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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

10 エディターの選

アートウォーク
地元の人々や在住のアーティストが、製作から上演までオリジナルのカスタ

ムメイドにこだわり、操り人形やビジュアルデザインを音楽、ダンスと組み

合わせたストリートパフォーマンスで、淡水ならではの奇想天外なアドベン

チャーを実現します。10月 1日はストリートで盛り上がりましょう！

見どころ

西仔反伝説・環境劇場
自治体とプロの芸術団体、住民が力を合わせて作り上げる叙事詩環境劇

で、アマチュアによる芸術公演のさきがけとなりました。景観、歴史、伝

説を演劇表現によって一つに溶け合わせ、淡水ならではのスペクタクルが

生まれます。

見どころ

新象創作劇団「雑技創作劇─ポジション」
王光華団長が得意とする古典雑技「いす取りゲーム」をヒントに、ストー

リー構成を梁明智監督、振付を驫舞劇場の陳武康芸術総監督が担当。さら

に2014年の中央テレビお正月番組に出演した腹話術師・劉成も登場します。

雑技と演劇を組み合わせ、人生のさまざまな段階で避けられないポジショ

ン争いを描写します。上へ上へと昇り、次から次へとポジションを変えて

いくとき、孤独なさびしさを感じることはないですか？

見どころ
水影舞集「あの地あの女シリーズ─ 2016 満開の花」
水影舞集の振付師・譚恵貞がフェミニズムを創作のポイントとして、先ご

ろ亡くなった有名な客家詩人・杜潘芳格を記念した新作を発表します。最

優秀歌手に贈られる金曲賞を受賞した羅思容をゲストに、「詩×形体×歌」

でさまざまな文化、集団、芸術形式の垣根を越えて、最終的に郷土に関心

を持ち、土地の恵みと人との関係を代表する創作に帰します。

見どころ

カバーストーリー

会期：10/01 より 10/19 まで
場所：淡水老街広場、観潮芸術広場、新北市立圖書館淡水分館

会期：即日より 12/31 まで
場所：新北市芸術文化センター

2016 新北市淡水環境芸術祭

2016 アートフェスタ新北市─
劇場を愛して 2009 年の「淡水芸術ダンスストリ

ート」以来、地元のアーティストと

学校、地域、団体を結びつけ、淡水

芸術祭の名を広めながら、芸術と環

境が互いに生み出す驚異のエネルギ

ーを伝えてきました。

今年の淡水環境芸術祭は「アート

ウォーク」、「西仔反伝説・環境劇

場」、「周辺パフォーマンス」、「キ

ャンパスツアー」に分かれ、「飛翔

の地─心に浮かぶ未来の淡水」をテ

ーマとします。環境保護を念頭に、

アーティストと住民のインスピレー

ションを通して、クリエイティブな

世界へといざないます！

地域社会の参画促進、ローカルア

ートの表現などを主軸とするほか、

プロ集団のパフォーマンスによっ

て、淡水の特徴ある自然や文化を背

景に、例年のアートウォーク、環境

劇場の公演で見せたすばらしい成果

を披露します。

パフォーマンスグループは地域社会や学校に深く入り込み、住民や教師、

学生とふれあい、指導をしてきました。さらに淡水の街角を背景とした演目

を取り入れ、パフォーマンスを街の隅々に溶け込ませています。いたるとこ

ろに芸術があり、サプライズがあるという街のイメージを作り上げ、観光客

や地元の人々はたっぷりとアートな雰囲気を感じることができます。

暮らしの中の美とひらめきは、ス

テージでどう表現できるでしょうか。

新北市政府文化局が企画に取り組ん

だ「アートフェスタ新北市─愛の劇

場」では、厳選された地元の優秀な

パフォーマンスグループの新作が 10

月に初公演されます。サーカスや雑

技、モダンダンスやクラシック音楽

で、日ごろの考えや気持ちが余すこ

となく表現される様子をご覧くださ

い。年に一度の盛大な劇場のパーテ

ィーにようこそ。

時間 節目

10/01（土）14:30、19:30 美術館盗難記

10/02（日）15:00 新北市の新鋭音楽家

10/15（土）19:30
雑技創作劇─ポジション

10/16（日）14:30

10/22（土）19:30 あの地あの女シリーズ─ 2016 満開の花

10/23（日）15:00 魂の舞い

10/29（土）19:30
ケイブ

10/30（日）14:30

「アートフェスタ新北市─劇場を愛して」10 月節目表

(1) 淡水老街広場：MRT淡水駅下車後、徒歩で中正路へ（約 3分）

(2) 観潮芸術広場：MRT淡水駅下車後、徒歩で中正路へ（約 15分）

(3) 新北市立図書館淡水分館：淡水駅下車後、紅 26、または 872 のバスに乗り換え「淡水図書館駅」へ。
MRT「板南線」で江子翠駅の 3番出口または新埔駅の4番出口を出て、文化路二段に沿って 182巷へ。
当センターは新北市議会の後方にあります。



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

国際考古学の日—文化層の堆積
会期：10/15 より 10/16 まで
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：09/30 より 106/04/23 まで
場所：新北市立黄金博物館

どこでもドア―坪林、茶、物語特別展覧会
会期：即日より 2017/03/05 まで
場所：新北市坪林茶業博物館

2016 陶磁新作賞
会期：即日より 10/23 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／ 1階陽光特展室

タイヤル族アート
場所：新北市烏來泰雅民族博物館

墨縁─詹秀蓉書道作品展
会期：10/06 より 106/02/05 まで
場所：新北市客家文化園區

淡水紅毛城の展示
会期：即日より
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、桃園客運バス（三峡 -桃園）、981 三鴬線先導バス。

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。

MRT  --> 1. 板南線（青ライン）「永寧駅」→台北客運バス 917、916、922。
	 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。

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：	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（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。

現代社会では、物事に対するセンスとアイデアがより追

求されていることから、陶磁器に対しての要求もますます

高まっており、実用性のみならず、造形や色彩にもこだわ

りが求められるようになってきました。「2016陶磁新作

賞」は芸術的思考を取り入れ、陶芸の技法と創作的発想を

通し、実用的かつ装飾性に優れた製品を創出しています。

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。

台湾と中国をはじめ、国際的にも名高い詹秀蓉は、書道芸術

の美を多面的に表現しています。その透かし彫り、微細彫刻、

多様な材質の書道は、現代の「書法三絶」と賞賛されています。

墨と縁を結んだ彼女の作品からは、いずれも感動的な物語が伝

わってきます。

淡水紅毛城がまた新たに公開されました。古跡本来の姿と従

来の文化施設、建築模型などの展示を維持しつつ、日英中3か

国語の字幕映像の上映コーナーが設けられました。また、体感

型ゲーム機による航海体験もお楽しみいただけます。

世界考古学の日を祝い、関門突破ゲームを通して、皆様に

遺跡の文化の意義と、北台湾の先史時代にみられる文化の特

色を学びましょう。ご来場の方には弓矢に挑戦できるチャン

スもございます。特定の年代に矢が当たれば、その年代の服

装を身に付けて、古代人に変身していただけます！

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。

当展では「山林の幻想交響曲」、「山村の記憶」、「坪

林の風物」、「坪林を歩く」、「茶の味」、「心清らか

なれば願いが成就し、求めれば必ず叶う」などのテーマ

があり、「どこでもドア」で行き来することをコンセプ

トに、見学者を坪林のさまざまな年代と場所へとご案内

いたします。

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
 月曜日から木曜日まで09:00-17:00、金曜日から日曜日まで、定休日09:00-18:00

　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。

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→田心→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→田心→	 	
	 	 徒歩 5分→十三行博物館。


