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各位

Orto dei Sogni (オルト・デイ・ソーニ)は今夏も、被災地・福島の子どもたちのイタリアでの転地保養プロ
グラム “夏休みをイタリアで過ごすサマーステイ” 2014 を、7 月 26 日より約１ヶ月間、実施します。開催地
は昨年同様、イタリア・サルディーニャ島。今年は昨年より 2 名多い 16 名の小学生を招待します。
東日本大震災の発生から、早くも3年という月日が経過しました。

海外では記憶が風化しつつある中、日本では3年経った今、少しずつ原発事故が残した恐ろしい爪痕が明るみに
なりつつあります。今年5月までに甲状腺がんと判定された当時18歳以下の福島県内に住む子どもの数は50人

に達し、「がんの疑い」とされる子どもの数は39人に上り、福島第一原発事故の放射線による影響が懸念され
ているところです。

イタリア・ミラノで発足しました私たち、Orto dei Sogni （オルト・デイ・ソーニ）は、被災地の人々の未
来は私たちの未来であることと信じて活動を続けています。

私たち協会の活動は、私たちのキャッチフレー

ズ ＜ Childrenʼs education to Nature, Food and Global Growth＞ にあるよう、「自然」、「食育」、
「地球人としての視野を広げる」という３テーマを軸に構成されています。

豊かな自然環境の中に暮らすこと、安全で新鮮な食物を口にすること、様々な文化や価値観に触れながらグロ

ーバルな視野を広げ、自分たちに何ができるかを考えることから、新しい未来は切り拓かれると信じています。
私たちはこの協会活動を継続することで、参加する福島の子どもたちや、私たちの活動に関わる日伊の多くの
人々に私たちの活動の意義を受け継いでいきたいと思っています。

また、今年は新たな試みとして、ミラノのボーイスカウト「CNGEI」から15人のスカウトたち（16~19歳）を

ボランティアスタッフとして招き入れます。ステイ前半の10日間、子どもたちは彼らから料理や掃除、洗濯と
いった生活の基本動作を一緒に楽しく学びます。後半の一週間は、音楽家カルロ・キッデーミ氏によるユニー
クな音楽ラボを行います。

今年も現地の子どもたちとの交流の機会を更に増やしながら、滞在地特有の文化や伝統を大いに反映させたに
ぎやかな企画となっております。

より多くの方々に私たちの活動、この夏のプロジェクトを知って頂き、応援をして頂けますよう、皆さまの
ご協力をお願い申し上げます。

*このプロジェクトに関わりますお問い合わせ、および昨年度の写真のご請求は、下記プレスまでご連絡下さい。

お問い合わせ：

press@ortodeisogni.org

山本 幸

サマーステイ2013

詳細

サマーステイ ２０１4

詳細情報

このサマーステイは、イタリア、日本、両国の一般個人の皆さま、企業、各種団体・機関の方々などから寄せ
られました支援金および必要物資のご提供、そしてたくさんのボランティアの方々の活動支援によって実現さ
れます。

＜日程＞

2014年７月26日（土）〜８月21日（金）

*福島出発は7月25日（金）、福島到着22日（土）

＜滞在場所＞

イタリア・サルディーニャ州、オリスターノ県マルッビウ市, サンタ・アンナ地区
Localitaʼ S.Anna della CARITAS (カリタス オリスターノ教区の協会付属宿泊施設)

サルディーニャ島はイタリア本土の南西に位置。
シチリアに次ぎ地中海で2番目に大きい島。四国の
約１.３倍ほどの大きさです。島の州都カリアリまで
は飛行機でミラノ、ローマから1時間程。

ステイ先のサンタ・アンナは人口 240 人
の小さな町。海岸まで 7km、宿泊施設の
背後には自然公園が広がります。

宿泊施設 Localitaʼ S.Anna。
教会付属の宿泊施設は、広大な庭を抱えた
緑豊かな場所。子どもたちと一緒にハーブ
畑を庭に作ります。目の前には遊具のある
公園、サッカー場が。

<参加者>
16名（2014年6月の時点で小学校２~６年生までの男女）
今年は原発から 34km しか離れていない施設の子どもも参加します。また、原発から遠いにも拘らず線量の高い
地区、二本松市（南相馬市の線量の倍）からも参加します。また、イタリアへ来たい、という本人の意志がある
子を多く受けて入れています。

*参加者の男女内訳 男の子 9人、女の子 7人
*オフィシャルパートナーであるN PO法人ピース プロジェクト(http://www.peace-project.net)により選出。
*下記の募集ポリシーに基づき子どもたちを選出しました；
１．福島県内で、年間の被曝量が1ミリシーベルトを明確に超える地域の子どもたち</span>
（福島市、相馬市、二本松市、会津市、会津若松市）
２．自主避難や海外での治療や保養を経済的な理由や社会的な理由で実施出来ないご家族の子どもたち
３．本プロジェクトに賛同し、子どもたちの心と身体の健康を守りたいと考えているご家族の子どもたち
４．選考方法：書類審査と親子面談、作文による審査

<参加費>
無料
*福島からスタッフが成田空港〜イタリアまで引率。成田空港までの交通費と飲食費のみ参加者自己負担。

<健康診断の導入＞
カリアリ大学のランダッチョ教授のご好意により、地元医療施設による健康診断を行います。
! 検査項目

尿検査、血液検査、エコー、一般検診

! 検査機関
! 地元医療施設（カリアリのミクロチテミコ病院と提携）
! 担当医師
アンナ・マリア・ヌルキ教授
ロベルト・ミネッリ教授
ヴァレリロ・トゥヴェリ教授

<ステイ中のアクティビティ>
ステイ中のアクティビテイは、「自然」、「食育」、「地球人としての視野を広げる」という
３テーマを軸に、滞在地特有の文化や伝統を反映させた構成となっています。また、専門家による指導のもと、
現地の子どもたちと交流をしながらの活動となります。

̶習慣的アクティビティー

●日常ワーク・・・・・・・みんなで作りあげる夏休み

「掃除」「洗濯」「キッチンのお手伝い」といった基本的な日常雑務はみんなで手分けして行います。

●海で遊ぼう ・・・・・・・たっぷりのミネラル、大自然に身を任せて遊ぼう！

サルデーニャ島ならではの美しい個性的なビーチで、思い思いに時を過ごします。
凧揚げやシュノーケリング、海底の泥（タラソ）を使った全身パックや砂風呂なども楽しみます。

●オルト・ラボ ・・・・・・畑から食卓までを楽しもう！

宿泊施設内に当協会がこの夏に向けて準備をしたオルト（菜園）と、子どもたちが苗植えから作り上げるハー
ブ畑にて、畑の世話から収穫、それらを利用した料理やキッチン・ラボ（以下参照）を楽しみます。

●キッチン・ラボ・・・・・手作りの美味しさ、楽しさを知ろう！

ラビオリ、ピッツァ、パンなど、日本でも入手できる材料で簡単に再現できるイタリアならではのメニューを、
シェフや地元のマンマ（お母さん）から習います。

●クリエイティブ・ラボ・・地元の子どもたちと一緒に！

野菜スタンプを用いた「エプロンづくり」、通称「風」の島サルデーニャで凧上げを楽しむための「凧づくり」、
概念に縛られない自由な「折り紙あそび」など、子どもたちがそれぞれに抱える想像力をかき立てます。これ
らのラボは、公開ラボとして、オリスターノ県の子どもたちに参加を募集。国際交流の一貫とします。

●お楽しみダンス・・・・・ダンスと音楽が持つ心身への効果を体験！

ダンステラピーの先生とともに、サルデーニャの伝統ダンスと音楽に身を任せた自由なダンスを楽しみます。

● サ ッ カ ー （ 男 子 ） / チ ア リ ー デ ィ ン グ （ 女 子 ）・ ・ ・ 地 元 の 子 ど も た ち と 一 緒 に ！

週２回、男子は地元の少年サッカーチーム、Terra Alba と一緒にサッカーの練習。日伊ミックスチームも編成
し、ゲームを楽しみます。女子は、地元の女の子たちも招いてチアリーリングに挑戦。ボローニャを拠点に活
躍するイタリアのチアリーディング第一人者、宮本陽子さんのアドバイスのもと、チアリーディングの楽しさ
を体験し、男の子サッカーを応援。

̶今年度の特別アクティビティー
●音楽ラボ

音楽家、音楽教育指導者、作曲家であるカルロ・キッデーミ氏（www.carlochiddemi.it）による１週間の音楽

ラボ。偶然にも「オルト・デイ・ソーニ」という名前のオペラミュージカルを作曲されていた氏。音楽を通じ
た新教育方法論など、応用研究にも意欲的な氏が、様々な楽器を持ち込み、ユニークなラボを展開。

●CINGEIと の ア ク テ ィ ビ テ ィ

ボーイ&ガールスカウト「CNGEI」のミラノ第10グループ、15人の青少年たちとの10日間の共同生活。自立

心、開拓心、慈善心あふれる彼らとの触れ合い、遊び、ワークショップを通じ、国際交流および様々な学びの
場に。

̶課外プログラムー
● Campo Robinson でのキャンプ体験・・イグレシアス市・２泊３日 (http://lnx.campo-robinson.it)
● 古代ローマ時代の遺跡 Tarros 訪問・・・シニス半島・半日
● Fattoria Cuscusa での乗馬体験・・ ゴンノストラマッツァ町での半日
● 馬のお祭り「Sartiglietta」訪問・・オリスターノ市、トーレグランデ

̶ありがとうパーティの主催ー
ステイ終了を告げるパーティーを、子どもたちが主催。ステイ中にお世話になった地元の皆さんや子どもたち
を招き、これまで育ててきた食材も使いた手料理をもてなし、ステイ中に習得したダンスや音楽、子どもたち
が地元の人達に披露したいと考える出し物を発表し、感謝の気持ちを伝えます。
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