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ボランティア
Volunteers

金沢21世紀美術館では様々な事業でボラン

The Museum recruits volunteers for wide-ranging

ティアを募集し、美術館での活動をともにつくる

events and programs, and positions them as

メンバーとして迎えている。高校生以上の希望

members who take part in creating activities.

者は年度ごとにボランティア登録を行い、対象

People (high school age or older) who wish

3.「変容する家」会場案内風景

や期間、応募条件などをふまえて各活動へと参

to participate can register as volunteers each

4.「変容する家」オーギカナエ「スマイル茶会」活動風景

加する。2018年度は全ボランティアを対象とし

fiscal year. Because subjects, periods, and

5.「スタジオみる・つくーる」活動風景

た「新しい自分と仲間を見つける10のレッスン」

application conditions vary, volunteers take

を開講。外部講師を招いた美術館や鑑賞、コ

part in accord with their interests and needs.

ミュニケーションを学ぶ講座には多くのボラン

In fiscal 2018, lectures were held for all vol-

ティアが参加交流し、活動へと活かした。2018

unteers: “10 lessons for discovering a new

年度の展覧会に関わる活動としては東アジア

self and friends.” The many volunteers taking

文化都市2018金沢「変容する家」があり、メン

part enjoyed mutual exchange while learning

バーが作品制作や会場案内などに携わった。

about art appreciation and communication
from outside lecturers, then applied their

（森 絵里花）

new skills in their activities. In fiscal 2018,
as an exhibition-related activity for “Culture
City of East Asia 2018 Kanazawa—Altering
Home,” members helped with artwork production and guidance at venues.
(MORI Erika)
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1. 新しい自分と仲間を見つける10のレッスン
「美術館で『触れるように見る』ワークショップ」風景
2. 新しい自分と仲間を見つける10のレッスン
「スケッチから考える『見るって何？』」風景

1. 10 lessons for discovering a new self and friends,
“ʻSee as if Touchingʼ at the Museum” workshop scene
2. 10 lessons for discovering a new self and friends,
“Using sketches to think about ʻWhat Is Seeing?ʼ” scene
3. “Altering Home” venue guidance scene
4. “Altering Home” Ohgi Kanae
“Mobile Smile Tea Room” activity scene
5. “Studio See & Create” activity scene

ボランティア登録

2018年度ボランティア登録者数254名
各活動登録者数
「まるびぃ みらいカフェ」メンバー 13名
作品鑑賞プログラム・メンバー「クルーズ・クルー」 77名
「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」 14名
「変容する家」サポートメンバー 101名
広報ボランティア 14名
アートライブラリー・ボランティア 7名

金沢21世紀美術館ボランティア研修
「新しい自分と仲間を見つける10のレッスン」
「見ることは学ぶこと」

「美術探検―10歳の人が図工でなく美術で世界を見

「スケッチから考える『見るって何？』」

4月25日（水）13:00–16:00

るドキドキ」

4月26日（木）13:00–16:00 （両日同内容）

9月21日（金）
10:00–15:00

11月26日（月）13:00–16:00

講師：神野真吾（千葉大学教育学部准教授）

9月22日（土）
10:00–15:00（同日同内容）

講師：大森 啓（金沢美術工芸大学教授）

会場：レクチャーホール

講師：齋 正弘（元宮城県美術館学芸員）

会場：会議室1、展示ゾーン

参加：65名

会場：レクチャーホール、交流ゾーン

参加：26名

11月19日（月）13:00–16:00

参加：43名
「建築のウンチク！金沢21世紀美術館の
デザインについて」

「『人と人が触れ合う』ことの根っこ。②」
「建築のウンチク！金沢21世紀美術館ができるまで」

12月21日（金）13:00–16:00

4月26日（木）17:30 –19:00

10月27日（火）17:00–19:00

講師：吉村寿博（吉村建築事務所）

講師：吉村寿博（吉村建築事務所）

講師：柏木 陽（NPO法人演劇百貨店店長／演劇家）

会場：レクチャーホール、交流ゾーン

集合：レクチャーホール

会場：シアター 21、プロジェクト工房

参加：22名

参加：27名

参加：23名

「『人と人が触れ合う』ことの根っこ。」

「10歳ごろってどんなとき？発達心理学から子どもに

5月11日（金）14:00–16:00

ついて考える」

5月12日（土）9:30–11:30 （両日同内容）

11月7日（水）
10:30–12:00

講師：柏木 陽（NPO法人演劇百貨店店長／演劇家）

講師：浅川淳司（金沢大学准教授）

会場：シアター 21

会場：レクチャーホール

参加：65名

参加：61名

「美術館で『触れるように見る』ワークショップ」

「見ることは学ぶこと②」

8月25日（土）13:00–16:00

11月9日（金）
13:00–16:00

講師：塩瀬隆之（京都大学総合博物館准教授）

11月10（土）13:00–16:00（同日同内容）

会場：シアター 21

講師：神野真吾（千葉大学教育学部准教授）

参加：37名

会場：レクチャーホール、展覧会ゾーン
参加：65名
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12月22日（土）13:00–16:00

