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エディターの選

『ChaCha à Paris』
パリの絵画×パリを絵画に －

カバーストーリー

2017 年春節の文化スポット巡り
－新北市芸術の春

イラストにみるパリ・
ライフスタイル・文化と美学

会期：01/29 より 02/28 まで
場所：新北市各博物館

新年は新北市「春節の文化スポット巡り」からスタートさせましょう！新北
市各博物館が芸術文化施設と連携し、共同で文化スポット巡りのイベントを開
催。新春を告げる鶏の声とともに、皆様の元に喜びと幸せをお届けします。
喜びの新春を迎え 幸せも年々続々と
１月 29 日から 2 月 5 日までの期間中、「竹圍工作室」、「甘楽文創」、「琉
傳天下芸術館」、「光淙金工芸術館」、「呉福洋襪子故事館」、「水柳角
68」、「手信巧創意和菓子文化館」、「四季紙品手創館」にて、楽しい手作
りワークショップを開催いたします。ワークショップは各施設につきそれぞ
れ２回、会場でのお申し込みとなります。定員になり次第、受付を終了いた
します。
また、1 月 29 日から 2 月 28 日までの期間中には、干支のスタンプラリーを
開催いたします。各博物館では、皆様の幸せが集まるよう、めんどりとひよ
こを形どったおめでたいスタンプをご用意しております。

会期：即日より 01/21 まで
場所：美麗永安生活館

見どころ
新年は希望も新たに

博物館にプレゼントあり

１月 29 日（旧暦１月２日）、各博物館では迎春イベントが続々と開催
されます。淡水古蹟博物館では古跡福袋を 106 袋ご用意し、皆様に祝
福をお届けします。鶯歌陶磁器博物館ホールド「陶器の香り」、キャ
ンペーン期間中、金額にかかわらず毎日最初にご購入のお客様に、市
販価格 2600 元の「祥雲瑞沏茶具」1 セットをプレゼント。さらに坪林
茶業博物館では、皆様の幸運がはじけ出るよう、ポン菓子職人を招い
て製造過程の実演を行い、さわやかな香りのお茶とともに味わうこと
ができます。
また、１月 29 日から 2 月１日までの期間中、黄金博物館内にて春節を
感じさせる写真（春聯や赤いランタンと一緒に写った写真など）を撮
り、黄金博物館のフェイスブックに友達申請していただいた上で、写
真と博物館への新年のメッセージを投稿していただいた方には、煉金
広場にてプレゼントを 1 点贈呈いたします。また、「にわとり」の絵
柄が付いた服装や関連グッズを身に付け、かつ十三行博物館の入場券
控えを１枚、もしくは 2017 年 1- ２月分の統一発票を 10 枚お持ちい
ただいた方には、サービスカウンターにて粗品（毎日限定 66 個）を贈
呈いたします。

新しい北市局文化庁の公式サイトをご参照ください : www.culture.ntpc.gov.tw

人々の思い描くパリはどんな姿なのでしょう
か。ロマンチックで美しく、ものぐさで神秘的
な姿、それとも汚らしく古ぼけ、写実的で忍び
がたい姿でしょうか。そんなパリに人々は期待
を抱くのでしょうか、それとも尻込みしてしま
うのでしょうか。パリはすぐには理解されない
町、焦らずじっくりよく知る必要があります。
パリは真実なるが故に美し
パリの代名詞である La seine（セーヌ川）は、パリとともに各年代を静かに
流れてきました。パリのモンマルトルの丘に住む ChaCha、その日常の趣味と
いえばお散歩。パリに引き寄せられた彼女は大通りと路地を万遍なく歩き回
ります。ChaCha がパリをそぞろ歩きしていると、心が自由になるのを感じ、
想像力も無限にかきたてられます。毎日違った散歩コースを歩き、日々新た
なインスピレーションが芽生えます。自分の夢を追い求める ChaCha は止め処
なく歩き、その道すがら、フランス文化とフレンチ美学・ライフスタイルに
出会い、すべてがこんなにも自由自在であることを実感します。
現実の道を歩く ChaCha は、同時に幻想的な舞台にも足を踏み入れています。
それがパリの魅力なのです。その真実味が町の魅力を無限に花咲かせていま
す『ChaCha à Paris』の世界に足を踏み入れると、まるで幻想と真実の間を
さまよいながら、奇妙な旅を体験しているかのような感覚に陥ります。

見どころ
パリの旅が丸ごと絵の中に
『ChaCha à Paris』はクリエイターの Jocelyn Kao による初めての本
で、フランスの出版社「Éditions Apeiron」から発行されています。
このユニークな特色を持つ手製のイラスト絵本は、フランスで印刷を
完成させた後、すべて手作業で製作されました。内頁はアコーディオ
ン折りで、厚紙の表紙は色染めと箔押しが施され、中身が見えるよう
に型抜きされています。、最後に内頁と表紙を組み合わせて完成です。
「美麗永安生活館」では絵本に出てくる大部分のイラスト作品を展示
し、パリの美しさと真実味、そして夢を皆様と分かち合います。ぜひ
ChaCha の足跡をたどり、パリの旅に踏み出してみましょう！
1 月 7 日午後 2 時半には、体験交流会を開催します。ChaCha と一緒に
パリの旅へ！

搭乘捷运「中和線」至永安市場駅。

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）

2017 年林園春の菊花展―鶏鳴東風に春の菊花が姿を現す

漆黒―漆器特別展

鉱山の色彩を探し求めて―鉱山芸術展

陸羽の謎─地層の下の茶空間展

「香玉簃」前の広場と花壇に菊の花が咲き誇る美しい風
景を再現しました。品種が多様で、縁起の良さと商売繁盛
を象徴する七百鉢余りの菊の園芸作品を、園内の旧跡や透
かし窓のイメージとを結び付け、いにしえの文人や名士な
ど上流階級の人々が花々を愛で楽しんだ過ごし方を、見学
者の方々に感じていただきます。

髹漆技法を発端に自然と文明が結び付き、漆器の文化が育ま
れました。展示会名の「黒漆漆（原題）」とは、漆液が空気中で
自然に生まれる色を指しています。この展示会では観客の皆様に
漆と人が最初に出会った時までさかのぼっていただき、作品の元
の姿をお見せしながら、漆器の魅力を表現します。( 図面国立台
湾工芸研究発展センター収蔵品 )

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。

会期：01/29 より 02/28 まで
場所：国定古跡林本源園邸 / 香玉簃

会期：01/04 より 06/11 まで
場所：新北市立十三行博物館

会期：即日より 04/23 まで
場所：新北市立黄金博物館

会期：即日より 04/30 まで
場所：新北市坪林茶業博物館

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

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→仁愛路口→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→仁愛路口→
		 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。

新北市立鴬歌陶磁博物館

鴬歌

誤解された芸術―陶磁器人形の美

会期：01/13 より 02/19 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館 /B1 陶芸長廊

陶磁器人形はドイツに由来し、最初は貴族の衣装サンプル
を展示するためにありましたが、1960 年から 1990 年までの間
に欧米で流通していた陶磁器人形はほとんど台湾で生産され
たものでした。展示作品はすべて当時の台湾人デザイナーが
心を込めて設計したものです。皆様のご来場をお待ちしてお
ります

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

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

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

新北市立淡水古跡博物館

この世で最も美しいあの糸を探し求めて―
林淑瓊纏花創作個展

淡水への愛―翁大成の絵画と未完の言葉個展

纏花は幸せのためだけに存在します。この大きな花園には
多くの美しい創作が咲き誇り、そのいずれも縁起の良さを象徴
しています。今回の個展では伝統的な孔雀作品が展示されるほ
か、孔雀をモチーフとした作品も多く創作され、纏花とその他
の織物工芸を結び付けることで、より多くの方にこの伝統的か
つ新しい工芸について知っていただきます。

翁大成（1944 年 -2012 年）は淡水の出身で、絵
画、映画、文学に優れていました。その水墨画作
品は深い人道精神を宿し、とりわけ独特な叙事的
視点と革新性を備えています。個展では淡水の人、
事、物、場所に関連した絵画作品を特別に集め、
翁氏の郷土愛をご覧に入れます。

会期：即日より 02/05 まで
場所：新北市客家文化園區／藝靚坊
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 --> 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。

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 番、桃園客運バス（三峡 - 桃園）、981 三鴬線先導バス。

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「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。

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。

2. 宜蘭から：宜蘭→北宜路→新烏路→烏来。

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：01/13 より 03/19 まで
場所：得忌利士洋行 / 前にドン

得忌利士洋行
自動車 --> お車またはバイクでお越しの方は「紅毛城有料駐車場」をご利用ください。駐車場
より「淡水老街」方向にお戻りいただきますと、約 300 メートルほどで到着します。
MRT --> 淡水駅下車後、857、紅 26、836 のいずれかに乗車し「小白宮バス停」（もしくは「紅毛

城バス停」）で下車します。MRT 淡水老街方向に通りを渡って約 100 メートルを歩きます。

