
来年盛大に登場する百年に一度の競技大会。そこで

優勝するのはとても難しいこと。最近、怪獣界に

『優勝する訓練の秘訣』という本が広まり、何でも

そこに書かれている方法で訓練をすれば、大会を制

覇できるとか。でも、この秘訣本には 5 つの島の地

図と記号以外、何も書かれていません！

市政府チームが共同で構築　5大エリアが全面的に

バージョンアップ

大会で優勝するため、力を合わせて記号の秘密を見

つけ出すことにした怪獣たちは、『優勝する訓練の

秘訣』に書かれている 5 つの島にこれから向かい

ます。何とそこは、多彩なステージ、個性的なアー

トオブジェ、オンラインミニゲームなどが集結した

とても楽しい訓練場。大人も子供もぜひ新北市を訪

れ、自分だけの「怪獣な」夏休みを過ごしてみてく

ださい。

新しい文化的生活様式　遊びで縮める心の距離

新型コロナウイルスの感染状況の落ち着きを受け、

新北市政府では安全面を考慮し、屋外とオンライン

による児童芸術祭を企画しました。屋外会場では、

特別に新北大都会公園を拠点の一つに選定。構内の

堤防滑り台ランドは全エリアがオープンし、「台湾

ならではの動物」をテーマに整備された、教育性に

富む全年齢層向けのインクルーシブ遊具を楽しむこ

とができます。

また、新北市市民広場には、特製の積み木ミニトレ

2020新北市児童芸術祭－
怪獣訓練場

カバーストーリー

新北市の水金九（水湳洞、金瓜石、九份）

地区には多くの鉱業遺跡があり、産業と

生活の関わり合いが各所にある遺跡のつながり

とリンクしています。今回の展示では、鉱山を

定番の良書として、人々が「採金の道」を通じ

て鉱山に属するシーンや記憶の物語を読み取る

ことができるようガイドします。

絵付け陶磁品を通して、フォルモサ（台湾の別

称）の貴重な風物を展示します。歴史の時

を追いながら、珍しい動植物に表現されたこの

時代の絵付け陶磁器の魅力を紹介します。

 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。

鉱山を歩いて学ぶ－採金の道をひもとく

亜熱帯の花園 ─絵付け陶磁器展

即日より 07/26 まで会期

場所 新北市立黄金博物館

即日より 09/20 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。

「五感でお茶を楽しむ」をテーマに、科学

的な分析を通して、五感とお茶を味わう

関係を明らかにします。また様々な体験学習も

可能で、単に展示を見るだけでなく、五感を使

ってお茶の楽しみ方を学ぶことができます。

茶ポリフェノール・ラボ ─全身で感じるお茶特別展

即日より 11/08 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、清仏戦争における滬尾の戦いの時

期、淡水の外国商社はどのような様子だっ

たのでしょうか？戦争を語る中で、淡水の開港

時期における物産の輸出や外国商社が淡水で果

たした役割について、リラックスした方式で皆

様にご紹介いたします。

滬尾之役故事館（淡水の戦いストーリー館）

即日より 12/31 まで会期

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

インを用意。外見がフォトジェニックで楽しいだ

けでなく、実際に乗ることも可能。お子様の大好

きな児童芸術祭の怪獣たちも、広場のステージ上

の巨大ガチャガチャに変身。指定条件をクリアす

ると、プチプレゼントが当たるガチャガチャ抽選

に 1 回無料で参加できるほか、怪獣たちと記念

撮影することもできます。会場には他にも様々な

大型遊具やアートオブジェがあり、フラッシュモ

ブもサプライズで予定されています。

カラー恐竜が府中を闊歩　一緒に美術館を建てよう

普段から大人気の府中商圏と 456 行政園区では、

児童芸術祭の開催期間中、タタンカケファルス、

トリケラトプス、ステゴサウルスをはじめとす

る、色とりどりのカラー恐竜に遭遇するかもしれ

ません！府中商圏の商店も様々な限定特典を用

意しており、週末と休日には大道芸人の多彩なパ

フォーマンスも楽しめます。
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 07/25 より 08/16 まで

    新北大都会公園、新北市市民広場、府中商圈、

新北美×陶博館展示会場、オンラインシリーズイ

ベント

02-2950-9750#106
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また、まもなく 2022 年に誕生予定の新北市立美

術館では、特別に「一緒に美術館を建てよう」と

いうイベントを企画しています。お子様の皆さ

ん！今すぐ新北市立美術館×陶芸博物館展示会場

に足を運び、怪獣たちと一緒にこの訓練と挑戦に

チャレンジしてみてください。　

家で楽しむ児童芸術祭　オンラインで賞品抽選

リアルイベントのほかにも、新北市政府文化局で

は一般の方々に気軽に児童芸術祭を楽しんでも

らうため、オンライン児童芸術祭を企画。オンラ

イン児童芸術祭の 4 つのミニゲームには、4 つの

本物の島を内容に盛り込んでおり、リアルとバー

チャルの融合により、児童芸術祭の体験をバージ

ョンアップさせています。さらに、ゲームに参加

すると、賞品として Switch が抽選で当たる特典

も付いているので、どうぞお見逃しなく！



  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。

十三行博物館で初開催の八里地方学特別

展。八里の 5 千年の歴史的背景、自然、

文化についてご紹介し、地元ならではの採石業

と地引き網漁を通して、人々と自然の交流をお

伝えします。

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。

山水八里—八里の人文と自然特別展

華やかで精細な織物芸術

07/01 より 2021/01/17 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。

国定古蹟である林本源園邸は、台湾でいち

ばん完全保存されている庭園建築です。

その回廊、水辺の庵、楼閣などは、どれも当時

の趣を現代に伝える重要文化財です。園内では

ボランティアによるガイド解説が 1 日 4 回おこ

なわれ、休日は 5 回おこなわれます。日本語と

英語のガイドも予約によってご利用いただけま

す。

商戦を描いた台湾映画『聖人大盗』や、フェ

イスブックの創業者であるマーク・ザッカ

ーバーグ氏の創業ストーリーを描いた『ソーシ

ャル・ネットワーク』など、青年の人生の物語

を上映します。彼らの姿を通して、私たちが置

かれた今について理解を深めてみてください。

林本源園邸の案内イベント

7 月のテーマ映画展：世代青年

即日より会期

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。

07/01 より 07/31 まで会期

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

　 40ｍ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。

筆と水彩の共演を得意とする芸術家の蔡岳

霖氏。今回の創作では、土地と日常を主

軸に据えることで、自身と土地の記憶を結び

付けており、人生の小さな感動と場所の歳月

を作品に反映させることにより、静かな雰囲

気の草原地誌を一歩ずつ作り上げています。

芸術を体験・実践できるパブリックスペー

スで、アートパフォーマンスや教育カリ

キュラムを頻繁に開催しています。また、芸術

家や文化人が参加できる場所としても提供され

ています。園区の外には広さ 2,000 坪におよぶ

芝生広場があり、ゆっくりと歩いて美しい自然

に触れることができる市民のお気に入りの場所

となっています。

流域の限界

435 芸術文化特区

07/16 より 07/28 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。

即日より会期

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。

「新荘响仁和・太鼓文化特別展」では、「太鼓作

りの巨匠」として世界に知られる職人の王

錫坤氏が、いかに分野の異なる工芸や伝統楽器

と対話を進め、巧みな新解釈を互いに創出し合

っているのかを、見みどころ満載の展覧会を通

してご覧に入れます。

去年の芸術文化交流モデルを引き継ぎ、伝

統的な客家の村を出発点とし、客家花布

や客家の木芸を現代生活に融合させます。2 都

市の異なる客家の生活美学の形態を展示し、客

家の芸術文化の多様で豊富な姿を表現します。

新荘响仁和・太鼓文化特別展

花・布・木の重なり─新北、桃園客家芸術文化交流展

即日より 07/29 まで会期

場所 新荘文化芸術センター

即日より 07/19 まで会期

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

当展示会は「校園 45・光陰的故事 ( 学園 45

・光陰の物語 )」と題し、眷村の雰囲気が

色濃く残る空軍三重一村 20 号の建物で、フォ

ークソングに関する文物展が計画されていま

す。45 周年を迎えるフォークソングの素晴ら

しい物語を一つずつ紹介し、皆さんとフォーク

ソングの黄金時代を振り返ります。

住宅・ビルの密集地にあり、「家の延長」

という考えをもとに、市民のみなさまに

便利なアクセス、温かな芸術に親しめる展覧エ

リア、アットホームでやさしい快適さを提供し

ています。

「眷村 ( 軍人の村 ) で一日聴くフォークソング」文物展

新北市美麗永安生活館

07/18 より 11/01 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。

即日より会期

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。


