
博物館の「ワン年会」  さまざまな楽しい体験

鶯歌陶磁器博物館は旧正月二日に開館し、先着 168 名様に限定グッズをプ

レゼント。十三行博物館では旧正月二日にニューイヤーイベントを開催し、

入場券ご購入で新春メモ帳をプレゼント。黄金博物館は旧正月二日に「実家

に帰省」で、黄金博物館の古い半券やコレクションの古い写真を提示すると、

限定戌年グッズをプレゼント。旧正月二日～四日は、淡水古蹟博物館の海関

埠頭で年始回り。淡水古蹟博物館の Facebook ページで「いいね！」して愛犬

との写真を投稿すると、限定ドッグフードを 1 つプレゼント。

坪林茶業博物館ではかわいくておいしい金吉利の犬をかたどった茶菓子を

製作にチャレンジ。府中 15 の年獣アドベンチャーでは、チャレンジカードを

1 階サービスカウンターまで持参すると、限定モンスター手作り体験キットを

プレゼント。各博物館のイベントの詳細は、新北政府文化局や各博物館の公

式サイトをご覧ください。

エディターの選

会期：即日より至 02/25 （01/02、02/05 休館）
場所：府中 15 新北市紀錄片放映院

会期：01/30 より
場所：新北市政府各博物館

光影 • 記事—
台湾映画特別展

2018 新北市博物館 
文化新春恒例イベント

映画を通じて、異なる年代の社会的価値観、人々の生活などを読み解き、

更には映画により台湾近代史の変革と発展を目にすることができます。

2018 年を迎えるにあたり、新北市政府の博物館では連携して文化走春イ

ベントを開催し、ご来場のみなさまに「ワン」年（戌年）の思い出を分か

ち合っていただきます。

府中 15

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。

台湾語映画から恋愛文芸映画まで

  1956 年、初の台湾語映画「薛平貴と王宝釧」が誕生し、1950 年から 1970

年代にかけて、計 1000 本以上の台湾語映画が制作されました。

国民党政府の来台後、台湾は厳戒令時代に突入し、1960年代から1970年代に、

台湾の農村の話をテーマとした健康的な写実映画と愛国映画が隆起しました。

この他、1970 年代にはまた恋愛文芸映画旋風が吹き、特に瓊瑤の小説を映画

にしたものが最も人気となりました。

台湾ニューシネマが国際映画祭で大きく異彩を放つ

  ニューシネマは台湾映画が国際的に認められた芸術指標であり、「光陰的

故事（光陰の物語）」、「兒子的大玩偶（サンドイッチマン）」によって幕

が切られました。この時期、若い映画関係者は海外映画の薫陶を受け、且つ

台湾本土の文学運動と社会の解放への期待による影響を受け、更には社会テ

ーマを果敢に扱い、台湾の歴史を解釈しました。

1987 年、台湾で厳戒令が解かれた後、侯孝賢監督の「悲情城市」は創作テー

マを打破しただけでなく、ヴェネチア国際映画祭において金獅子賞の栄冠に

輝きました。

開花・台湾

  一方 1990 年代後期、台湾の商業映画は 2008 年の「海角七号 - 君想う、国

境の南 -」まで苦境に陥っていました。「海角七号」は台湾映画史上歴代 1 位

の興行収入を記録したばかりか、多くの映画関係者に再び商業映画のチャン

スを探しはじめさせたのです。ドキュメンタリー映画も戒厳令解除後、更に

幅広い創作空間がもたらされ、強力な社会性を持つようになりました。
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新北市ニューアート新北市博物館と芸術文化情報

Jan. 2018

01
日文版

好運続々  博物館が一斉に「書初め」

1 月 30 日より 3 日間、新北市政府 1 階ロビーで新春書初めイベントを

開催。2月3日には文化局所属の博物館(園)でも同時に開催されます。

見どころ



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

中国林園の美
場所：新北市国定古跡林本源園邸

六十年記念─十三行遺跡特別展
会期 :01/23-06/18
場所 : 新北市立十三行博物館

2018 新北市国際金属工芸コンペティション
会期：01/01-02/02
場所：新北市立黃金博物館

暁茶塾―デジタルインタラクティブな探索空間
場所：新北市坪林茶業博物館體驗館

春の三部作陶芸連合展
会期：01/26-03/11
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／ 3F 市民陶芸プラットフォーム

タイヤル族アート
場所：新北市烏來泰雅民族博物館

陶板画で客家に恋する―許丹麗創作展
会期：即日より 01/12 まで
場所：新北市客家文化園區／芸靚坊

溶け合う水と色―快楽画会淡水師弟連合展
会期：即日より 01/14 まで
場所：滬水一方芸術空間／ 5 階

バス --> 1. 台北―金瓜石：台北 MRT「忠孝復興」駅 2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系統に乗車 --> 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

中国様式の庭園建築の景観は、物質的ニーズを提供する

だけでなく、近隣の山、水、植物と調和していなければな

りません。このように、建築の中でも美しい景観を観賞で

き、また、風景、自然と融合になります。林本源園邸を訪

れると、これらの伝統的な中国様式のすばらしい景色を一

望することができます。

西湖を把りて西子に比せんと欲さば、淡粧濃抹すべて

相宜し。2018戊戌年の春、「鶯歌光点美学館」では童建銘、

呉仲宗、張瓊如ら三名の陶芸家が集結し、歴史の伝承、

人生の悟り、自由な開花を創作インスピレーションに、

生命の真の意義を表現した「春の三部作」を共同で創り

上げます。

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。

作者は写実的な陶板画を中心に、客家のありのままの文

化、農村風景、幼い頃の面白い出来事、春の風景、有名な景

勝地などを作品に取り込んでいます。その作品は、台湾の豊

かな文化の彩りと美しい風景を、永遠の映像として歴史に残

すだけでなく、観る者の共通の思い出を呼び起こしながら、

その場に身を置いているかのような感覚をもたらし、台湾の

温かな人情と郷土愛を感じるシーンを蘇らせてくれます。

水彩を使ったドリッピングによって風景の美しさを表

現することに長けた水彩画家の劉木林氏が、快楽画会の

20名の創作者を率いて、60点の水彩作品を共同出展しま

す。学生が授業で描いた作品や、学生と共に淡水や北海岸

など、台湾各地を旅行しながら写生した作品が展示されま

す。

国定十三行遺跡と命名されて60年、この歴史的意義のあ

るタイミングに、十三行遺跡が持つ人文精神と遺跡保存の物

語を展示し、更にこの60年来の文化資産保存の概念と技術

の進化を検証し、台湾考古学と民衆との結び付きをスタート

させます。

台湾金工界の年間一大イベント「2018新北市国際金属工芸

コンペティション」が、2018年 1月 1日～2月 2日の期間中

に世界中から作品募集を行います。コンペティションはジュエ

リー部門とオブジェクト部門に分かれており、金属素材を中心

に構成された個人作品のみを応募対象とします。

詳しくはホームページで: www.goldmuseum.tw 

『茶経』をベースに、AR・VR技術と結び付けることにより、

茶学の内容を楽しいアニメーションとデジタルインタラクテ

ィブ施設へと変換させました。人々は茶摘み、釜炒り、揉捻、

焙煎などの製茶工程を体験したり、この世でただ一つの茶筒

をデザインしたりすることができ、楽しみながら学ぶことに

より、茶知識の学習が新鮮で面白いものへと変わります。

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、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 34-1 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。


