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2 大特別展　淡水が国際港に変貌した
秘密を明らかに
イベント内容は豊富かつ多元的であ

り、5 月の特別展、7 月のテーマ別イ

ベント、パフォーマンス、ツアー、

抽選、専属 LINE スタンプ、講演会、

ポッドキャスト、フォーラムなどによ

り、淡水で 1862 年の盛況な開港を皆

様に体験していただきます！

感動的な淡水港─淡水開港・税関開設160周年
および馬偕来台150周年

5 月からは 2 大特別展示会が開催され

ます。それぞれ、1862 年の淡水開港、

1872 年の馬偕来台の物語について語り

ます。この 10 年の間、淡水は国際港と

して商船の往来が絶えず、淡水という

港は無数の文化が交差・融合する花火

となり、唯一無二の文化が創造されま

した。

関関パス　淡水が国際港に生まれ変わ
った秘密を明らかに
淡水海関埠頭Ｃ棟倉庫では 5 月に「関

関パス！─淡水港開港160周年特別展」

を開催します。淡水港の開港や税関の

設置に至る歴史的な事件をリアルクリ

アゲームにし、参観者をプレイヤーに

変身させます。19 世紀末の淡水港の英

国領事であり商人であったジョン・ト

ッドや宣教師の馬偕とともに探索し、

淡水港開港時代の風雲を探求していた

だきます。

今回の特別展は、次の 3 大タスクに分

かれています。

まず「税関を解読せよ」では、プレイ

ヤーは遠く台湾に渡った外国人商人に

扮し、通関手続きをクリアし、大富豪

への第一歩を踏み出します。

第 2 エリア「洋行の謎を解け」では、

まず台湾で商取引するための闇ルール

を理解し、借地してから外国企業の設

立、台湾商人との商売に至るまで、慎

重に考えることで、破産を回避します。

最後の「日常をクリアせよ」では、そ

の時代の医療、レジャー、人気の生活

用品などの日常を知ることで、淡水で

の生活を素晴らしいものとします。

展示の参観では、リアルクリアゲーム

と歴史上の人物を写真撮影でき、さら

に「木船の助っ人」が隠されており、

スマートフォンで展示会のタスクアイ

コンをスキャンすることで、助っ人が

現れ、ビジネスやタスクのクリア、台

湾で大金持ちになる秘訣をサポートし

てくれます。これらのサポートにより、

最高の淡水大商人となることができま

す！

馬偕来台の貢献と影響力　その家族の
物語
皆様に馬偕（マッケイ）とその子孫を

知ってもらうために、特別に淡水海関

埠頭洋館では同時期に「馬偕（マッケ

イ）来台の貢献と影響力　その家族の

物語」特別展が開催されます。本展示

会は、「海を渡って台湾へ」、「教育

啓蒙」、「故郷への思い」の 3 つを軸

に構成されます。

「海を渡って台湾へ」では、馬偕（マ

ッケイ）博士が台湾各地に赴き人々の

ために医療や宣教に尽力したことなど

を紹介します。また貴重な文章や映像

記録が残されており、当時の台湾の地

理や文化を伝えるために保存されてい

ます。

「教育啓蒙」は、馬偕の家族と子孫が

淡水で学校を設立した物語を、淡水女

学堂や淡江中学校の設立を通して、淡

水における女子教育や地元の人材育

成の美談を紹介します。「故郷への思

い」は、馬偕とその家族の写真、絵画、

文学などを通して台湾への愛を伝えま

す。

ご家族やご友人と一緒に淡水海関埠頭

を訪れ、特別展で淡水の様々な風情を

ご体験ください。

感動的な淡水港─淡水開港・税関開設
160周年および馬偕来台 150周年

 即日より 7 月まで

 02-2623-1001#26

www.tshs.ntpc.gov.tw

リアルとバーチャルの統合という新たなスタイルで、芸術・文化パフォーマンス

イベントを計画します。各種の公演方式や芸術のクロスボーダー協力横断的コラ

ボレーションを通じて、オンライン公演と実体ツアーイベントを組み合わせ、豊

かで多元的なスタイルで、芸術・文化体験を提供いたします。

今回は特別に、太鼓フェスティバル専属のステージカーが設計され、新荘、中和、

樹林、三重、淡水地区の 5 会場で実際にイベントが開催されます。大衆に馴染み

のあるが熟知している台湾的なスタイルで、郷里、コミュニティ、通りや路地街

角に深く入り込み、太鼓パフォーマンスの芸術を広場、公園、夜市などの各種特

徴のあるシーンに融合させ、豊富で多様な姿局面を披露します。この機会に、是

非市民の皆様、これを機に是非は、太鼓の魅力を間近で体験してください。

オンラインパフォーマンスでは、第 32 回金曲局賞最優秀台湾語アルバム賞にノミ

ネートされた「嬉班子アフリカドラム劇団」など、各分野の優れたパフォーマン

スグループ7組を招き、「2022新北市太鼓古フェスティバル」のためのダンス、歌、

ドラマなどのプログラムを収録し、ドラミング太鼓と各種パフォーミングアート

の要素を組み合わせた業界を跨いだ精緻な演出をイベント期間中、公式サイトで

同時配信する予定です。

めったに見られないこの一期一会の太鼓芸術アートの饗宴を決してお見逃しなく。

お茶の文化への感謝の心から出発し、文化から自分を見つめ直し、アートで心身

を修復し、勇気を取り戻し、ポストコロナ時代の再生の道を踏み出します。

お茶の進化の歴史を概観すると、先人たちは感謝の気持ちを抱きながら、お茶や

万物と平和に共生していたことがわかります。今回の展覧会では、デジタル技術

を組み合わせて、神秘的で没入感のある体験を創造し、中国南西部の少数民族に

古くから伝わる茶の神話を解き明かします。

万物の霊長と自称する人類は、容赦なく自然を略奪し、異常気象や感染症などを

引き起こしました。展示会で演出される終末の弔いバーチャル展示エリアでは、

参観者に人類の活動による大地や環境に与えた影響を反省させ、持続可能な環境

の議題を紹介し、「津甘馧」（心から感謝しているという意味の台湾語）の気持

ちを土地や環境への思いやりにまで広げていくことを目指します。

感染症のトラウマからどう立ち直るかは、全人類が直面しなければならない課題

です。今回の特別展では、「鋦瓷（きょくし）」と「金継ぎ」の技法で修復され

た陶磁器を展示し、物を大切にする感謝の心を表現します。また、虫に嚙まれた

ことにより生まれた独特な香りと味風をもつ「東方美人茶」を紹介し、傷の前向

きな意義を考えます。

最後に、各国の「感謝」の伝統的習慣を紹介し、水の結晶実験による素晴らしい

インタラクティブ体験を通じて、人々に失ったものへの嘆きを今ある全てに感謝

する気持ちに代えるよう気づかせます。

2022年新北市太鼓フェスティバル 津甘馧特別展

 05/16 より 06/30 まで

 新新北市政府文化局

002-2960-3456#4525

 www.culture.ntpc.gov.tw

 即日より 2023/05/08 まで

 新北市坪林茶業博物館

02-2665-6035#202

 www.tea.ntpc.gov.tw
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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。

   09:00-17:00（第一月曜日休館）
Free
02-2276-0182#101
 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 09/25 まで

南島の食─古代南島飲食文化特別展

即日より 7 月まで

感動的な淡水港─淡水開港・税関開設 160 周年および馬偕来台 150 周年

即日より

影像魔方 MAGIC

05/15 より 06/05 まで

2022 新荘响仁和太鼓文化特別展

即日より

俯瞰─空中写真特別展

即日より

華やかで精細な織物芸術

即日より 05/29 まで

ペン先の仏国─傳熹タンカ仏画個展

05/06 より 05/17 まで

LIFT 解除者番号─永平高校芸術クラス卒業制作展

即日より 2023/05/08 まで

津甘馧特別展

05/06 より 09/04 まで

媒材のボーダーラインを打ち破る─イスラエル・クラフトデザイン展セレク

ション

即日より 05/29 まで

純粋な魂の創作グループ展

05/12 より 05/22 まで

空場－台湾芸術大学 4 学科によるグループ展

05/12 より 05/22 まで

空場－台湾芸術大学 4 学科によるグループ展

05/21 より 05/22 まで、14:30

春の樹シリーズ：メビウスストリップシアター『青のスイング 2.0』

即日より 06/26 まで

錬金術─石を金に変える秘密


