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市とダッグを組み、ワンダーランドマジックマウ
ンテン、光と影の迷宮、森林浴などのインタラク
ティブデバイスを造り上げ、文化と芸術のワンダ
ーランドを創造します。更に、子供たちに最も人
気の森林ミニ鉄道レクリエーション施設、キュー
トなアニメシリーズの Miravivi クリスマスギフ
トショップなど、いたる所で驚きと喜びが溢れ出
します。

ピスケとピンクのウサギ　新北に登場

万坪公園に、6 つの超萌えカナヘイシリーズのデ
ィスプレイデバイスなど、カナヘイファンのチェ
ックイン、「いいね！」ポイントが出現します。

台湾の冬のイベントで最大規模のクリスマスフェス
ティバル「2019新北市ハッピークリスマスシティ」
が即日から「クリスマス魔法の城」をテーマに、
2020 年 1 月 1 日まで繰り広げられます。バラエテ
ィに富んだシリーズイベントには、キッズカーニバ
ルやスタークリスマスライブなどが盛り込まれてい
ます。12月の新北は光り輝き、世界を驚かせます！ 

ワンツリー・ダブルタワー　世界でオンリーワン

今年、市民広場のクリスマスツリーメインライティ
ングと市政府ビルのウォールプロジェクションが、
台湾鉄道・板橋駅南面外壁のレーザーライトニング
ショーとリンクして、「ワンツリー・ダブルタワ
ー、世界でオンリーワン」の多層立体レーザーライ
トニングショーを創り上げます。メインライティン
グの面積は、過去最大の 8,800 平方メートルに達し
ます！ 

ライトリングエリア必見　サンタベアーの魔法の村

超震撼のメインライトニングショーに加えて、2 つ
の無料アトラクション施設「スイートティーカッ
プ」と「ラベンダーの木馬」、そしてクリスマスシ
ティマーケット、氷と雪のミラクル、カラフルな海
のバブルなど、夢のマーケットとライトニングが完
全に大人の心も子供の心も虜にします！ 

ライトニングエリアのストロングアタック　新北魔
法の森林

イタリア設計大賞受賞のアーティストチームが新北

2019 新北市ハッピークリスマ
スシティ

カバーストーリー

2019 新北市ハッピークリスマスシティ
 時間：11/16-2020/01/01
 市民広場・駅前公園・万坪公園および周辺のイベ

ントスペース
02-2950-3456#4072 
christmasland.ntpc.gov.tw

2020 年 1 月 1 日より作品募集開始。賞金
総額は 68 万元以上。オブジェクト部門と

ジュエリー部門の 2 部門で募集を行います。
詳しくは新北市立黄金博物館の公式サイトか
Facebook ページをご覧ください。

自然界において実に見事だと言える六角形の物
体はハチの巣であるが、澎湖にある玄武岩

柱に、最近発見されたサンゴの遺骸も六角柱
だった。異なる角度から見る作品は、それぞ
れ違った外観に変化する。

 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）
 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。

2020 新北市国際金属工芸コンペティション作品募集

六角柱のイメージ - 鄭永國作品展

2020/01/01-2020/01/31会期
場所 新北市立黄金博物館

即日より 12/22 まで会期
場所 新北市立鶯歌陶磁博物館

 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）
 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。

新北市の坪林茶業博物館と国立歴史博物館
の協同企画で、貴重な文化財が展示され

た。茶の発展の足跡をたどりながら、茶がど
のように各地に広まって行き、世界の経済貿
易の発展を変える奇跡の植物になったのかを
知ることができます。

茶遊記－時空を超えるお茶の旅

即日より 2020/06/14 まで会期
場所 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
月曜～金曜 09:00-17:00、土曜～日曜 09:00-17:30（第一月曜日休館）
 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。

1884年、清仏戦争・滬尾の役（淡水の戦い）
時代、淡水に存在した貿易商社とは、ど

のようなものだったのでしょうか。気楽なス
タイルでこの戦争について語り、皆さんに淡
水港開港時代の物産の輸出や貿易商社の淡水
における役割についてお話します。

滬尾之役故事館（淡水の戦いストーリー館）

10/01 より会期
場所 ダグラス洋行

  新北市淡水区中正路 316 号 
 02-2629-9522
 09:30-19:30（第一月曜日休館）
 MRT → 淡水駅で下車後、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。逆の方向に歩いて約 100 メートル進むと到着し
ます。

日文版

更に、期間限定ショップで、超可愛いカナヘイフ
ァミリーをご自宅に持ち帰ることもできます。こ
のほか、時々着ぐるみキャラも出現し、皆とふれ
あいの時を過ごします。大人も子供も、クリスマ
ス、そしてカウントダウンニューイヤーをお楽し
みください！ 

インスタ映えの聖地　クリスマスの夢のライトニ
ングアーケード

アイスクリスタルブルー、ウィザードイエローの
「変色ライトニングアーケード」、幻想的なパー
プルで彩られる「パープルの恋のライトニングア
ーケード」、クールなホワイトライトの「流星ラ
イトニングアーケード」、2 色が織りなす「パー
プル・ゴールドライトニングアーケード」など、
「板橋駅 B1 連絡通路」は今年も「カラフルな海
の泡」に変身します。魔法のライトニング小道は
どれもロマンチックに溢れ、インスタ映えする撮
影必須スポットです！ 

バラエティに富んだ多元的イベント　ハッピータ
イムが止まらない

輝く光の彫刻ショー、ライトニングアーケードの
間に、各シリーズイベントも精彩です。すでに登
場のイベントに加え、11 月 30 日から休日には、
クリスマスシティの散歩、クリスマスのエコフー
ドフェスティバル、スタークリスマスライブ、ク
リスマス－ルートをたどりながら走るなどが開催
され、新北が大いに盛り上がります！ 



  新北市新莊区中平路 133 号
02-2276-0182
月曜～金曜 09:00-21:00、土曜～日曜 09:00-17:30
MRT「新荘」線に乗り、新荘駅で下車。1 号出口で 257 に乗り換え、「新荘プール駅」
で下車。

台湾・日本の 7 つの博物館および学術機関
の貴重なコレクションを結合し、玉器、

ガラスビーズ、磁器、鹿皮など、台湾で古代、
重要であった海洋貿易品により、4000 年來
の台湾と周辺エリアの海路交流史を紹介しま
す。

泰雅（タイヤル）族は台湾原住民の中で最
も機織りに長けた民族です。伝統的な衣

服の多くがカラムシを主原料としており、更
に色鮮やかな毛糸や貝殻装飾をあわせていま
す。織物の衣服・飾りには、上着、胸当て、
スカーフ、スカート、頭飾りなどがあり、且
つ地区により色彩も異なります。

海上の宝物─台湾古代海路交流特別展

華やかで精細な織物芸術

即日より 2020/01/12 まで会期
場所 新北市立十三行博物館

即日より会期
場所 織物展示エリア

 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）
 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。

 新北市烏來區烏來里烏來街 12 号 
 02-2661-8162
月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-18:00（第一月曜日休館）
MRT 新店ラインで終点・新店駅へ。新店客運 849 号バスに乗り換えて烏來
メインステーションで下車。

今年、新北市で無形文化財に登録された
「北管」の子弟劇団・林口楽林園、許建

福の粘土と紙糊による獅子頭製作、彬司系匠
の陳朝洋木材職人による伝統的工芸作品を展
示いたします。また、名工を講演やデモンス
トレーションに招待しています。

この特別展では映画のシナリオをその発想
のテーマとし、シナリオの構成と分類を

理解し、各種多様化したストーリーの展示を通
して、人々に台湾共有の記憶を彷彿とさせる
ものとなっている。

神．技．芸

初一念 - 台湾映画のシナリオとストーリーの特別展

11/30-12/22会期
場所 国定古跡林本源園邸

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

12/03-2020/03/01会期
場所 府中 15

 新北市板橋区府中路 15 号
 02-2968-3600#211
09:30-18:30（第一月曜日休館）

 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。

新北市政府文化局が主催する「2019 年新
北市音楽劇節（ミュージカル祭り）」

には「台南人劇団」、「躍演」、「愛楽劇工廠」
および「再一次拒絶長大劇団」等のグループ
が出演します。ミュージカルの華やかな宴を
どうぞご一緒に感じてください。

435 園区三号工作室にオーケストラを配置
し、園区内のアーティストによる手作り

ワークショップとダッグを組み、レトロでノ
スタルジックな風情で音楽を創造し展開しま
す。435 へ足を運び、古今の時を超え、音符
で記憶の中にある美しい歳月を思い起こして
ください。

2019 新北市ミュージカル祭り

435 三連音楽フェスティバル

即日より 2020/01/05 まで会期
場所 新北市芸術文化センター

 新北市板橋区莊敬路 62 号
 02-2253-4417
09:00-17:00（第一月曜日休館）
 MRT 板南ライン（ブルーライン）で新埔駅へ。4 番出口を出て右折し、横断歩道を
渡り文化路二段 182 巷まで直進し、右折。再び直進し約 3 分で到着。

12/07（土）、12/15（日）会期
場所 435 芸術文化特区

  新北市板橋区中正路 435 号  
 02-2969-0366
 月曜～金曜 09:00-17:00、土曜～日曜 09:00-18:00（第一月曜日休館）
MRT →板南線（青ライン）「板橋駅」で下車し。2 番出口から板橋バスステーショ
ンで310、307、810、857、786 バスに乗り、「板橋中学、板橋 435 芸術文化特区」
で下車。

ウィーンの音楽をメインとして、多くのオース
トリアの作曲家の作品を取り入れ、異なる

楽曲それぞれの風格を融合させ、新しい楽曲に
編曲しパーカッションで表現した。曲目には、
陳廷詮〈冬の旅〉、シューベルト〈ます〉な
どがある。

制作者は手びねりの技法を用い、平らな線
や円、四角形を作り出す。直線はただの

直線に非ず、平面にも起伏を帯び、円形は微
かにはためき、四角い物にも柔らかさを帯び
るなど、陶芸の異なった風格を新たに解釈し
ている。

2019 Taipei Percussionジャズコンサート「冬
の旅」

茶器と花の香、客人との語らい—林松本手びねり陶
芸個展

12/01( 日 )会期
場所 新荘文化芸術センター

11/30-2020/02/04会期
場所 新北市客家文化園区

  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）
 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

台湾で唯一の手作り銅鑼（どら）の製作
者、国宝級作家―呉宗霖先生が国際標

準音 A440HZ を有した、音階を持つ銅鑼を作
り上げました。この伝統楽器の銅鑼を音楽、
芸術、生活、そして人々の精神世界に取り入
れ、銅鑼の豊かな命とその独特な境地を表し
ます。

認知症患者を観察し、接触した自身の経験から、
具象と抽象の映像を織り交ぜ、生きることの

不可逆性の下で生まれた心の紆余曲折を解き明か
し、観衆が認知症の人の心境の変化を体験し、思い
遣りを持って受け入れられるようになることを期待
する。

芸銅來三重─銅鑼製作展

空白のスペース—孫蒨鈺創作展

即日より 12/31 まで会期
場所 空軍三重一村

 新北市三重区正義南路 86 巷
 02-2979-1815
10:00-18:00（第一月曜日休館）
「中和新蘆線 - 蘆洲ライン」で「徐匯中学駅」または「三和中学駅」で 221、306
バスに乗り換え「正義南路底」へ。

12/04-12/25会期
場所 新北市美麗永安生活館

 新北市中和区中和路 390 号 2 階
 02-2929-8830
 11:00-19:00（第一月曜日休館） 
 MRT オレンジラインで永安市場駅下車。


