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まるびぃ みらいカフェ
Marubi Mirai Café

2014年度より継続する市民参画型のボラン

A volunteer program involving citizens that

ティア事業。来館者が美術や街に親しめるよう、

has been ongoing since fiscal 2014. As a

さまざまな世代のみらいカフェメンバーが美術

means of acquiring better familiarity with art

館や街を知り、考え、企画を実行する。2017年

and their city, Mirai Café members of many

度も来館者と美術館をつなぐ、交流の時間や場

generations gather to learn and think about

を生み出した。
「オトナスタジオ」シリーズでは、

the art museum and city, and implement

参加者にアートライブラリーや夜の館内巡り、そ

planning. In fiscal 2017, a time and place for

して街なか散策を楽しんでもらうプログラムを

such interchange connecting visitors and the

行った。継続的に美術館を活用する企画として

Museum was created. The “Adult Studio”

は、毎週日曜日の朝に広場でラジオ体操を行っ

series featured programs for enjoying the

た。また、美術館内外の人との連携も広がり、コ

art library, the Museum in the evening, and

レクション展に展示された参加型作品をキュ

downtown Kanazawa. Members also un-

レーターとともに来場者へ披露したり、地元大

dertook planning for regular activities at the

学の学生団体と合同でプログラムを実施した。

Museum, such as radio calisthenics in the

（森 絵里花）

open space Sunday mornings. Members
linked up with people inside and outside the
museum and expanded the range of their activities. Specifically, the members introduced
participatory artworks to visitors along with
the curator, held a joint program with a local
university student group.
(MORI Erika)
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1. オトナスタジオvol. 9「うら坂出逢いさんぽ」活動風景
2. オトナスタジオvol.10「トワイライトトークinまるびぃ」
活動風景
3. 「たまちゃんと遊ぼう」活動風景
牛島 均《ころがるさきの玉 ころがる玉のさき》
2008年
金沢21世紀美術館蔵
4. 「まるびぃの遊び方」活動風景
5. ちょっとよってかんけ「みらいカフェ」活動風景
1. Adult Studio vol. 9 “Urasaka Encounter Walk” activity
scene
2. Adult Studio vol. 10 “Twilight Talk in MARUBI” activity
scene
3. “Having Fun with Tama-chan” activity scene
USHIJIMA Hitoshi, ball rolls beyond, ball rolls ahead,
2008, 21st Century Museum of Contemporary Art,
Kanazawa Collection
4. “Having Fun at MARUBI” activity scene
5. Dropping by “Mirai Café” activity scene

まるびぃ みらいカフェ
Marubi Mirai Café

メンバー登録数：49名
オトナスタジオvol. 9
「うら坂出逢いさんぽ」

オトナスタジオvol.10
「トワイライトトークinまるびぃ」

2017年4月15日（土）

2017年11月3日（金・祝）

活動場所：広場、金沢市内

活動場所：交流ゾーン、カフェレストラン

参加：15名

参加：7名

「まるびぃ案内」

「ちょっとカフェ」

2017年4月29日（土・祝）– 2018年3月10日（土）、

2017年12月9日（土）、2018年3月10日（土）

のべ16日間

活動場所：交流ゾーン

活動場所：本多通り口および市役所口周辺、
館内各所
オトナスタジオvol.11
「一目惚れ的書評大会出会ってビブリオ」
「ラジオ体操」

2018年1月14日（日）

2017年5月21日（日）– 10月22日（日）、毎週日曜日

活動場所：アートライブラリー

活動場所：広場

参加：7名

「コレクション展1

PLAY」とともに

「玉ちゃんと遊ぼう」
2017年5月28日（日）– 7月16日（日）、
うち5日間
活動場所：広場、交流ゾーン

刊行物：
『みらいカフェだより』
＃3
2018年3月
21×14.8 cm、31p. 非売品
ISBN：978-4-903205-72-4

「まるびぃの遊び方」
2017年7月17日（月・祝）
活動場所：広場、交流ゾーン
主催：金沢大学学生有志グループ「アート田ツナ子」
企画協力：まるびぃみらいカフェ
参加：4名

オープンまるびぃ 2017 朝も夜も美術館
「ちょっとよってかんけ『みらいカフェ』市民美術の日
スペシャルコーナー」
2017年10月14日（土）
活動場所：情報ラウンジ
参加：約60名
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