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忠義─客家の義民信仰特別展

義民爺信仰の深さと広さは時代と共に増し、客家の重要なイベント
の一つとなっています。今回は、静態展示と動態展示のインタラ

クティブメカニズムを結合し、6 大展示エリアを企画することで、客家
の伝統的な信仰に新たな解釈をもたらします。

「大富豪ゲーム」展示エリアでは、ゲームを楽しみながら義民爺文化フ
ェスティバルイベントの流れと内容をすぐに理解し、自ら体験すること
ができます。「隆恩河古戦場」サンドボックスゲームでは、スピーディ
なシーンの変化と歴史の説明により、歴史の変遷をご体験いただきま
す。「ウォーターライト展示エリア」では伝統的な紙製ウォーターライ
トを展示しています。ハイテクでエコロジーなウォーターライトを創り
出し、ウォーターライト文化イベントとエコロジーの理念を共存させて
います。

「神豚重量体験」では、3ランクの重量の可愛い豚リュックを背負って、
大人も子供も神豚の重量を感じることができます。また、ユニークなフ
ォトスポットもご用意しています。「神豚体型体験」では大型フィット
ソファーを使って約 2 メートルの神豚の体型を模しました。わかりやす
いリアル体験をすることで、参観者は義民祭典での祈祷、神への感謝、
天への感謝の意味をご理解いただけます。「神豚ピニャータ」インタラ
クティブ体験では、可愛い神豚のイメージから神豚ピニャータをデザイ
ンし、パーティーの楽しい気分を義民祭の雰囲気に融合させ、祭りの共
有という伝統的概念とを組み合わせています。
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会期  即日より 12/09 まで

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

レンガに専念し意志を貫く─レンガ彫り DIY 2018 台湾セラミックビエンナーレ

中国古代から伝承されるレ
ンガ彫り工芸は、木彫

り、石彫りとともに建築の三
大彫刻と称され、とても特殊
でしかも独特です。またその
ため伝承が徐々に失われつつ
あり、旧市街や寺院、邸宅の
中でのみ、四百年来のレンガ
彫り発展の文化的縮図を見る
ことができます。実はレンガ
彫りはとても入門しやすい伝
統工芸の一つで、水分を大量

に含んだレンガの土は造形を彫るのが容易なのです。古い芸術を推進するた
め、林本源園邸に毫芒彫刻 ( 細かい彫刻 ) の専門家 陳逢顕先生を招き、指導
していただきます。是非、レンガ彫り製作のすばらしさと楽しさを体験しに
来てください。

世界的な四大陶芸ビエンナーレの一つが、
「陶芸の人文的回帰・芸術の精神を原点か

ら語る」をテーマに鶯歌セラミック博物館で盛
大に開催されています。開催からすでに 7 回に
なるセラミックビエンナーレにおいて、初めて
の台湾人、そして世界的に有名な陶芸家 邵婷
如がキュレーターを担当しました。世界 18 ヶ
国 43 人の陶芸家を招き、80 組の作品を展示し
て、創作と時代の変遷の間の脈絡を深く研究し
ます。台湾の古参の方々や各国の重鎮クラスの
陶芸家が出展しているだけでなく、さらにアジ
ア各国の大きな博物館から所蔵品を借り受け、
これまでを凌ぐ精彩を放っています。

場所  定静堂

会期  11/06（火）、11/17（土）

場所  301-304 号室

会期  即日より2019/03/03

  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

場所  新北市客家文化園区

 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。
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鉱・事・紀─水金九鉱山現代アート展 暁茶塾─デジタル・インタラクティブの探索
スペース

一葉─淡水旅行の時代の記憶

古代ローマの有名な詩人 オウィディウス
は人類の世紀を金、銀、銅、鉄の 4 つ

の紀元に分けました。世界各地の歴史的変化
は、ほぼ同時に類似した原型を形成していま
すが、そのうち特に黒鉄時代には、限りない
欲望が形成され、人間は境界によって土地を
区分けし国家とし、また鉱物を掘り出す技術
を学びました。今回出展した芸術家の多くが
鉱業の歴史を探究する中で手掛かりを得てい
ます。同時にまた時代という大きな車輪の下
で見過ごされた歴史を掘り起こし、人、物質、
地理的空間とまだ温もりが残る証拠によっ
て、人の感覚により近い現実を新たに描いた
のです。

茶神 陸羽の『茶経』の内容をベースに、
AR、VR 技術を結合させ、茶学の内

容を気楽に理解でき、また興味深い動画
に転化した、面白いデジタル・インタラク
ティブ施設です。訪れた方々には茶摘みか
ら、茶葉の炒り、揉み、乾燥、そして自分
専用の茶筒のデザインまで、製茶の全プロ
セスを体験していただけます。楽しみなが
ら教える方法で、より多くの子供と若者を
茶学者の卵になるよう引きつけ、お茶の文
化の推進と伝承を強化します。

過去から現在までずっと、
淡水の山河の美しさは、

各地を旅した者に家へ帰るこ
とを忘れさせ、思わずたくさ
んの様々な旅行の記憶を残さ
せてきました。今回の展示
は 19 世紀末から 20 世紀初め
までの淡水の旅行記録を主軸
に、絵はがき（郵便葉書）、
手紙、絵などをとおして、旅
人が残した淡水の記憶を鑑賞
していただきます。最後に皆

様を北淡線鉄道の車両にお連れして、かつて淡水河畔を走っていた列車の記
憶を思い出させます。

  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）

  新北市淡水区中正路 28 巷 1 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  錬金楼 1 階特展室、金水特展室、四連棟、錬金広場、黄金館 2 階

会期  11/09-2019/03/03
場所  新北市坪林茶業博物館／体験館

会期  即日より

場所  淡水紅毛城

会期  即日より 2019/03/03 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、「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 紅毛城有料駐車場。案内標識
に沿ってお進みください。

淡水紅毛城

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

ベトナムの国土は南北に細長く、多数の
川が存在します。そのため、北部・

中部・南部と各特色があり、暮らしと水は
切っても切れない関係です。風になびくア
オザイ・色彩豊かで多様な野菜と果物・前
部に座席のあるシクロと小舟、それとベト
ナム伝統芸術─水上人形劇と漆絵、どれも
が忘れることのできないベトナムの特色で
す。一緒に展示を楽しみましょう。

ベトナム文化特別展

場所  2 階 ギャラリー

会期  即日より 2019/01/13

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。

ロマン台三線－頼世栄水彩画展

場所  新北市客家文化園区

会期  10/23-12/25


