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173 エディターの選

カバーストーリー

会期：即日より 04/04 まで
場所：府中 15- 新北市アニメ物語館／ 3-5 階

会期：03/04 より 03/12 まで
場所：新北市三芝区

2017 年台湾
オリジナルアニメテーマ展

2017 年新北市三芝区桜祭り─
桜、三芝に舞う

アニメアートのために造り上げた展示プラットフォームとして、「府中 15

新北市アニメ物語館」が「2017 年台湾オリジナルアニメテーマ展」を開催い

たします。展示会ではクリエイターとしてアニメ映画展の上映に参加できる

ほか、視覚的展示の方法で創作を発表することもできます。

2017 年は詹凱勛アニメ展「何も入ってない」と、アニメ創作展「紙を飛び

出して遊ぶ虎爺」、そして児童アニメ教育展「野菜はおいしい？！」を開催し、

アニメ創作の物語構成や、美術設定、製作過程などを展示いたします。

同時に、アニメ創作の「核心的概念」や「クリエイティブ・マーケティン

グ」の手法、さらに「教育推進」の三つの観点から、台湾オリジナルアニメ

アートが発展してきた道のりを整理します。丹精を込めて企画したイベント、

講座、教育推進研修などといった活動内容を通して、アニメアートをより深

く知り、その作品を読み取る方法を皆様にご提供します。

日付 時間 イベント内容

03/04（土）

09:30-10:00 ウォーキング開幕式

09:30-16:00 桜マーケット

09:30-16:00 桜歩道ウォーキング

10:00-12:00 キャンペーングッズの配布

10:00-12:00 桜ブランチ

03/05（日） 10:00-16:00 桜マーケット

03/11（土） 10:00-16:00 桜歩道ウォーキング

03/12（日） 10:00-12:00 キャンペーングッズの配布

「桜、三芝に舞う」イベント日程表 日時 テーマ 講師 申込方法

03/04（土）

14:00-16:00

紙を飛び出して遊ぶ虎

爺－進化中のアニメ創作

司会者：張維忠／

国立台湾芸術大学マ

ルチメディア・アニ

メアート学部主任 定員 60 名の

無料講座。

Accupass に

よるオンラ

イン申込と

なります。

03/18（土）

15:00-16:30

さあさあ、ガチャガチャ

を回そう！－

詹凱勛のアニメ創作

講演者：王綺穗／

国立台北芸術大学ア

ニメ学部助理教授

03/25（土）

15:00-16:30

君たちはいつ解散す

る？－

チーム創作の要

講演者：陳威元／

「水巨人」監督

04/01（土）

14:00-15:30

廟の中の虎爺－

台湾の信仰と虎爺

講演者：王呈哲／ 

カメラマン

04/01（土）

16:00-17:30

虎爺のアニメ仲間－

我々のアニメについて

司会者：潘瑩／

「虎爺」アニメ監督

創作フォーラム

展示項目 テーマ 場所

児童アニメ教育展 野菜はおいしい？！ 3階

アニメ創作展 紙を飛び出して遊ぶ虎爺 4階

詹凱勛アニメ展 何も入ってない 5階

展示活動一覧

MRT板南線より、府中駅下車。2号出口より、右後方に向かって約40 メートル徒歩。

․公共交通機関をご利用の場合：MRT に乗車し「淡水駅」で下車→バス 862 番（基隆行き）、863 番、865 番、
867 番、892 番のいずれかに乗り換え→「新庄子」バス停で下車→旧台二線に沿って徒歩 300m でイベント
会場に到着。

․ お車をご利用の場合：台二線 20.8K の地点で旧台二線に入ります→約 200m 進んだところにある 17 号
橋が三生歩道の入口です。

ウォーキングにピクニックにお花見

2017 年 3 月 4 日（土）から 3 月 12 日（日）まで、三芝区役所が二週連続

で週末に「桜、三芝に舞う」と題した花見ウォーキングイベントを「三生歩

道」にて開催いたします。二キロにわたる三生歩道の沿道は、吉野桜だけで

も二百本余りを数えます。イベント期間中は簡単な料理や軽食を用意するだ

けで、家族や友人と共に桜歩道わきの芝生でピクニックを楽しむことができ

ます。

季節限定　桜マーケット

さらに今年は「桜マーケット」を４部企画し、桜関連商品の手作り体験や、

地元の季節限定農産物の試食、クリエイティブアート連合展の鑑賞ができる

ほか、花見シーズン限定料理や、花見秘境巡りなどのイベントも開催いたし

ます。爽やかで負担のないすがすがしい春の旅を三芝でご体験ください。



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

バーチャルシミュレーションで海洋探検
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 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 04/30 まで
場所：新北市坪林茶業博物館

限界なき造形―台湾現代陶芸進行形
会期：即日より 06/04 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／ 3 階特展室

タイヤル族アート
場所：新北市烏來泰雅民族博物館

アンティークの集約・モダンの極み―
2017 年新北客家鑑賞石展
会期：即日より 04/17 まで
場所：新北市客家文化園區／藝靚坊

淡水の記憶・遺跡を描く─歐秀明、林文昌創作展
会期：03/11 より 07/02 まで
場所：淡水紅毛城

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、851 番 ( 休日運休 )、917 番、981	三鴬線先導バス、桃園客運バス
5005番（三峡 -桃園）。

鉄道 --> 台湾鉄道「鴬歌站」駅で下車し、桃園客運バス 5005 番（三峡 -桃園）または、台北客運バス
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、981	三鴬線先導バス。

	 	 	 	 2.	板南線（青ライン）「頂埔駅」→台北客運バス 981	三鴬線先導バス。

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 849：	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 849（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。

近年、陶芸を取り巻く国際的環境は多元化しています。こ

のような背景のもとで徐々に発展してきた陶彫、抽象陶芸、複

合媒材やテクノロジーアートなどを結合させた陶芸の表現方

法は、もはや主流となっています。この展示会ではお招きし

た芸術家の方々に創作プランを実行していただくことにより、

内なる芸術エネルギーを確認し、新しい創作アイデアをかき

立てます。

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。

先人がこの地を開拓した時代を背景に、油紙傘、油桐

花、擂茶など客家を代表する文物で装飾を施しました。

また、「アンティークの集約・モダンの極み」という展

示テーマを通して、石の形、質、色彩を一層輝き立たせ

ると同時に、見学者の方々には、環境に屈しない客家の

精神についても理解を深めていただくことができます。

淡水を絵にすることは、多くの台湾人美術家が持っている

創作経験です。淡水の遺跡に認識を深め、よりじっくり鑑賞

していただけるため、淡水を愛する地元の芸術家である歐秀

明氏と林文昌氏をお招きし、代表作を共同出展していただく

ことになりました。この創作展を通して、見学者の方々によ

り豊かな淡水の文化や芸術をご体験いただきたいと思います。

これまでは潜水技術に限界があったため、水中の探

検や考古調査は謎と幻想に包まれていました。そこで、

新北市立十三行博物館では台湾全土に先駆けて、バー

チャルシミュレーション技術を駆使した海洋探検ゲー

ムをリリースしました。ゲームでは海域の歴史文化探

索に興味を持っていただけるよう、探検家に扮して水

中の文物を探す体験をしていただけます。

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、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。

淡水紅毛城

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、09:00-17:30（第一月曜日休館）

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→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。


