
今年の 10 月 29 日に登場する鉱山芸術フェスティバ

ル。100 年の歴史を持つ鉱業集落に芸術が浸透し、

路地の中で山里の美しさと出会えます。

自然環境と鉱物資源に恵まれた新北市の水金九（水

湳洞・金瓜石・九份）地区は、鉱業で 100 年近く発

展を遂げ、山里特有の集落のたたずまいを形成して

います。2020 年の新北市立黄金博物館では、歴史

的地域再生の精神を踏まえ、芸術をもって集落との

共創について考えます。

鉱山の招待で地元も共同参加の芸術の祭典

鉱山芸術フェスティバルは 4 カ年計画で開催。2020

年は先導プロジェクトとして、「鉱山からの招待」

をコンセプトに、鉱山集落で創作を行う芸術家を 6

名募集。金鉱・銅鉱業の町並みの持続的保全と活性

化を目標に、積み重ねられてきた鉱業の歴史の中

で、芸術作品・風景・集落の融合を通して、多様な

集落美学をお届けします。

イベントでは、旧病院跡、防空壕、老街の民家、九

份内渓をはじめとする、金瓜石祈堂老街の路地空間

に作品を設置。見学者は芸術作品を探しながら、山

あいの集落ならではの環境にふれることができま

す。

児童の創作を手がかりに　山里の美しい芸術を探訪

鉱山芸術フェスティバルの 1 年目は、寄り添うこと

の始まりでもあります。子どもたちが芸術家の引率

で山里を訪ね、「金瓜石への祝福」をテーマに、集

2020 鉱山芸術フェスティバル

カバーストーリー

長い間非公開だった 2 階の観客席は、レト

ロな手動 VR 装置、マルチメディアイン

タラクティブ装置、劇場の歴史コーナーなどが

整備され、文化展示スペースに変身。1 階は劇

場が所蔵する文物と昇平戯院の歩みを展示する

常設展で、まるでタイムマシーンで劇場の古き

良き時代に戻ったかのような感覚を覚えます。

五大陸の陶芸家たちが創り上げた 109 点の現代

陶芸作品を展示。各地の題材を創作テーマ

に、各種陶土、釉薬、焼き方を駆使し、社会の

現実を的確に作品に描き、反映させることで、

目まぐるしく変化する世界についての考えを伝

えます。

 新北市瑞芳区九份輕便路 141 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１番出口前にて基隆客運（バス）に
乗車→瑞芳を経て九份の「舊道口」にて下車→基山街から徒歩約 15 分で豎
崎路に出たら階段を下りて約５分で軽便路に出て到着。

満員御礼─昇平戯院 × 台湾旧劇場特別展

2020 台湾国際陶芸ビエンナーレ展

即日より 2021/04/15 まで会期

場所 昇平戯院

11/20 より 2021/05/09 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。文化路の出口から右
折して文化路老街商圏から文化路を沿って徒歩 10 分。

歴史・地理学学者、博物学学者、人類学学

者の 3 タイプの研究者による探究の目を

通して、詩的かつ哲学的な視点から、皆様が坪

林の茶産業文化、人文・人情、自然資源、地域

特性を再認識し、地域文化の DNA を再発見さ

れるようガイドいたします。

茶山学特別展

即日より 2021/06/20 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。

新北市立淡水古蹟博物館開催の「1884 を味

わう－滬尾の戦い創作料理オンラインレ

ッスン」では、初めて歴史ストーリーをもとに

開発した「6 点の創作レシピ」を、オンライン

ワークショップ、キャンパスワークショップ、

手作り体験レッスンを通してご紹介します。

1884 を味わう－滬尾の戦い創作料理オンラインレッスン

即日より会期

場所 淡水紅毛城

  新北市淡水区中正路 28 巷 1 号 
 02-2623-1001
 月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-18:00（第一月曜日休館）
 MRT →淡水信義線の淡水駅紅 26 番線、836 番線のバスに乗車各古跡スポ
ットのバス停で下車。

日文版

落、階段、表札、渓流などから感じた生活をもとに画

像を創作。童心あふれる視点で、同フェスティバルを

視覚的に彩ります。

イベントを訪れる際には、ぜひこの小さな見学の手が

かりを心に留め、何気ない路地の曲がり角で、子ども

たちの作品を探し集めてみてください。隠れ攻略法と

しておすすめです。　　

山里で芸術めぐり　芸術家について旅に出よう

鉱山産業文化を線状に構成する水金九地区は、それぞ

れ特色があり、秋に鉱山の旅に出かけると、文化と芸

術を一度に満喫できます。九份老街で舞台見学、金瓜

石で芸術めぐり、水湳洞で十三層遺跡探訪と、行楽客

は芸術案内システムとイベント情報を通して、気楽に

各地を回ることができます。ディープな芸術の旅がお

好きな方には、黄金博物館が 11 月に 2 回予定している

鉱山芸術フェスティバルツアーがおすすめです。芸術

家の足跡をたどりながら鉱山の芸術作品を訪ねること

ができ、五感を豊かにする芸術体験レッスンも楽しめ

ます。

とても芸術的な 2020 年のこの鉱山。今すぐ休暇を押さ

え、鉱山芸術フェスティバルで豊かな旅を楽しんでく

ださい。
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  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

即日より 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。

林本源園邸では今年 9 月より、毎週金曜と

土曜の夜 7 時から 8 時半まで、きらびや

かでロマンチックと好評のプロジェクションマ

ッピングを開催しています。期間中はゲストの

「興伝奇青年劇場」がダイジェスト版の舞台を

上演するほか、11 月にはイマーシブ型ガイド

ツアー「林園を感じる」も開催されます。

視覚が構成する基本的要素とも言える「点・

線・面」。本展は生活の中の「点・線・面」

を見学者と一緒に分解し、この三つの基本的要

素を活用して、独創的なスタイルを生み出す方

法を絵本を通してお伝えします。

花と満月・眠らぬ夜─プロジェクションマッピングショー

点・線・面 -「絵本で芸術を遊ぶ」特別展

即日より、金曜～土曜、19:00-20:30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。

即日より 12/31 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。

若き学生の芸術作品を広く鑑賞していただ

くため、公募で選ばれた優秀作品を展示

します。書道、水墨画、水彩画、版画、絵画

類など、東洋と西洋芸術を表現する場として

だけでなく、より多くの学生の創作意欲を刺

激するきっかけになればと願っています。

民衆とは何か。関係とは何か。両者の間で

どのように政治が形成されるのか。板橋

435 芸術集落の駐在芸術家による 2020 年度合

同展「あなたの関係は私の政治である」。年末

はぜひ芸術を通して、ご一緒にその中の道理を

会得してみてください。

2020 年新北市学生美術展

合衆：あなたの関係は私の政治である─ 435 芸術家合同展

11/18 より 12/06 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。

11/21 より 12/20 まで会期

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。

赤レンガがメインの外観は、ライトシアンとライ

トグレーの石が組み合わされ、丸みがかっ

たデザインになっています。空間は多機能で多

元化した設計で、演芸ホール、芸術ホール、刊

行物コーナー、閲覧コーナー、布袋劇文物館が

あります。芸術文化の領域を引き続き無限に拡

張し続けていきます。

呂坤和氏は金門の出身。生まれ育った故郷

がその創作の大きな糧になっています。

本展では、金門の建築を主役とする作品を計

53 点展示し、見学者とともに過去と現在を行

き交いながら、古都金門の趣と悠久さをじっく

りと味わいます。

新荘文化芸術センター 芸術文化を継承し伝える基地

奥深い庭－呂坤和伝統建築シリーズ版画創作展

即日より会期

場所 新荘文化芸術センター

10/29 より 12/13 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

空軍三重一村は昔、空軍の高射砲陣地でし

た。今年はちょうど空軍創設百年を迎え

るため、特別に空軍と三重一村の歴史映像と文

物を共同で展示し、空軍創設の歴史、眷村住民

の生活の軌跡、戦時中の貴重な文物などをご覧

に入れます。

崇光社区大学芸術コースから厳選した 5 組

の師弟の創作成果を展示します。教師た

ちの導きで、学生たちは想像力を働かせなが

ら、暮らしの物事と風景を観察。それを生き生

きとしたラインや色彩に変えることで、人生の

良き日々を心をこめて描いています。

空軍と三重一村の栄光の歳月

良き日々を描く─崇光社区大学師弟合同展

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）
MRT「中和新蘆線 - 迴龍線」に乗車し、「台北橋」で下車後、徒歩で文化南
路→福徳南路→正義南路 86 巷を進みます。

10/29 より 11/22 まで会期

場所 新北市美麗永安芸術文化センター

 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。


