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2018 新北市眷村文化 
フェスティバル

眷村の独特な文化と歴史の記憶を残し、市民を過去の素朴な良き時
代に導き、改めて眷村文化の凝集、普及、活性化を図るため、今

年 10 月 10、13、14 日の「新北市眷村文化フェスティバル」では、芸術
文化ステージ、将軍いざ任務へ、眷村グルメを満喫、眷村テーブルゲー
ム大会などのイベントを開催、賞金を提供します。詳しくは「新北市眷
村文化フェスティバル」の Facebook ページでご確認ください。
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会期  10/10（水）、10/13（土）、10/14（日）

アニメーション X 実験式—2018 国際実験ア
ニメーション展

「実験」には、未知への探
求と絶え間ない試みの

精神があります。アニメータ
ーは、全く新しい技術、叙述
の方式、物語の構造といった
試みを通じて、現代において
主流ではないオリジナルアニ
メーション芸術を創り出しま
した。本展覧会では、「実験
アニメーション」の起源と芸
術的発展を掘り下げながら、

デジタル時代の進化やメディアアプリケーションを取り入れ、最終的に現代
の AR 技術に対してアニメーション体験を行っています。実験アニメーショ
ンの様々な側面と中国・西洋の思考の衝突を感じながら、実験アニメーショ
ンの無限の可能性を秘めた想像空間を探求します。

  新北市板橋区府中路 15 号
  02-2968-3600#211
  09:00-18:00（第一月曜日休館）

  新北市板橋区西門街 9 号
  02-2965-3061-3#23
  09:00-17:00（第一月曜日休館）

  新北市鴬歌区文化路 200 号
  02-8677-2727
 月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-18:00（第一月曜日休館）

場所  府中 15- 新北市アニメ物語館／ 3 階 -4 階

会期  即日より 11/11まで

開枝散葉音楽会 2 2018 IAC 国内展─陶響世代：台湾の当代陶
芸を探索する

林本源園邸は、美学
を推進し、地元の

芸術文化チームを宣伝す
るため、板橋高校国楽団
と薪橋国楽団を招きまし
た。板橋高校は林本源園
邸に隣接しており、メン
バーの多くは初心者で、
国楽に大きな情熱をもっ
ています。一方、薪橋と
いう 2 文字は「薪火伝承

（遺産伝承）」を意味しており、メンバーは国楽をかけ橋として、音楽で感
動を伝えたいと願っています。今回、林本源園邸はメンバーが能力を発揮で
きる場所を提供し、文化伝承、つまり「開枝散葉（文化伝承）」という目的
を達成します。是非、青春が繰り広げる演出をご鑑賞ください。

絵画や彫刻の発展に比べ、台湾の陶芸
界が現代的思潮を受け入れたのは比

較的遅く、焼き物の伝統や製作技術のハ
ードルを前に、芸術家が克服すべき環境
も難度の高いものでした。しかし、現代
国際陶芸は多種多元的な環境の中で、徐々
に発展してきた陶芸的造形、陶芸の観念、
複合材料やテクノロジーアートなどの結
合による陶芸表現もトレンドとなってき
ています。今回の展示会では、ベテラン
の陶芸家から、中堅の陶芸家、陶芸工房
作家、若手世代まで、台湾陶芸の歴史的
段階を縦軸に、材質を横軸として、陶芸
という媒体の独特な魅力を展開します。

場所  定静堂

会期  10/10（水）

場所  地下１階／陶芸ギャラリー

会期  09/29-10/28

  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。

新北市国定古跡林本源園邸板橋区

  バス→ 停「府中駅」か「板橋区公所」で下車し、
徒歩約 3 分で到着。

  MRT → 板南線に乗車し、府中駅で下車。2 番
出口を右へ進み、徒歩約 40 ｍで到着。もしく
は 1 番出口を右へ進み、道を渡って直進。約 3
分で到着。

府中 15板橋区

  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。

新北市立鴬歌陶磁博物館鴬歌区

2017 新北市眷村文化フェスティバル



毎年 10 月の第 3 土曜日は、
「国際考古デー」として、

世界中の各考古関連協会、大
学学部、博物館が生き生きと
した面白いイベントを企画し、
人々に考古に親しみ、学習し
ていただいています。新北市
立十三行博物館は今年は、「ご
用心！遺跡はあなたの傍にあ
る！」をテーマに、八里区の
遺跡現場を訪れることで、遺
跡の現代生活との関連性、八

里地区の文化発展を理解し、簡単な遺跡判別法を学びます。

台三線は、極めて客家の風
情に富んだ縦貫自動車道

で、台三線客家ロマン廻廊と
も称されます。北は新北市、
南は県市合併後の台中市に繋
がり、近年、文化的価値を高
める戦略により、生活、文化、
生態、観光などの多方面を結
びつけ、積極的に客家経済産
業を推奨し、台湾客家独自の
ロマン街道をつくり出してい
ます。芸術家の頼世栄は、台

三線沿線の故郷の姿に南部・六堆の郷・鎮を含め、水彩画で客家のロマンチ
ックな風景を完璧に表現しました。
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2018 国際考古デー ─ご用心！遺跡はあなた
の傍にある！

2018 新北市国際金属工芸 
コンペティション成果展

ロマン台三線－頼世栄水彩画展 偉大な鍊茶師―製茶工芸と文化特別展 新北国際芸術村駐村芸術家ミニ成果展

「2018新北市国際金属工芸コンペテ
ィション」は 4 月 28 日の最終

選考で、ジュエリー部門から 16 点、オブ
ジェクト部門から 17 点の受賞作品が選出
されました。今回のコンペティションは、
アジア、ヨーロッパ、アメリカ、オセア
ニア 4 大陸、22 か国の参加者から、合計
210 作品の応募があり、その中で抜群の成
績を収めた台湾の参加者は、両部門で金
・銀・銅賞などの大賞に輝き、台湾青年
金工芸術家のみなぎる創作エネルギーを
見せつけました。

新たなデジタルテクノロジー
を駆使し、会場を神秘的な

製茶の密室に造り上げ、伝統産
業に対するステレオタイプのイ
メージを覆します。本展では、
茶樹栽培の起源から、製茶技術
の発展、古い製茶工場の物語、
茶職人の伝承と革新、茶産業の
多様な発展などに至るまで、茶
工芸の神秘のベールを少しずつ
取り払っていきます。同時に、

革新的なアイデアで AR やプロジェクションマッピングなどのデジタルテク
ノロジーを導入し、多様で豊富なインタラクティブ体験を通して、製茶工芸
の素晴らしさと奥深い世界をご案内いたします。

新北市国際芸術村は即日から
12 月 16 日まで、淡水街長多

田栄吉旧居にて、「2018 新北国
際芸術村駐村芸術家ミニ成果展」
を開催します。今回は、計 5 組
の芸術家が成果を発表します。撮
影、複合メディア、版画創作、彫
刻、公益芸術などのテーマが含ま
れています。期間中、芸術家を招
き一連の体験イベントを開催しま
す。是非、お申し込みの上、ご

参加ください。イベントの詳細情報は、淡水古蹟博物館サイト（www.tshs.
ntpc.gov.tw）でご確認いただけます。

  新北市八里区博物館路 200 号
  02-2619-1313
  09:30-17:00（第一月曜日休館）

  新北市瑞芳区金光路 8 号
  02-2496-2800
  月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-18:00（第一月曜日休館）

  新北市三峡区隆恩街 239 号
  02-2672-9996
 月曜～金曜 09:00-17:00、土曜～日曜 09:00-18:00（第一月曜日休館）

   新北市坪林区水徳里水聳淒坑 19-1 号
  02-2665-6035
  月曜～金曜 09:00-17:00、土曜～日曜 09:00-17:30（第一月曜日休館）

  新北市淡水区馬偕街 19 号
  02-2620-5092
  09:30-17:00（月曜～金曜 10:30-17:00、土曜～日曜 10:30-18:00（第一月曜日休館）

場所  新北市八里区遺跡

会期  10/20-10/21
場所  錬金楼 1 階特展室、金水特展室

会期  即日より 10/28まで

場所  新北市客家文化園区

会期  10/23-12/25
場所  新北市坪林茶業博物館

会期  即日より 11/04まで

場所  多田栄吉旧居

会期  即日より 12/16 まで 

   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。

新北市立十三行博物館八里区

  MRT → 淡水駅下車、857 バスまたは紅 26、
836 バスに乗り換え、「小白宮」（または「紅
毛城」）停留所で下車。案内標識に沿ってお
進みください。

   自動車→ 車 / バイクの場合、以下の駐車場を
ご利用ください：①小白宮向かいの淡水中学有
料駐車場（休日のみ）、②紅毛城有料駐車場。
案内標識に沿ってお進みください。

多田栄吉旧居

新北市立淡水古跡博物館淡水区

   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中学駅で下車、徒
歩約 5 分で到着します。

新北市坪林茶業博物館坪林区

    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。

新北市客家文化園区三峡区

    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。

新北市立黃金博物館瑞芳区


