
春節の連休期間、新北市政府は恒例の「文化走春」

シリーズイベントを開催します。新北市博物館家族

および関連の芸術文化会館は休館せず、時期に合わ

せたイベントを開催。公立博物館を拠点とした 5 つ

の小旅行を企画しています。春節期間に友人を誘っ

て博物館を歩き、それぞれのルートで特徴的な風景

を体験し、写真を撮って SNS でチェックインしま

しょう。文化局は抽選 50 名の幸運な方に数量限定

のプレゼントを用意しています。

楽しい春聯・紅包体験

淡水古跡博物館と林本源園邸は、2 月 6 日と 2 月 7

日の午後に、それぞれ書道の大家による春聯の書き

初めを開催します。また、アーティスト・イン・レ

ジデンスプログラムのアーティストの指導による手

描きの古跡紅包イベントの開催や文化局が用意した

丑年限定の紅包を各館で配布します。そのほか、1

月 30 日の午後に鶯歌陶磁博物館で「楽心絹印」の

チームがシルクスクリーンの春聯体験を開催しま

す。

2 月 13 日から 2 月 16 日まで、十三行博物館もまた

市民のみなさまに、オリジナルのコースターやノー

トを作る「シルクスクリーン文物、縁起の良い言

葉」体験をお届けします。府中 15 新北市動画故事

館では、丑年疾走バージョンの手作りアニメーショ

ンコースを開催。2 月 13 日から板橋 435 芸文特区

で始まるイベントでは、アーティスト・イン・レジ

デンスプログラムのアーティストがデザインした未

来はがきに、みんなで来年の願い事を書いて、一年

後の自分に送りましょう。
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カバーストーリー

まるで貴重な地質学的遺産を展示する屋外

博物館のような九份、金瓜石、水湳洞エ

リア ( 略称“水金九”)。今回の特別展ではジ

オパークをコンセプトに掲げ、このエリアの豊

かな地質遺産をアピールします。水金九が「大

地の博物館」と化します。

世界 5 大陸の陶芸家たちが精錬した 109 点の現

代陶芸作品を展示。創作テーマは各地から

取り込まれ、様々な陶土、釉薬、焼成方法によ

り、社会の現実を的確に表現し、土との触れ合

いの痕跡を留めながら、瞬時に変化する世界か

ら生じた思惟を伝達しています。

 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。

水金九・大地の博物館特別展

2020 台湾国際陶芸ビエンナーレ

01/08 より 05/30 まで会期

場所 新北市立黄金博物館

即日より 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。

詩的な視点から紅茶の成り立ちの謎を解析

し、紅茶がどのように西洋に伝わって世

界を風靡していったのかなど、台湾の輝かしい

紅茶貿易の歳月を探ります。現代の紅茶の新し

い姿をまとめ、紅茶がどのように世界や人々の

生活を変えていったのかをお伝えします。

赤琥珀－紅茶文化特別展

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。

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

心の底から温まる丑年のギフト

新春の開館日に訪れた先着 168 名の来場者に、鶯歌陶瓷博物

館および十三行博物館からは丑年のささやかなギフト、空軍

三重一村からは数量限定の「一村限定バッグ」をプレゼント

します。

2 月 13 日から 2 月 16 日の期間中、黄金博物館の特別展イベ

ントに参加するか淡水古跡のスタンプを 3 つ集めると、数

量限定のプレゼントと交換できます。さらに淡水古跡博物館

は、2 月 1 日から 2 月 5 日まで、「丑年─ Facebook 金の牛、

春節ギフト」を展開します。

新年の楽しみと喜び

旧暦一月三日（2 月 14 日）はちょうどバレンタインデーで

す。鶯歌陶瓷博物館では淡水冒険ヴァイオリニストの Crystal

さんを招待し、ロマンチックな愛の曲を演奏していただきま

す。2 月 15 日は、巴奇先生 (Papi Bucket) がみなさんを楽し

いリズムの中にお連れします。2 月 16 日は、バナ夫による風

船のパフォーマンスが行われます。

十三行博物館の鯨背砂丘前の広場では、2 月 13 日から 2 月

16 日の毎日午後に「十三行で楽しむ劇」の演出があります。

みなさんにお楽しみいただけるよう、黄金博物館は、2 月 13

日から 2 月 16 日にバンドや風船マジックの達人を招待しま

す。また、昇平戯院ではノスタルジックな歌仔戯（台湾オペ

ラ）がにぎやかに放映されます。

林本源園邸は、2 月 13 日に新春の獅子舞で迎春イベントを盛

大に開始します。2 月 13 日と 2 月 14 日の午後、易経の先生

が丑年の運勢をみなさんに解説します。空軍三重一村では、

2 月 13 日からマジック & ジャグリングパフォーマンス、レ

トロなスイングダンス、龍舞、獅子舞、福の神招き、一村戲

院などのイベントが続々と登場します。

春節にはぜひ新北市を訪れ、2021 年丑年の新たな雰囲気をお

楽しみください。
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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。

一味違う春節を過ごしてみませんか？十三

行で最高の春節を体験しましょう！ 2 月

13 日から 2 月 16 日まで毎日素晴らしいパフォ

ーマンスやシルクプリント体験アクティビティ

が開催されます。2 月 13 日には数量限定の福

袋も登場します。みんなで一緒にハッピー牛

（ギュウ）イヤー！

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。

十三行春節イベント

華やかで精細な織物芸術

02/13 より 02/16 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。

延べ 30,000 回の視聴回数を誇る、大人にも

子供にも大人気のリアル謎解きゲームの

最終シーズンが間もなく登場します。このゲー

ムコンテンツは、あらゆる年齢層に適していま

す。新年の連休期間、大人も子供も林家花園へ

ぜひ足を運び、冒険をお楽しみください。

新北市は 2018 年から、国際的に有名な絵本

作家とコラボレーションした絵本を発表し

ています。翡翠ダムからやってきたカエルがこ

のシリーズ絵本の主人公です。カエルと一緒に

新北市の自然、人、文化の生態系を探りましょ

う。また、新北市に関するさまざまなことをア

ニメーションで伝えます。

板橋・府中エリアでリアル謎解きゲーム：『古都追跡』シリ
ーズ第 4 シーズン

カエルのアイラブ新北、一緒に旅行に行こう

01/29 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。

01/18 より 04/15 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。

新北市にある 14 の台湾クラフトワークショ

ップが一堂に会し、共同で展示会を開催

します。職人ごとに、陶芸、金工、石工、太鼓、

皮革などさまざまな創作カテゴリーや特徴が

あります。職人の巧みな技と創造力による新

北市の美しい工芸をみなさまにお見せします。

2020 年 6 月 か ら 435 芸 文 特 区 に は フ ラ

ンスのビジュアルアーティスト・Gérald 

Ciolkowski 氏が逗留しています。Ciolkowski 氏

はリサイクル素材のみを使用して制作してお

り、その作品は「ECO-ART（エコアート）」

と呼ばれています。今回の個展では、アーティ

ストビレッジ滞在中の経験を表現した約 50 点

の作品が展示されます。

2021 年新北市台湾クラフトワークショップ合同展

LOST IN TAIPEI - Gérald Ciolkowski 個展

02/15 より 03/16 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。

01/07 より 01/31 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。

直感的に自分の内なる野生の本能を探求

し、象徴や投影を用いて、心に隠された

コードを解釈する。作品は、古代の神話や伝説

にも触れています。創作を通して、地底の源流

と密接に結びつく感情を探っており、アーティ

ストがもたらす生命のギフトを鑑賞者に感じ取

ってもらえればと思っています。

新荘文化芸術センター 芸術文化を継承し伝える基地

曠野瑞獣 - 蘇雅純マルチメディア個展

即日より会期

場所 新荘文化芸術センター

即日より 01/31 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

2月 13 日と 2 月 14 日の開園では限定プレゼ

ントのほか、不思議なマジックやレトロな

スイングダンスで新年を迎えます。2 月 15 日

には、みなさまにとって幸運な年になるよう、

盛大に福の神をお迎えします。一村大戲院で

は、2 月 16 日に大人も子供も楽しめる劇を盛

大に放送します。ぜひみなさまでお越しくださ

い。

テーマは「絵本の家」。本展覧会には 21 名

の創作者が参加。作者たちは自由自在な

心と豊かな想像力で、それぞれのイラストへの

理念と情熱を抱きながら、唯一無二の生命の絵

画ストーリーを語ります。

「丑年迎春」シリーズイベント

絵本の家

02/13 より 02/16 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。

01/20 より 02/17 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。


