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エディターの選

勇気こそ君の超能力

8 月の注目

2016 新北市子供芸術祭─
童話の城

幸せ十年、林園に集う

2016 霞海月下老人さま、
ようこそ新北市へ

会期：07/30 より 08/07 まで
場所：新北市政府市民広場

会期：08/02 より 08/31 まで
場所：新北市国定古跡林本源園邸

国定古跡・林本源園邸と台北霞海
城隍廟が共同で「霞海月下老人さま、
ようこそ新北市へ」を開催します。
旧暦七夕の雰囲気で溢れる本年 8 月、
人気の伝統民俗体験イベントのほ
か、「愛情キーワード書道」や「デ
ザートラリー」など、さまざまなテ
ーマに沿ったイベントがあり、カッ
プルでご参加いただければ、愛情も
長続きしますよ。

見どころ
愛情キーワード書道

実施されるイベントのひとつに伝統民俗「偷挽蔥嫁好尪（こっそりと葱を
引き抜くとよい夫に嫁ぐ）」があります。台湾には「こっそりと葱を引き抜
くとよい夫に嫁げ、こっそりと芋を掘るとよい妻を娶れる」という言い伝え
があり、未婚の女性が夜にこっそりと葱を引き抜くとよい夫に嫁げると信じ
られてきました。未婚のカップルは思い出にぜひ「挽葱之夜（葱を引き抜く
夜）」に参加してみてください。そのほかにも「神迎参拝神事」が催され、
台北霞海城隍廟の五柱の神様を特別に林本源園邸にお招き
し、訪れた方々は幸せを祈願していただけます。さらにと
っておきのイベント「懐かしの結婚風習体験」では、「鳳
冠霞披」や「長袍馬褂」などの伝統的な婚礼衣装を身
に着けて、月下老人さまの仲立ちのもと、伝統衣
装を身にまとい花嫁の輿に乗って、ロマンチック
な伝統的結婚式をご体験いただけます。七夕に
は、一味違ったバレンタインデーを体験してみて
ください。

旧暦の 7 月 7 日はサマーバレンタインデーであると同時に、この世の学業
運と出世運を司る魁星爺の生誕記念日でもあり、試験運や出世運の向上を
祈願するには最適な日です。ぜひ林本源園邸にお越しになり、愛の詩歌の
短冊を引き、書道家がその場で筆を揮ったオリジナルのキーワードをお持
ち帰りください。
デザートラリー、カフェめぐりイベント
板橋は新北市の中でブランチを提供する店が最も集まるエリアであり、恋
人たちがコーヒーを飲みながら語り合い、文学好きの若者たちが読書にふ
ける絶好の場所です。

広告

去年の楽しい市民広場子供ファンタジーランドをまだ覚えていますか？今
年は新北市政府と紙風車劇団が再び共同で、全く新しい物語、全く新しい童
話のキャラクターとステージを用意しました。高さ 5 階建ての迫力あるフッ
ク船長、勇敢なピーターパン、そして迫力ある海賊船がドーンと現れ、子供
たちに冒険の旅を体験させます。また特別に新北市神話伝説物語体験を企画
し、子供たちは遊びの中で自分の土地への認識を深めます。

仮装行列を楽しもう！一緒に心の中の英雄になりきろう
大人も子供も思い思いに童話の登場人物や、スーパーヒーロー、アニメ漫
画のキャラクターに扮して、ファンタジックな冒険物語の世界を繰り広げよ
う！勿論、賑やかに転げまわる巨大なキャラクター、パフォーマンスチーム、
龍舞や獅子舞、太鼓隊、ブラスバンド、チアガール、騎馬警察なども大人や
子供たちと一緒に街頭に現れる。それはさながらこの夏一番の楽しい童話カ
ーニバルだ！

見どころ
韓国カンフーショー

国内外グループが順番に登場

韓国からやって来た JUMP カンフーショーは、2003 年に始まって以来、そ
のステージは世界ですでに 10,000 回を超え、毎回観客で溢れます。ショー
は韓国伝統の武術であるテコンドーと拳術劇を融合させた、純粋に身体を
使ったパフォーマンスです。楽しさ満点の驚きと爆笑の親子コメディーで
す。90 分の公演は、国籍や言語の壁を越え、場が白けることはありません。
期間中は毎晩、紙風車劇団、風神宝宝、愛楽劇工場、奇巧劇団、風神宝宝
等も順番に登場しますので、飽きることはありません。

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。

MRT --> 板南線→「板橋駅」で下車し、3A 番出口から徒歩約 5 分。

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

新北市立十三行博物館．環境教育課程

場所：新北市国定古跡林本源園邸

会期：即日より
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アーティスト作品の共同展

陸羽の謎─地層の下の茶空間展

2015 年度の春季、夏季、秋季にクリエイティブベ
ースに滞在したアーティストたちのライフスタイル、
映像、絵画、金工、ハンドメイドアートなどの各種
作品と黄金芸術コレクションの共同展示を開催いた
します。これまでの鉱山とは異なる新しい一面が見
られます。

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。

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

会期：即日より 09/25 まで
場所：新北市立黃金博物館

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

十三行博物館は団体向けに「十三行遺跡の人々の生
活」、「十三行文化探索の面白さ」の 2 つの環境教育シ
リーズ課程を企画します。興味のある小学 5 年生、6 年
生の団体申し込みをお待ちしております。詳細はイベン
トページ（goo.gl/ySuoZj）でご確認ください。

中国庭園建築には亭、台、楼、閣、堂、屋、軒、榭、齋、
陸橋、回廊などの多くのスタイルがあり、その各々が異
なる機能と建築様式を備えています。ぜひ林本源園邸へ
お越しいただき、中国伝統様式の絶景をご覧ください。

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

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。

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

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 -->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。

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（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 09:00-19:00
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。

新北市立鴬歌陶磁博物館

鴬歌

何がおかしい？─陶瓷妖怪特別展

会期：即日より 10/23 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／三鶯芸術村展示廳

陶瓷博物館では今年初めての妖怪児童特別展を開催します。
展示エリアは、「可愛い怪獣草原」、「マジカル精霊の森」、「び
っくり怪物峡谷」に分かれています。訪れた人々は皆、とても
可愛いと口にします。期間中は色紙とクレヨンを進呈します。
是非、思い出とともにお持ち帰りください。

新北市烏來泰雅民族博物館
タイヤル族アート

場所：新北市烏來泰雅民族博物館

記録する文字を持たないタイヤル族文化では緻密な織物
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、基
本的には家庭で使用される実用品として作られており、タ
イヤル族の素朴な特徴が表れています。

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。

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。

烏來

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

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。

新北市客家文化園区

三峽

水墨の香り—簡恵美・書画個展

会期：即日より 08/21 まで
場所：新北市客家文化園区／巧之芸廊

鷹は中年になった時、生命の選択に直面します。一つは老いて
生命を終える、もう一つは爪や羽を抜き換える苦しみを経て再生
する、というものです。芸術家・簡恵美は、「エゴを捨て、未来
を創造する」という思いで、芸術の道における斬新的な表現を期
待しています。

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

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。

新北市立淡水古跡博物館

淡水

芸術の夏を遊ぼう─
新北市国際芸術村・招聘アーティスト合同展
会期：07/16 より 08/28 まで
場所：清朝期淡水税関埠頭 C 棟

新北市国際芸術村のアーティスト招聘計画に合わせ、7/16
～ 8/28 に期間アーティストの成果を展示いたします。同時
に音楽、ダンス、映像などのアーティストによるワークショ
ップもありますので、是非アーティストの創作活動を見学に
お越しいただき、また各種アートワークショップ体験にもご
参加ください。
清朝期淡水税関埠頭
MRT --> 淡水駅下車→紅 26 番線、836 番線ののいずれかに乗車し「清朝期淡水税関埠頭」

で下車します。
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
番線のバスに乗車し「清朝期淡水税関埠頭」で下車します。

