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12 エディターの選

幅を拡大  画期的な陶芸創作
当代陶芸の陶土に対する応用範囲は非常に広くなっています。イスラ

エルの芸術家ジョナサン・ホップの作品『多角形創作』は、材質や外

観がまるで非常に硬い板紙を折って作った多角形の紙の箱で、見学者

は思わず自分の目を疑い、一体どうなっているのか触ってみたくなる

でしょう。

ジョナサンは、「まず陶土を板紙の型に流し込み、さらにコバルトブ

ルーの本焼き、レーザーカットなどの工程を経て完成させる」と述べ

ています。伝統的な方法では形成が困難だった形状もつくり出せるこ

のプロセスに、彼は虜になっているのです。

見どころ

より深く  深い意味を持つ芸術作品

イタリアの Abdon Zani は、『ピクニック』で今年の陶芸ビエンナーレに入選

しました。籐細工のかごいっぱいに武器が盛られた作品は、多くの国で次々

と戦争が起き、多くの尊い命が失われていることを暗喩している。戦争は彼

らにとってピクニックに行くかの如く簡単なことだという風刺の意味合いが

濃厚な作品です。

韓国の陶芸家・鄭蘇伊の『切り貼り』では、異なる刃型のハサミで粘土上に

様々な切り口をつくり、紙のように軽くて薄い粘土の特性と、線や陰影、重

なりといった効果を表現し、非常に特徴的です。

クマのサンタ、クリスマスファッションを披露

昨年、イラストスタジオの猫王不討喜がハッピークリスマスシティのために

生み出した「サンタのクマさん（サンタション）」と「四角頭のクマさん（フ

ァントーション）」ファミリーが大好評を博しました。今年も引き続きクマ

のファミリーは新たな装いでアニメの世界から飛び出し人形に変身。Xmas 向

けのコスチュームで登場し、癒し系で純真な姿に目がくぎづけ。かわいらし

いクマのファミリーは時々ハッピークリスマスシティに現れます。会場へク

マファミリーを探しに来てね。

全国最大の 3D プロジェクションマッピング　衝撃のデビュー
2016 新北市ハッピークリスマスシティが全国で最大面積の 3D プロジ

ェクションマッピングに挑戦。2015 東南アジア競技大会の開幕式でギ

ネス記録を打ち出したシンガポール最強のプロジェクションマッピン

グチームがメインイルミネーションショーをてがけ、国際級のプロジ

ェクションマッピングの饗宴を開催します。

また、今年は市政府ビルが初めてライトアップされ、新北市政府ビル

で投影面積 5239m2 のプロジェクションマッピングが行われます。市民

広場では高さ 36ｍのクリスマスツリーも魔法の力を放つクリスマスビ

ームとなり、市政府ビルに魔法をかけ、魔法のビームによってあっと

驚く見事な 3D 映像を映し出し、皆様をクリスマスのファンタジックな

世界へお連れします。

見どころ

カバーストーリー

会期：即日より 2017/01/02 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館 /3 階特展室

会期：即日より 2017/01/02 まで
場所：新北市市民プラザ

陶觀
2016 台湾国際陶芸ビエンナーレ

2016 新北市
ハッピークリスマスシティ

2004 年より開催された台湾国

際陶芸ビエンナーレは、その成果

の積み重ねにより、台湾陶芸の影

響力が世界に注目されています。

2016 台湾国際陶芸ビエンナー

レでは、世界五大陸から 119 点の

陶芸作品が集まりました。創作形

式を打ち破ると同時に、新たな素

材による創作空間を模索し、陶芸

創作の広さと深さを派生させ、陶

磁芸術を多様な文化のレールに順

応させ、世界の現代陶芸創作の特

色を表現しています。

年に一度の新北市ハッピークリスマス

シティが再び賑やかに登場します。6 年

目を迎えた今回は初めてメインイルミネ

ーションタワーエリアを市政府ビルまで

拡大。45 日間をかけて全国で最も長く、

面積も最大の 3D プロジェクションマッピ

ングを制作しました。

さらに、子供に大人気の妖怪ウォッチ

を招いた新北市の万坪公園では、一連の

素晴らしいイベントときらめくイルミネ

ーションが、子供から大人まで一緒に楽

しめるクリスマスの驚きとハッピーな世

界へいざないます。

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。
搭乘捷运「板南線」至板橋駅 1A または 3号出口。



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

海底の秘密：水面下の考古
会期：即日より
場所：新北市立十三行博物館

鉱山の色彩を探し求めて―鉱山芸術展
会期：即日より 2017/04/23 まで
場所：新北市立黄金博物館

陸羽の謎─地層の下の茶空間展
会期：即日より 2017/04/30 まで
場所：新北市坪林茶業博物館

陶奇鶏─ 2016 全国干支陶芸コンテスト展覧会
会期：12/16 より 2017/03/12 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館 /三鶯芸術村

方衣物語―方衣文化特別展
会期：即日より 12/10 まで
場所：新北市烏來泰雅民族博物館

墨縁─詹秀蓉書道作品展
会期：即日より 2017/02/05 まで
場所：新北市客家文化園區

「台湾世界遺産候補地の美を発見」美術コンテスト受賞作品展
会期：即日より 2017/02/12 まで
場所：滬水一方─漁人埠頭アートスペース

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。

毎年開催される全国干支陶芸コンテストは、若い学生にと

ってアイデアを披露する重要な舞台となっています。今年は

120点の優秀作品を厳選し、学生の豊かな創造力とアートのエ

ネルギーを十分に表現し、皆さんにあっと驚く「陶奇鶏」を

披露します。

タイヤル族（泰雅族）の民族衣装は「方衣」系統に属し、

ベスト、長袖の上着、またマントとしても用いられます。

布地で衣服を製作する際には、布二幅を縫い合わせるだけ

で簡単な方衣ができあがります。特別展では、様々な方衣

を陳列し、タイヤル族の民族衣装が秘めた技術性と芸術性

をご覧に入れます。

台湾と中国をはじめ、国際的にも名高い詹秀蓉は、書道芸術

の美を多面的に表現しています。その透かし彫り、微細彫刻、

多様な材質の書道は、現代の「書法三絶」と賞賛されています。

墨と縁を結んだ彼女の作品からは、いずれも感動的な物語が伝

わってきます。

台湾にある18ヶ所の世界遺産候補地の美さとその地

の文化と自然資源をよく知らせるため、2016年に度美術

コンテストが行われました。今回の特別展では小学校か

ら社会人までの図面、水彩画、油絵の受賞作品が展示さ

れます。

海に囲まれる台湾は、昔から海洋文化を誇っていて、美し

い海底の景色と豊かな海中生物を有しています。海の中にあ

る豊富な自然文化財は、我々の探索と保護を待っています。

日本統治時代における水金九地区が、鉱業の開発により

発展し繁栄したことは、今なお人々の間で伝えられていま

すが、経済が高度成長しただけでなく、芸術活動において

も飛躍的な発展がありました。この展覧会では、水金九地

区の日本統治時代から今日に至る芸術面における成果をご

覧いただけます。

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。

坪林

MRT --> 淡水駅下車後、紅 26、857、836	のいずれかに乗車し「漁人埠頭」で下車します。

滬水一方－漁人埠頭アートスペース

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
 月曜日から金曜日まで09:00-17:00、土曜日から日曜日まで、定休日09:00-17:30

　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）
 新北市淡水区中正路 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。


