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2017 年林園春の菊花展
と孔雀ランタンアート
オブジェ展

カバーストーリー

2017 年新北市平渓
ランタンフェスティバル

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：02/11
場所：平渓区十分広場
天灯の宴がロマンチックに登場
「新北市平渓ランタンフェスティバル」は台湾の元宵節（旧暦１月 15 日）
における重要な祭典で、2008 年にアメリカの有名旅行チャンネルであるディ
スカバリー（Discovery）によって「世界で最も素晴らしい祭典」の第 2 位に
選ばれたほか、2013 年には米国 CNN ニュースが選ぶ「最も参加する価値のあ
る世界の隠れた名イベント 52 選」と、世界最大手の旅行ガイドブック出版社
フォダーズ（Fodor's）が選ぶ「死ぬまでに一度は参加したい世界の祭典 14
選」に名を連ねました。さらに、2016 年にはナショナルジオグラフィック誌
（National Geographic）が選ぶ「最高の冬の旅 10 選」にランクインし、毎年
数多くの国内外の観光客を引き付けています。

「2017 年新北市平渓ランタンフェスティバル」は開始以来 19 回目を迎え
ます。十分広場で天灯を空へ放つメインイベントは、2 月 11 日の元宵節当日
に盛大に開催される予定です。世界各地の皆様が、この最高にロマンチック
な天灯の宴を体験しに平渓へお越しになるのをお待ちしております。

2017 年はちょうど酉年に当たりますが、伝統文化では鶏は縁起のいい鳥と
されています。板橋の「林本源園邸」ではかつて孔雀を飼っていましたが、
孔雀は「鳳凰」の象徴であるばかりでなく、縁起の良さを表す鳥でもありま
す。
新旧の美学を融合したアートオブジェ

見どころ
幸福祈願のイメージが印象深い
平渓地区は国内外の観光客に大変人気があり、交通部観光局が 2016
年 12 月に発表した調査結果では、台湾を訪れる個人旅行者に最も人気
の観光スポットベスト 10 に平渓が初ランクインを果たしています！
また、交通部観光局が 2016 年に迎えた 1000 万人目となる来台観光
客は、韓国から台湾へハネムーンにやって来た新婚のご夫妻で、お二
人もまた平渓で天灯を飛ばしたいと話し、幸福祈願を象徴する天灯の
イメージが人々の心に深く根付いていることがうかがえます。
今年は百余りにも及ぶ天灯が一斉に空へ飛び立つ感動をご体験いた
だけ、また更に、美しい平渓の町へ足を運び、山あいの町が持つ魅力
を味わいに是非お越しください。詳しいイベント内容は新北市観光旅
行サイト（goo.gl/OOyKGn）をご覧ください。

Pinghsi に瑞芳交換平渓線鉄道駅に北リンク駅を取ります。

そこで、林園で開催する年に一度の菊花展では、旧跡と縁起鳥のイメージ
を結び付け、パリの「D'Days」（デザイナーズ・デイズ）で異彩を放った工
芸師張徐沛氏とその弟子の張琬瑩氏を特別にお招きし、「雀鳥開屏福鶏至」
（羽を広げる孔雀と福鶏の到来）をテーマに、新旧時代のクリエイティブな
美学を表現した大型の孔雀アートオブジェを創作していただきました。ぜひ
春節のお出掛けに旧跡を訪れ、酉年の幸運の到来を感じてみてください。

見どころ
かつての名士が楽しんだ菊観賞の風情を味わう
史料の記載によると、板橋の林邸では普段から菊や各種盆栽の栽培
と手入れを担う専門の庭師を雇っており、春節のような重要な祝祭に
なると、種類的にも量的にもさらに多くの菊を外部から購入し、台湾
一の富豪として君臨する大家族林家の格式の高さを見せていたという
ことです。
「2017 年林園春の菊花展」では、「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す。品種が多様で、縁起の良さを
象徴する七百鉢余りの菊で構成された園芸オブジェを、園内の旧跡や
透かし窓のイメージと結び付け、春節のお出掛けに林園を訪れた方々
に、あたかもタイムマシーンに乗って清朝末期から民国初期の時代に
戻ったような、かつての文人や名士など上流階級の人々が花を愛で優
雅に過ごした雰囲気を味わっていただきます。

搭乘捷运「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

青年考古学英語ガイド養成コース

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

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。

考古学は過去の人間の生活を研究する学問です。本館で
は 2 月から 6 月まで「青年考古学英語ガイド養成コース」
を開催し、15~24 歳の青年を対象に英語での考古学ガイド能
力を培います。関連情報については、本館のインターネッ
トサイトをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしてお
ります。

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。

場所：新北市国定古跡林本源園邸

会期：02/01 より 06/30 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

現代陶芸家王恵民陶芸展―詩情画境

会期：即日より 02/19 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館 / 3 階市民陶藝平台

選りすぐりの古典作品 14 点は、高温鉄斑彩陶や手捻り
変形陶、陶板画、および釉描陶の山水といった四大シリー
ズのものです。シンプルで素朴な造形と、釉のきめ細かで
つやのある質感を通して、また釉で詩的な情景を表現し、
独特な美を表しています。

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

観照―淡水古跡宝物写真撮影展

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。

旧英国領事館では古跡撮影大会の受賞作品 80 点
を展示しており、淡水にある古跡の美しさが見事
に表現されているものです。レンズの向こうの城
塞や、砲台、教会、廟、路地裏の伝統的な宅院（中
庭のある家）は、時代の転換や歴史の微かな光を
はっきりと照らし出しています。

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：即日より 03/05 まで
場所：淡水紅毛城

淡水紅毛城
MRT --> 淡水駅下車後、857、紅 26、836 のいずれかに乗車し「紅毛城バス停」で下車します。

