらのトークイベントも開催されます。お

茶を楽しむ文化へと皆様をいざない、豊かなお茶の里

の風情を味わっていただくことができます。

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。


