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2018 新北市
平渓ランタンフェスティバル

2018 新北市博物館
文化新春恒例イベント

会期：03/02（金）
場所：新北市平渓ランタン広場

会期：01/30 より
場所：新北市政府各博物館
一大フェスティバル

今年で 20 回目を迎える「新北市平渓ランタンフェスティバル」は、今や
台湾例年の元宵節（旧暦 1 月 15 日）における重要な祭典になっています。
ぜひご家族やご友人をお誘い合わせの上、平渓へランタン飛ばしの小旅行
にお越しください。

平渓ランタンフェスティバル

平渓地区のランタン飛ばしは、かつて旧正月に行われていた幸福祈願の風
習が、世界に誇る年間一大行事へと発展してきたものです。毎年世界各地か
ら無数の観光客が押し寄せるだけでなく、ドイツ・ミュンヘンのオクトーバ
ーフェスト、ブラジル・リオのカーニバルと共に、「一生に一度は参加したい」
世界の祭典 14 選にも名を連ねています。台湾で最もご当地色のあるこの祭典
は、毎年異なるテーマで開催されているので、ぜひご一緒に無数のランタン
が一斉に空へ飛び立つ感動を体験にお越しください。

国際的な観光名所 山中の町の文化的魅力を体験
山間部にある平渓は、国内外の観光客が必ず訪れるという大変人気のある
場所。平渓ローカル線沿線の幾重にも重なる山々の絶景や、ゆったりとした
鉄道のノスタルジックな風情、地元の文化に富んだ老街商圏などがその魅力
として挙げられるほか、「台湾のナイアガラの滝」と称される十分瀑布も、
多くの観光客が息をのむ絶景スポットです。また、周辺には秘境の魅力が詰
まった小さな嶺脚駅と望古駅もあります。恵まれた大自然の絶景と歴史文化
に触れられる平渓で、昼間は山中の町の絶景や鉄道のノスタルジックな風情
を味わい、夜は台湾の国際的祭典であるランタンフェスティバルを体験し、
昼夜を問わずその楽しさをエンジョイしてみてください。

新北市平渓ランタン広場
MRT --> 文湖線に乗車し、木柵駅で下車後、シャトルバスに乗り換え。

博物館の「ワン年会」  さまざまな楽しい体験

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。

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。

見どころ
福を呼び込む

カレンダー付きスタンプカード

新春は新北市の博物館巡り以外に、数量限定のスタンプカードも絶対
にお見逃しなく。新北市の博物館を訪れた新春小旅行の足跡を記録し
ながら、各館オリジナルの犬の阿福スタンプを集めることができるほ
か、カレンダーとしても使えます。福を呼ぶ犬のスタンプを集めれば、
幸運続きの 1 年になること間違いなしです。

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）

迎春納福で運気上昇―林園新春イベント

六十年記念─十三行遺跡特別展

あの頃の鉱山―開山 120 周年記念展

暁茶塾―デジタルインタラクティブな探索空間

板橋林家花園では、書家がその場で揮毫する春聯の贈呈
イベントを皮切りに、 一連の新春イベントが開催されま
す。春の菊花展、獅子舞、切り絵細工 DIY、提灯作りなど
のほかに、大道芸人、音楽界の新星、国楽団による素晴ら
しいステージもあり、皆さんの 2018 年の運気をとことん
アップさせます！

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。

金瓜石鉱山で金鉱採掘が始まって、今日まですでに 120 年が
経ちました。この展覧会では、台湾における金鉱山の歴史と人
文的価値について、見学者が違った角度から理解を深められる
よう、「開山の歴史」と「山の町の記憶」の二大テーマを通じ
て、歴史的事件の観点から住民の生活の記憶まで、鉱山の発展
と移り変わりについて展示を行います。

『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。

会期：02/03 より 03/04 まで
場所：新北市国定古跡林本源園邸

会期 : 即日より 06/18 まで
場所 : 新北市立十三行博物館

会期：即日より 02/ 25 まで
場所：新北市立黃金博物館

場所：新北市坪林茶業博物館體驗館

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、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。

新北市立鴬歌陶磁博物館

鴬歌

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 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

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。

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

私の陶磁の旅─呉淑麟創作個展

タイヤル族アート

心性悟明─陳菊美現代水墨展

フォルモサ四季の風情─何振武・許琪文油絵創作連合展

台湾当代アクセサリー創作者の呉淑麟氏は、ヨーロッパ
で豊富な生活経験を積み重ねてきており、どの創作も彼女
が歩んできた旅路を物語っています。声なき言葉のような
その作品は、造形する過程において、東西文化の違いを象
徴的な色彩と形態により、肌につける「アクセサリー」の
中に融合させて表現しています。

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。

台湾の絶滅危惧種の保護、古典文学、客家人物を創作理念
の中心に据える「心性悟明－陳菊美現代水墨展」は、作者が
絵筆で表現するささやかながらも強い信念を通して、現代水
墨画の美しさと客家文化の奥深さを新しい若い世代に伝えよ
うとしています。

風光明媚な大自然を有するフォルモサの台湾は、四方
を海に囲まれ、四季は絵のように美しいです。その文化、
風景、宗教のいずれにも、見尽くせないほどの美しさが溢
れています。何振武氏と許琪文氏は、目と絵筆を通して心
の感動を永遠にキャンバスに残すことで、その美しさをこ
の土地の人々と分かち合っています。

会期：即日より 03/11 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／地下 1 階陶芸廊下

場所：新北市烏來泰雅民族博物館

会期：即日より 03/20 まで
場所：新北市客家文化園區

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、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 849：
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、桃園客運バス 5005 番（三峡 - 桃園）または、台北客運バス

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 849（台北 - 烏来）に乗換→烏来バス停終点。

981 三鴬線先導バスに乗換え。

2. 宜蘭から：宜蘭→北宜路→新烏路→烏来。

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）。

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。

会期：即日より 03/04 まで
場所：滬水一方芸術空間

滬水一方－漁人埠頭アートスペース
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。

淡水

