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レゴと創り上げるクリスマスシティ　
台湾最大の 3D プロジェクションマッ
ピングショー
冬に台湾で最も注目を集めるフェステ

ィバルイベント「新北市 ハッピークリ

スマスシティ」。今年は、デンマーク

のトップ玩具ブランド「レゴ社」とタ

ッグを組み、カラフルなクリスマスシ

ティを創り上げます。12 月 3 日から、

皆でクリエイティブでイマジネーショ

ン豊かなクリスマスフェスティバルに

お越しください。レゴのフィギュアや

フォトジェニックで幻想的なクリス

マスイルミネーションエリアは、市民

広場から駅前広場、万坪公園まで広が

り、バラエティ豊かな没入体験が楽し

めます。また、「ビッグスタークリス

マスコンサート」や「クリスマスマー

ケット」など、一連の心がはずむ楽し

新北市政府文化局は、新北市立美術館と鶯歌陶磁博物館と共に「鶯歌アートシ

ーズン」ブランドイベントを開催します。文学の女神・連俞涵氏を招いて「芸」

術行動ステーションと「談」話芸術という 2 大シリーズイベントにより、12 月

も美学のエネルギーを注入します。

「芸」術行動ステーション：リアㇽ展示会、パフォーマンス、パブリックアー

トなどの多彩な表現形式を組み合わせて、アートラーニングアクションを創り

出します。

「談」話芸術：「芸術カメラ」ポッドキャストで、特別展、駐村、陶磁器産業

などについて語ります。また、美学関連分野の職人も YouTube チャンネルで美

術・創造の 2 大トピックについて語り、地方のビジョンを芸術的エネルギーで

満たします。

「紅色陶宝 -三鶯文化」回廊：新北市にある 5 本の美学回廊の一つで、三鶯文創

統合プロジェクト推進の下、鶯歌を新北美学の重鎮とし続けながら、陶磁博物

館の陶磁器芸術園区もリニューアルされます。

「2021 年鶯歌アートシーズン」は、生活美学、芸術文化パフォーマンス、リア

ル展示、パブリックアート、親子イベント、三鶯芸術文化名所巡りなどを組み

合わせて人々に美学エネルギーを提供し、感染症流行の時代の心を芸術で癒す

ことを願っています。

今年で 5 年目を迎える「新北市ミュージカルフェ

スティバル」。今年は、躍演、五口創意有限

公司、刺點創作工坊の 3 チームが選出され、

新しく、評価の高いミュージカルを上演

します。感染症流行の影響により、劇場

で観客とお目にかかることはできないも

のの、チームは最も旺盛で様々な創造力

を発揮し、劇場でのリハーサルや歌の訓練

を続け、さらなる創造性を刺激しています。

感染症の流行を考慮して、来年（2022 年）8

月に新北市芸術文化センターでの公演を予定して

いますが、今年は新北市芸術文化センターがチームを招待して、段階的な映

像を紹介します。素晴らしい独占オーディション、舞台裏のこぼれ話、音楽

のシェア、キャラクターの紹介など、ミュージカルファンには見逃せない内

容です。是非、ご覧ください。

映像は 12 月 17 日から 3 夜連続で、新北市政府文化局と新北市芸術文化セン

ターの Facebook 上で同時公開されます。是非、ミュージカルの物語の舞台裏

を一緒に探索してください。

2021 年 新北 ハッピークリスマスシティ

2021 年鶯歌アートシーズン 「新北市ミュージカルフェスティバル」独占映像を先取り

いイベントが続々とクリスマスシティ

に登場します。

新北のハッピークリスマスシティで最

も有名な「3D プロジェクションマッピ

ングショー」は、今年はビル投射の構

造上の限界を突破して、最大面積かつ

最も明るい輝度に挑戦。レゴのかわい

いキャラクターと相まって、サンタク

ロースやエルフたちが市政府ビルを飛

び回り、楽しさ溢れる刺激的なクリス

マスの宝探しの冒険を繰り広げます。

毎晩 17 時 30 分から 22 時まで、30 分

または 1 時間ごとに市民広場で上演さ

れ、誰もがレゴのエキサイティングな

映像の宴を楽しむことができます。

レゴの大規模なクリスマスインスタレ
ーション 7 つの美しい光の回廊
レゴ好きは決して見逃せない、市民広

場にそびえ立つ滅多に見ることのでき

ない大型レゴサンタクロースや、クリ

スマスを象徴するクリスマスツリー、

そしてレゴのエルフたちがお出迎えし

てくれます。

新北市政府ビル周辺の 7 大歩道橋も夢の

ような照明で飾られ、インスタ映えの聖

地となることでしょう。今年はそのうち

の一つの歩道橋が「ジェンダー平等」を

テーマに装飾され、まばゆい光の回廊が、

フォトスポットというだけでなく、女性

の権利平等の概念も表しています。

クリスマスシティとの 0 距離　
リアル・オンラインで体験
感染症の流行が落ち着いてきた際に

は、新北市政府は皆様を新北にご招待

し、楽しいクリスマスの雰囲気を味わ

っていただきたいと願っています。ス

ーパースターのクリスマスライブコン

サートや様々なテーマイベントを開催

するほか、直接現場に足を運ぶことが

できない方のために、4 つのオンライ

ンイベントを企画しています。インタ

ーネットを通して、共にクリスマスパ

ーティーに参加していただくことがで

きます。

また、子どもたちが待ち望んでいるア

トラクションの「コーヒーカップ」や

「回転木馬」などが市民広場に登場し、

思いっきり楽しむことができます。駅

前広場には「ミニ列車」や「海賊船」

も、クリスマスシティに来た子供たち

が楽しく過ごせるように設置されてい

ます。また、世界の子供たちが大好き

なレゴのキャラクターも初めて万坪公

園に大集合。大人も子供も是非、年末

の暖かく幸せな時間をお過ごしくださ

い。

2021年 新北 ハッピークリスマスシティ

 12/03-2022/01/02

 新北市市民広場、板橋駅前

    広場、万坪公園

christmasland.ntpc.gov.tw

 即日より 12/26 まで

 新北市立鶯歌陶磁博物館

02-8677-2727 

 www.yinggeartsfestival.com

 12/17-12/19，19:00

 新北市芸術文化センター

02-2253-4417 

 www.artcenter.ntpc.gov.tw

2020 新北クリスマスランドプロフィール写真

2020 新北クリスマスランドプロフィール写真

2020 新北クリスマスランドプロフィール写真
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新北市立十三行博物館 新北市立淡水古蹟博物館 府中15 新荘文化芸術センター 空軍三重一村

烏来泰雅民族博物館

新北市客家文化園区

新北市美麗永安芸術文化センター

树林芸術文化センター

435芸術文化特区

新北市芸術文化センター

新北市坪林茶業博物館

国定古跡林本源園邸

新北市立鶯歌陶磁博物館

新北市立黄金博物館

09:30-17:00（第一月曜日休館）
NT$80
02-2619-1313
 新北市八里区博物館路 200 号
  交淡水線「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。

  月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-
18:00（第一月曜日休館）
NT$80
02-2623-1001
 新北市淡水区中正路 28 巷 1 号
  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。

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

   金曜～土曜 09:00-21:00、日曜～月曜 09:00-
17:30（第一月曜日休館）
Free
02-2276-0182
 新北市新莊区中平路 133 号
  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。

   10:00-18:00（第一月曜日休館）
Free
02-2979-1815
 新北市三重区正義南路 86 巷
  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。

  月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-
18:00（第一月曜日休館）
Free
02-2661-8162
 新北市烏來區烏來里烏來街 12 号
  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。

  月曜～金曜 09:00-17:00、土曜～日曜 09:00-
18:00（第一月曜日休館）
Free
02-2672-9996
 新北市三峡区隆恩街 239 号
  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

   09:00-17:00（第一月曜日休館）
Free
02-2929-8830
 新北市中和区中和路 390 号 2 階
  MRT オレンジラインで永安市場駅下車。

  演芸ホール開放時間：開演 60 分前よりチケ
ット提示でロビーに入場可能。客席開場は
開演の 30 分前となります。

 02-2682-0035
 新北市樹林区樹新路 40-8 号
  樹林駅正面（鎮前街）出口より左方向に進
み、徒歩約 8 分で到着（SHOWTIME シネマ
横）

   月曜～金曜 09:00-17:00、土曜～日曜 09:00-
18:00（第一月曜日休館）
Free
02-2969-0366
 新北市板橋区中正路 435 号
  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。

   09:00-17:00（第一月曜日休館）
Free
02-2253-4417
 新北市板橋区莊敬路 62 号
  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。

  月曜～金曜 09:00-17:00、土曜～日曜 09:00-
17:30（第一月曜日休館）
NT$80
02-2665-6035
 新北市坪林区水徳里水聳淒坑 19-1 号
  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。

  09:00-17:00（第一月曜日休館）
NT$80
02-2965-3061#23
 新北市板橋区西門街 9 号
  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。

  月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-
18:00（第一月曜日休館）
NT$80
02-8677-2727
 新北市鴬歌区文化路 200 号
  交鉄道→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。

  月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-
18:00（第一月曜日休館）
NT$80
02-2496-2800
 新北市瑞芳区金光路 8 号
  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。

即日より 2022/09/25 まで

南島の食─古代南島飲食文化特別展

即日より

初のシチュエーション形式ポッドキャスト「淡博名利」シーズン 1 全 3 回の

配信スタート

即日より 12/19 まで 

フルーツおばあさんの大きな秘密 - ストーリー・パーティー テーマ展

即日より 12/24 まで  

蘇俊穎あやつり人形劇団 10 周年特別展

即日より 2022/10/31 まで

眷村を謳歌した時代－彼女たちの物語

即日より

華やかで精細な織物芸術

12/13 より 2022/03/10 まで

食 . 客─客家グルメ特別展

12/11 より 2022/01/10 まで

純真終結論 The End of Naivety ─陳彦豪・姜淑燕 創作展

即日より 2022/05/08 まで

茶山学特別展

即日より 2022/02/06 まで

超越 . 再現─大型陶芸彫刻コレクション展

12/04 より 12/05 まで、12/18 より 12/19 まで

空想歩道～心と体の没入型催眠アート体験ワークショップ

即日より 2022/01/01 まで

光が映しだす綺想曲 - 2021 光と影の芸術展

12/17 より 12/19 まで，19:00

「新北市ミュージカルフェスティバル」独占映像を先取り

即日より

日常の歌─四連棟サウンド再現計画

12/06 より 12/19 まで

2021 樹林跳：跳島ダンスフェスティバル


