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ボランティア
Volunteer Programs

地域の方々はボランティアとして、展覧会や

of high-school age or older who wish to par-

教育普及プログラムなど、様々な事業をともに

ticipate can register as volunteers and take

つくり、活躍している。高校生以上の参加希望

part in accord with the conditions (period of

者は年度ごとにボランティア登録を行い、募集

recruitment, presence or absence of training,

期間や研修の有無など条件や内容など各人の

etc.) and their own interests.

興味関心に応じて活動に参加する。

1–3.「日本・デンマーク外交樹立150周年記念展
日々の生活̶気づきのしるし Everyday Life―
Signs of Awareness」展関連
1.「パブリックライフ・まち調査隊」活動風景
2.「ポタリング・クラブ」活動風景
3.「デンマーク・クラブ」活動風景

In fiscal 2017, five activities related to ex-

2017年度は継続している活動に加え、展覧会

hibitions unfolded in addition to regular, ongo-

「日々の生活―
に関連した5つの活動があった。

ing activities. Three projects were launched

4–5. labリサーチサポーター活動風景
4.「lab.1 OTON GLASS」展関連プログラム
「体験・評価ツアー」
5.「lab.2 Sight」展鑑賞サポート

気づきのしるし」展では3つの活動が生まれた。

for the 150th Year Anniversary of Japan

ボランティアによる街の調査を元に展示が作ら

—Denmark Diplomatic Relations Exhibition

れたほか、作品を来館者に紹介する活動や展

“Everyday Life—Signs of Awareness.” Displays

覧会関連プログラムを実施した。
「labリサーチ

of survey findings in Kanazawa were created,

サポーター」は来館者の展示体験を補助し、開

and programs related to the exhibition, such

2. “Pottering Club” activity scene

発途中の展示物の発展に寄与した。

as introducing exhibited works to visitors,

3. “Denmark Club” activity scene

（森絵里花）

were launched. “Lab Research Supporters”
supported viewers in their experience of the

1–3. “150th Year Anniversary of Japan̶Denmark
Diplomatic Relations Exhibition Everyday Life̶
Signs of Awareness” related activities
1. “Public Life: Town Survey” activity scene

4–5. Lab Research Supporters activity scenes
4. “Experience & Evaluation Tour”

exhibits and, through their input, contribut-

(“lab.1 OTON GLASS” related program)

Regional residents, working as volunteers,

ed to improving exhibits that were under

5. “lab. 2 Sight” exhibition viewing support

are creating events and engaging in activities

development.

together with the Museum in various undertakings, such as exhibitions and education
outreach programs. Each fiscal year, people
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ボランティア登録

登録者数：299名
（うち活動者：248名）
（内訳）
lab.1リサーチサポーター（31）
lab.2リサーチサポーター（27）
パブリックライフ・まち調査隊（48）
「ポタリング・クラブ」メンバー（39）
「デンマーク・クラブ」メンバー（17）
作品鑑賞プログラム・メンバー「クルーズ・クルー」
（69）
「スタジオ みる・つくーる」サポート・メンバー「つくーる・クルー」
（15）
「まるびぃ みらいカフェ」メンバー（40）
広報ボランティア（15）
アートライブラリー・ボランティア（1）

※（

）内の数字は登録者数
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