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はじめに - 代表の挨拶

　イタリアから福島の子どもたちの未来を応援したいとスタートした 『オルト・デイ・ソーニ』 は、無事に5回目の１ヶ月の転地保養
プログラムを終了いたしました。 5年間に渡り、当プログラムを継続できましたことを、皆さまに心より感謝申し上げます。

　イタリア国民による長年に及ぶチェルノブイリの子どもたちの転地保養の経験は、放射能の心配がない地域での１ヶ月の滞在が、
病気になるリスクを半年から１年間ほど減らすことを実証しています。 私たちは、特に保養効果の高い12歳までの福島の子どもたちを、
総計７２名招待し、デトックスに有効な１ヶ月を自然豊かなサルデーニャ島で実施してきました。 １ヶ月という時間は、完全なる
ボランティアである私たちにとっても簡単に割ける時間ではありませんが、効果的な保養には必須と考えて活動しています。 そして、
子どもたちが１ヶ月でどんどん元気を蓄えていき、生き生きと表情を輝かせていく様子に、毎年心を動かされます。

　在サルデーニャ島「カリアリ大学」の協力を得て継続してきた検診では、本年度は75％の子どもたちの甲状腺に異常が認められ、
定期的な検査が必要であるという厳しい結果を目の当たりにしました。 東日本大震災から5年、子どもたちの元気と夢を応援したい
という私たちの願いを、しっかり未来へ繋いでいこうと、改めて決意した次第です。

　本年度も在ヴェネツィア「カ・フォスカリ大学」からのインターンシップ生５名が、ボランティアとして参加。 滞在準備から後片付けに
及ぶ１ヶ月以上の活動に、献身的な貢献をしてくれました。 日本語を話すイタリア人の優しいお兄さんお姉さんは、異国での子どもたち
の１ヶ月をどれほど心強いものにしてくれ、また大きな刺激になったことでしょうか。 また、サルデーニャ島で、温かく私どもを迎え入れ、
ご支援下さった数えきれないほどの方々に、改めて心からの御礼を申し上げます。 子どもたちがまるでホームタウンにいるかのように
安心し、穏やかに過ごせた最大の要因は、現地の方々のホスピタリティにほかありません。

　また、震災後５年目となる本年度は、協会として大きなチャレンジをいたしました。 東日本大震災の追悼イベントとして、福島の
母たちの想いを描いた映画 『小さき声のカノン』 （鎌中ひとみ監督） の１年に渡るイタリア各都市での上映に着手。今年３月11日の
ミラノ市での上映を皮切りに、トリノ、ヴェネツィア、カリアリなどで上映を継続しています。 福島のリアルな現状を、この映画を通じて
イタリアの方々に知っていただくことは、今後の活動を続けていく上で、大きな一歩となりました。 鎌仲監督をはじめ、ミラノ市関係者、
ボランティアの翻訳家方など、数多くの方々の多大なるご協力に、改めて感謝いたします。

　オルト・デイ・ソーニは、次の5年も子どもたちの夢を大切に育くんでいけるよう、私たち自身も成長してゆきたいと願っております。 
今後とも、引き続き皆さまのご支援を宜しくお願い申し上げます。

オルト・デイ・ソーニ 代表　小林もりみ



2

オルト・デイ・ソーニ　協会の沿革

2011年 3月 東日本大震災　東京電力福島第一原発事故

 10月 オルト・デイ・ソーニ設立（社会貢献振興事業団体としてミラノ市にて登録）

 2012年 夏 第1回イタリア保養 （サルデーニャ島オリスターノ県マルッビゥ市　12名招待）　　
  ミラノ市より後援および寄付、マルッビゥ市よりズラーディリ自然公園内の市営宿泊施設提供
  雑誌『ドンナ・モデルナ』より取材
  社会福祉プロジェクト『ドンナ・アル・ヴォランテ』より支援
  保養ボランティアスタッフ( 2週間～１ヶ月滞在）　日本人7名、イタリア人6名

   ＊ 医療検査結果	 再検査が必要な子ども　0%

 2013年 夏 第2回イタリア保養	（サルデーニャ島オリスターノ県マルッビゥ市　14名招待）　　　　
  ピース・プロジェクトを日本の公式パートナーに迎える
  マルッビゥ市より提供：ズラーディリ自然公園内の市営宿泊施設
  ちびっ子ボランティア制度（2012年来伊の2名を再招待）
  ミラリ・ジャパン（ルグゾティカ・グループ）がメイン・スポンサーに
  ミラノマンガフェスティバルが募金協力、日本文化イベント「MATSURI」に参加
  保養ボランティアスタッフ（2週間～１ヶ月滞在）　日本人10名、イタリア人９名

   ＊	医療検査結果	 再検査が必要な子ども		7%

 2014年 夏 第3回イタリア保養 （サルデーニャ島オリスターノ県マルッビゥ市サンタンナ地区　16名招待）　　　
  教会より提供：オリスターノ教区 教会付属宿泊施設
  ミラノ市のボーイ・スカウト C.N.G.E.I.の若者たちをステイ前半ボランティアとして迎える
  参加者に孤児１名を受け入れる
  作曲家カルロ・キエッデミ氏が１週間滞在し音楽ワークショップを実現
  サルデーニャ出身のボランティアが参加
  在サルデーニャ日本人協会の支援を得る
  保養ボランティアスタッフ（2週間～１ヶ月滞在）　日本人7名、イタリア人６名（うちサルデーニャ人 3名）

  ＊ 医療検査結果	 再検査が必要な子ども	50%、甲状腺異常の疑いがある子ども　56%
	 	 	 (どちらかの該当者81.25%)
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 2015年 夏 第4回イタリア保養 （サルデーニャ島オリスターノ県マルッビゥ市サンタンナ地区　16名招待）
  教会より提供：オリスターノ教区 教会付属宿泊施設
  ミラリ・ジャパン（ルグゾティカ・グループ）が3年連続メイン・スポンサーに
  新規スポンサー、パリのNPO団体Hope and Loveが保養の視察に
  在ヴェネツィア 「カ・フォスカリ大学連携協力 インターンシップ制度」を導入し、
  同大学アジア・北アフリカ研究学部にて日本語を学ぶ5名をボランティアスタッフとして迎える
  地元の方 と々の国際交流の一環として、ステイ期間中に折り紙ラボ、書道ラボを主催し好評を得る
  イタリア国営放送RAI　地方版ニュースで紹介される
  保養ボランティアスタッフ（１週間～１ヶ月滞在）　日本人６名、イタリア人９名（うちサルデーニャ人１名）

  ＊ 医療検査結果	 血液検査の甲状腺機能の指標で基準外を示すケース　56％

 2016年 3月～ 映画『小さき声のカノン』	（鎌仲ひとみ監督、2015年）　イタリア国内にて上映会開催

 2016年 夏 第5回イタリア保養 （サルデーニャ島カルボーニア・イグレーシアス県ドムスノヴァス市　16名招待）
  施設提供：社会福祉協同組合「グリージョ・アズッラ」　
  ミラリ・ジャパン（ルグゾティカ・グループ）が4年連続メイン・スポンサーに
  昨年同様、在ヴェネツィア 　カ・フォスカリ大学アジア・北アフリカ研究学部にて日本語を学ぶ5名を
  ボランティアスタッフとして迎える
  ステイ期間中、ドムスノヴァス市および地元団体からの歓待と多大な協力をうける
  イタリア国営放送RAI　地方版ニュースで紹介される
  保養ボランティアスタッフ（１週間～１ヶ月滞在）　日本人6名、イタリア人8名（うちサルデーニャ人１名）

  ＊	医療検査結果	 甲状腺エコー	 反応性リンパ節ありまたは初期甲状腺疾患疑い　75％
	 	 	 	 （そのうち慢性甲状腺炎の疑い　16％）
  	 血液検査　	 甲状腺機能障害の疑い　16％
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2016年度　特別プログラム　 映画 『小さき声のカノン－選択する人々』 イタリア国内上映会 　

より多くの方々に「福島の現状」と「転地保養の重要性」を知っていただくために、東日本大震災5周年特別プログラムとして、
ドキュメンタリー映画	『小さき声のカノン－選択する人々』	（監督・鎌仲ひとみ、2015年）	のイタリア語字幕作成をてがけ、
イタリア各地で上映会を開催しました。
本映画は、福島とチェルノブイリという国境を超え、被爆から子どもたちを守る母たちの姿を描いたものです。
多くの方々のご協力により、ご支援の輪がさらに広がりました。	なお、上映会は2017年度も引き続き行ってゆきます。

開催日

2016年3月　 ミラノ市アーバンセンター　※主催　オルト・デイ・ソーニ

2016年3月　 ヴェネツィア大学　※主催　ヴェネツィア大学　アジア・北アフリカ研究学部

2016年4月　 トリノ大学  ※主催　トリノ大学 外国語・外国文学・現代文化学部

2016年6月　　 ルンゴ・ドーラ・コッレッタ	トリノ市立公園内　「夏祭り」 　※主催　トリノ文化協会 楊心流

2016年6月　 サルデーニア　カリアリ市　※主催　オルト・デイ・ソーニ フレンズ

2016年10月　　　 トリノ日本人学校　※主催　トリノ日本人学校

2016年11月 （予定）　 モンザ市リベルツブセンター　「国際子どもの権利デー」　※主催　モンザ市リベルツブセンター　協力　EOS COOP

2016年11月～（予定） ミラノ・ビコッカ大学、コモ大学、ナポリ大学　
（総動員数　320人）
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目的： 
福島の原発事故において被災した子どもたちを放射能の不安から開放し、子どもの心身の健康維持と
免疫力の向上、人間的な成長の促進を支援すること。
限られた期間における最大限の保養効果を計らっての判断。 海外生活未体験の日本の幼い子どもたちに
とっては、言語や文化の大差のある外国人家庭でのホームステイは、本来の目的である保養の大敵となる
ストレスの回避が困難。 意志疎通に困らない環境にて、海外ならではの刺激をポジティブに受け入れられ、
また子どもらしく過ごす時間を満喫できる体制を考慮。

  　   　      
日程：
 2016年７月23日土曜日 ～ ８月20日土曜日（日本到着日）
   
滞在場所：
 サルデーニャ州、カルボーニア・イグレシアス県、ドムスノヴァス市
 多目的センター「シナジー」	(所有：ドムスノヴァス市、運営：社会福祉協同組合グリージョ・アズッラ)

サルデーニャ島 ： シチリアに次ぐ地中海で2番目に大きい島。 四国の約１.３倍程の大きさです。
ステイ開催地 ： ステイ先のドムスノヴァス市は人口約6500人の小さな市。 海岸までは約22km

宿泊施設となる多目的センター「シナジー」は、森に囲まれ、
アスレチック場と公園に隣接した公共施設

2016年度　転地保養プログラム　 カーサ・オルト－イタリアのみんなの家　2016
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参加者： 
 16名 （小学校3～６年生 / 男子7名、女子9名）

 原発付近在住の子ども、または原発付近でなくとも線量の高い二本松市-南相馬市と比較して
 線量2倍-からも参加。 また、「イタリアヘ来たい」という本人の意志がある子を多く受けて入れています。 　 
 
 下記募集ポリシーに基づき、日本公式パートナー、NPOピースプロジェクトと共に選出：
  １. 福島県内在住で、年間の被曝が1ミリシーベルトを明確に超える地域の子ども
 　  （二本松市、相馬市、南相馬市など）
  ２. 自主避難や海外での治療,保養を経済的理由や社会的理由で実施できないご家族の子ども
  ３.　本プロジェクトに賛同し、子どもの心身の健康を守りたいと考えているご家族の子ども
  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   *ただし成田空港までの往復交通費等、日本での諸費用については各自にて負担

健康診断の導入： 
 健康保険証： カルボーニア地方医療公社　
 血液検査： イグレシアス県病院　ガラウ医師
 一般検診： 医療法人Gブロツ　ミクロチテミコ　ヌルキ教授、ミネッリ医師
 甲状腺 エコー検査： カリアリ大学医療法人　トゥヴェーリ医師
 尿測量分析： カリアリ大学物理学部　ランダッチョ教授

食事：
 地元の旬の食材を用いた、手作り料理。
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ステイ中のアクティビティ

「自然」、「豊かな食」、「異文化に触れて視野を広げる」という３テーマを軸に、滞在地特の文化や伝統を反映させて構成。	
また、専門家による指導下、現地の子どもたちと交流をしながらの活動をモットーにしています。

-	基本習慣アクティビティ	-

● 日常ワーク　-　洗濯から共有スペースの掃除など
● オルト・ラボ 　-　ハーブを育てよう！
● プール
● ビーチ遊び　-　サルデーニャ島ならではの美しいビーチ！
● ズンバを踊ろう　-　地元の子どもたちと一緒に！

● 水遊び 
● クリエイティブ・ラボ
● キッチン・ラボ　ピッツァ・バジリコ・ペースト
● 国際交流　-　習字と折り紙ラボ
● 家族とスカイプ （毎週日曜日）　
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-	課外プログラム	-

● ドムスノーヴァス市内を散歩　-　地元の子どもたちと一緒に！
● サン・ジョヴァンニ洞窟の探索
● 森でピクニック
● 子どものお祭り　-　みんなでつながろう！
● はちみつラボ

● ミニサッカートーナメント　-　第一回アンジェロ・サッタ記念杯
● テラアルバのサッカーチームと試合
● バスケットをやってみよう　-　地元の子どもたちと一緒に！
● クスクサ牧場での乗馬体験、伝統パン作り
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ありがとうパーティ

ステイ終了を告げるパーティーを子どもたちが主催。お世話になった地元の
方々を招き、習得した料理、ダンスや歌などを披露。イタリアで体験、習得した
ことの集大成です。
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身体的効果：
 体が引き締まった、体力・持久力がついた、
 バランスのよい食事習慣がついた （保護者アンケートより）。
　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　
精神面での効果：
 表情がより明るく豊かに。 自分に自信を持ち、積極性が顕著に。
 集団生活の中で、人に対する優しさや思いやりの大切さを学んだ。
 保養参加前は依存心が強かったが、自立心が育った （保護者アンケートより）。

尿検査結果： 
 カリアリ大学放射線物理学部にて尿内の放射線量を測定
 （保養開始直後と保養終了直前に子ども一人あたり約500mlの尿を集め、
   核分裂によって生成するセシウム137を測量）
	 16人中、7人からセシウム137が検出
	 保養終了直前には大幅に減少（平均濃度は84.3％減少）、5人は完全に非検出となる
 
 （例）  ステイ開始時  ステイ終了直前
 サンプル8番 セシウム137濃度 0.00020	 →	 0.00000	Bq/g
　 サンプル13番 セシウム137濃度 0.00022	 →	 0.00000	Bq/g

健康診断結果：
 甲状腺エコー 初期甲状腺疾患疑い	 75％	（そのうち慢性甲状腺炎の疑い 16％）
 血液検査 甲状腺機能障害の疑い	16％

協力機関：
 一般検診 州都カリアリ医療法人ミクロチテミコ小児科
 甲状腺エコー検査 州都カリアリ医大病院放射線科
 血液検査 カルボニア県病院

検査結果は、今後の子どもたちの健康管理の目安に活用できるよう、データと診断書ともに
保護者に直接報告。 また、これらをもとに今後の定期的な医療検査受診と転地保養への
参加を促すことができました。

一ヶ月保養の効果
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ご家族からの感想

●	Aちゃん	5年生　お母様より
海に行って砂遊びしたり、波にキャーキャー言ってさわいだり、魚の泳ぐ姿をじかに見たり、福島では、なかなか
できない事もさせて頂いて感動しました。 これからいろいろなことに自分や友だちと試行錯誤しながら大きく
なってほしいと思います。
この経験は、宝になると思います。 また、いろんな国、人とつながって欲しいと思います。

●	B君	5年生　お母様より
B本人に対して不安でいっぱいでした！！でも日に日にBが友だちと遊んでいる笑顔が見れて安心しました。
ここでBは第一歩大人になるんだなーと思いながら出発前は見送りで涙が止まりませんでした。 このオルトに
参加して本当良かった！！！と思っております。 私たち、家族も強くなりました。

●	C君	3年生		お母様より
イタリアでの思い出、アメデオさんの事、ステファノさんの事をたくさん話してくれます。Cは、4歳になる少し前に
被災しました。 私たち家族は、平成23年3月16日に富岡町（福島第一原発と福島第二原発の間の町）に購入
した家に、引っ越し寸前で被災しました。
当時は、住民票が富岡町に無いということで、賠償の対象にならず、夫は原発作業員、アパートの家賃、購入した
家の住宅ローン、私のおなかには三男が、七カ月で妊娠中で、不安な日々を過ごしておりました。
相馬市の生活も、放射能が気になり、外での遊びなどは一切させませんでした。そのせいか、Cは積極的に外に
出なくなり、肥満気味になってしまいました。 もっと体を使って遊んで、楽しさを知って欲しいと、今回のサマー
ステイに参加させて頂きました。
今後、Cが日本での生活で、イタリアで学んだこと、感じた事を、惜しみなく発揮してくれることを信じたいと
思います。

●	D君	12歳　お母様より　
以前より、強く優しくなりました。 出発前は、トラブルに関して面倒な事や人に対してズルをすることが一番だと
思っていたようですが、オルトスタッフの皆さん、イタリアで初めて出会う、数多くの住民の皆さんに親切にされて
考えが変わったようです。
一ヶ月のステイは長いかなと思いましたが、子どもが自分の状況を理解し集団生活に慣れ、より良い集団生活に
進めていき、そして余裕が出て楽しむまでには必要なのだと思いました。 子どもはもちろん親の気持ちも日を
追うにつれて変化していくのを実感しました。 一ヶ月ステイの貴重な体験で子も親も心身の保養だけでなく、
数多くのものをいただきました。
本当にありがとうございました。
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カーサ・オルト - イタリアのみんなの家 2016    主要支援者の紹介

日本のパートナー 後援

NPO法人
ピース・プロジェクト

www.peace-project.net

ミラリジャパン
www.mirarijapan.com

ルクゾティカ	グループ
www.luxottica.com

欧州委員会（イタリア）
ec.europa.eu/italy

協賛

メインスポンサー スポンサー

サルデーニャ州
www.regione.sardegna.it

ミラノ市
www.comune.milano.it

フェニキア市連合
www.unionecomunifenici.it

ドムスノヴァス市
www.comune.

domusnovas.ci.it

ウニクレジット財団
www.unicreditfoun-

dation.org

（社会福祉協同組合）
グリージョ・アズッラ
www.grigioazzurra.it

Hope	and	Love
for	Japan

hopeandloveparis.org

ペイパル
www.paypal.com/it

シリコンバレー
コミュニティー財団

www.siliconvalleycf.org

www.peace-project.net
www.mirarijapan.com
www.luxottica.com
ec.europa.eu/italy
www.regione.sardegna.it
www.comune.milano.it
www.unionecomunifenici.it
www.comune.domusnovas.ci.it
www.comune.domusnovas.ci.it
www.unicreditfoundation.org
www.unicreditfoundation.org
www.grigioazzurra.it
hopeandloveparis.org
www.paypal.com/it
www.siliconvalleycf.org
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協賛

スペシャルサンクス

カルボーニア地方医療公社
www.aslcarbonia.it

* 健康保険証
血液検査

医療法人	Gブロツ
www.aobrotzu.it

* 一般検診

カリアリ大学医療法人
www.aoucagliari.it

* エコー検診

BunBunFilms
kamanaka.com

* 映画
募金活動

エルダ・マゾッキ・
スカルツェッラ協会

it-it.facebook.com/associazione-
eldamazzocchiscarzella

* 各種協力

ソリーディ・エ・ヴィーヴィ協会
* 子どものお祭り招待

各種協力

ヴェネツィア	
カ・フォスカリ大学

アジア北アフリカ研究学部
www.unive.it/dsaam

* インターンシップ制度

トリノ大学	外国語外国文学
現代文化学部

www.dipartimentolingue.
unito.it

* 上映会

カリアリ大学	物理学部
www.dsf.unica.it

* 尿測量分析

イタリアンズ	フォー	東北
m.facebook.com/Italians-

For-Tohoku
* 寄付

南相馬教育委員会

在日イタリア商工会議所
www.iccj.or.jp

* 寄付

ジャッポーネ	イン	
イタリア	文化協会

www.giapponeinitalia.org
* プロモーション

LUSH	Italiaドムス・デ・ルナ財団
www.domusdeluna.it
* 昼食招待 各種協力

www.aslcarbonia.it
www.aobrotzu.it
www.aoucagliari.it
kamanaka.com
it-it.facebook.com/associazioneeldamazzocchiscarzella
it-it.facebook.com/associazioneeldamazzocchiscarzella
www.unive.it/dsaam
www.dipartimentolingue.unito.it
www.dipartimentolingue.unito.it
www.dsf.unica.it
m.facebook.com/Italians
www.iccj.or.jp
www.giapponeinitalia.org
www.domusdeluna.it
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協賛

テクニカルスポンサー

ASD	ヌオーヴァ・
テッラルバ・サッカー

* サッカーラボ

マルチスポーツクラブ
「サン・ジョバンニ洞窟」

* バスケットボール体験

カーサ・エマウス・
イグレシアス

www.casaemmausiglesias.it
* 野菜

トータル・ボディ	NC
* ダンス・ラボ

民間伝承グループ
サンティニャツィオ
ドムスノヴァス

domusnovasfolk.altervista.org
* パスタ作り体験

文化協会
「おじいちゃん・おばあちゃん」
www.facebook.com/Associazione-Non-
nie-Domusnovas-539268469457611

* オルトラボ　各種協力

ビオムーラ
www.biomura.com

* 菜園用野菜苗

ベッド＋アート
www.bedpiuart.com
* イベント　各種協力

ベルサリエーリ・
ドムスノーヴァス

www.bersaglieri.net/presiden-
za-di-sezione-domusnovas

* イベント

コルディレッティ・
オリスターノ

www.oristano.coldiretti.it
* 野菜　果物
オリーブオイル

協同組合カルタ
* 魚

パスティフィーチョ・
フラテッリ・チェッリーノ

www.pastacellino.it
* パスタ 　ラスク

マルッビウ市
www.comune.marrubiu.or.it

* 倉庫

クリスティアーノ・
デ=リカルディス
* オリーブオイル

ドリアノーヴァ
www.cantinedidolia-

nova.it
* ワイン

ファルキ
www.aziendafalchi.it

* イタリア米

ドムスアピ養蜂
www.facebook.com/Domu-

sapi-367696930063182
* はちみつラボ

各種協力

クスクサ農場
web.tiscali.it/cuscusa

* 乗馬体験

デッシ・ジェルヴァジ
オ・オリーブオイル
* オリーブオイル

グエルゾーニ
www.guerzoni.com

* オーガニック
バルサミコ酢

フェジェール
www.feger.it

* トマト
トマト関連製品

www.casaemmausiglesias.it
domusnovasfolk.altervista.org
www.facebook.com/Associazione
www.biomura.com
www.bedpiuart.com
www.bersaglieri.net/presidenza
www.bersaglieri.net/presidenza
www.oristano.coldiretti.it
www.pastacellino.it
www.comune.marrubiu.or.it
www.cantinedidolianova.it
www.cantinedidolianova.it
www.aziendafalchi.it
www.facebook.com/Domusapi
www.facebook.com/Domusapi
web.tiscali.it/cuscusa
www.guerzoni.com
www.feger.it
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協賛

テクニカルスポンサー

マチェレリア
フラテッリ・ムッル

* 肉

ニエッドゥ
www.nieddu.it

* 運送

ヌオーヴァ・タロス
・フルーツ

www.tharrosfruit.it
* 野菜　果物

オルト・セスツ
 www.ortosestu.it

* 野菜

オルト・シネルジコ
www.facebook.com/

salvatore.porta
* オルトラボ

ポンティス
www.consorziopontis.net

* 魚

ポポロ屋
www.poporoya-

milano.com
* 日本米

民間保全協会
* 各種協力

リーゾリスターノ
www.risoristano.it

* イタリア米

サ・マリゴーザ
www.samarigosa.it

* 野菜　果物

サルデーニア・
トラベル・サービス

www.sardiniatravelservice.it
* バスサービス

ウェブスシ
websushi.it

* サイトテクニカルサポート

テッラ・ビオ
www.terrabio.eu

* 豆類

タロス・ペスカ・
ディ・ピーノ・スパヌ

www.gustipregiati.com
* ボッタルガ

湘南ジャーナル
www.shonan-journal.com

* うちわ

ドムスノヴァス洞窟研究会
it-it.facebook.com/groups/
speleoclubdomusnovas

* 洞窟探検ラボ

ユニオントレード
www.iniontrade.it

* 食品

SEC	オート
www.secauto.it

* 車貸与

飯尾醸造
www.iio-jozo.co.jp

* 酢

www.nieddu.it
www.tharrosfruit.it
www.ortosestu.it
www.facebook.com/salvatore.porta
www.facebook.com/salvatore.porta
www.consorziopontis.net
www.poporoyamilano.com
www.poporoyamilano.com
www.risoristano.it
www.samarigosa.it
www.sardiniatravelservice.it
websushi.it
www.terrabio.eu
www.gustipregiati.com
www.shonan-journal.com
it-it.facebook.com/groups/speleoclubdomusnovas
it-it.facebook.com/groups/speleoclubdomusnovas
www.iniontrade.it
www.secauto.it
www.iio-jozo.co.jp
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フレンズ

Eos Coop 
Fondo Ikuko Higuchi
International School of Milan
L’Isola della Speranza
Nipponica
One World Cagliari
Orizzonti Internazionali
Sapore di Sardegna SABORES
Skinwear
Wtree
Yoshin Ryu

Maria Luisa Arena
Fausta Argnani
Marika Adele Campisi
Giorgia Casarecciu
Marco Castellazzi
Giulia Cavicchioli
Eleonora Contessi
Valentina De Biasio
Carla Deidda
Veronica De Pieri
Helga e Giuseppe Di Chiara
Serena Ferrero
Noriko Fukuda
Fabio Gargiulo
Saiko Hirano
Saiko Hoshino
Eri Ijima
Yoshifumi Inokuchi
Sumiko Inokuchi
Eriko Iso
Itaru Ito
Toshiko Ito

Yumiko Iwata
Yuko Kajii
Kumiko Kamino
Motoko Kashihara
Eko Kita
Naoko Kuga
Sayuu Kobayashi
Hisako Koga
Massimiliano Littarru
Stefano Locati
Alice Madau
Syoko Maedagawa
Annalisa Maniscalco
Akiko Matsumoto
Maria Carmela Mereu
Yoshiko Misawa
Sayaka Miyamoto
Martina Mori
Masuko Morishita
Sachiko Mizoguchi
Motoko Nakajima
Shinji Nakao

Etsuko Nakayama 
Yoshie Nishioka 
Miyuki Okayama
Noriko Oohata
Asuka Ozumi
Antonietta Pastore
Giuseppe Perretta
Mattia Pellizzari
Delfino Porcu Mori
Cristina Romano
Marina Presti
Paola Ruvioli
Kayato Senbokuya
Antonio Seu
Saki Shimokawa
Tomoko Shintani
Egidio Sormani
Anna Specchio
Martina Scquizzato
Irene Starace
Makiko Sugioka
Ikuko e Mari Sugiyama

Tamami Sumi
Akane Suzuki
Etsuko Tamura
Noriko Tamura
Tomoko Teraoka
Aldo Tollini
Kumiko Tsuchihashi
Haruko Uchimoto
Hatsumi Ueda
Misao Ueki
Kaori Uemura
Monika Varga
Asako Watanabe
Setsuko Watanabe
Yuriko Yamagisi
Midori Yasuda
Mari Yokota 
Sanae Yokota
Sayaka Yokozawa
Momoko Yoshida
Giorgia Zedda

テクニカルスポンサー

パトリツィア・アルバネーゼ （車貸与）
ガブリエレ・バシュ （施設　昼食招待）
アンドレア・コルティ （プロジェクター CDプレイヤー貸与）
アントニオ・モンテ （オリーブオイル）
アーロン・ムルジャ （各種協力）

ガブリエラ・ピツツィアンティ （キッチンラボ　パン）
ジャン・ピエトロ・ピッパ （農学コンサルタント 車貸与）
シルベストロ・ピス （各種協力）
アルビーノ・プッローニ　ルチア・マスティーニ （カラザウパン　豚肉）
リンダ・サバ （パニーニ）
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2016年　メディア掲載記事 （一部抜粋 2015.10.1 - 2016.9.30）
『Make me feed』 （ウェブマガジン）
ドキュメンタリー映画	『小さき声のカノン』	上映
2016年３月４日　http://bit.ly/2016ods12

ミラノ市 （ウェブサイト） 
ミラノ市アーバンセンターにて	『小さき声のカノン』	上映
2016年３月８日

『Freesia』 （ウェブマガジン）
子供たちの未来を育むイタリアと日本の優しいつながり
2016年３月15日　http://bit.ly/2016ods03

カ・フォスカリ大学ヴェネチア （ウェブサイト）
オルト・デイ・ソーニ：活動とプロジェクト
2016年３月27日

『Passione』 （アリタリア航空機内誌）
オルト・デイ・ソーニ	“イタリア発、福島の子どもたちの
元気と夢を育むプロジェクト”
2016年４月１日

Tottusinpari （ウェブマガジン）
福島の子どもたちがサルデーニャ島へ：オルト・デイ・ソーニと
ともに、放射能にさらされる小さな命に笑顔をプレゼント
2016年４月14日　http://bit.ly/2016ods06

Photo: Orto dei Sogni

Information
社会貢献事業振興団体 (No profit )
Orto dei Sogni
オルト・デイ・ソーニ（夢を育む小さな畑）
～自然との共生、心身を育む食、
異文化に触れ視野を広げる子ども教育支援～
http://www.ortodeisogni.org

＊＊参加対象者は、福島県在住で様々な理由から移
住や留学ができない小学校３～６年生、異文化での
1ヶ月保養を経験したいと自ら願う子どもたち。選考に
は書類審査、作文及び面接あり。

イタリア語で「夢を育む小さな畑」を意味する『オルト・デイ・
ソーニ』。2011年3月11日の東日本大震災直後、「イタリアで
日本の被災地の子どもたちのためにできることは何か？」と
いう問いを原点に、イタリア在住の日本人有志と日本を愛す
るイタリア人たちによって設立されたプロジェクトだ。

　東日本大震災の被災地、福島の子どもたちの健康とグ
ローバルな成長を応援する『オルト・デイ・ソーニ』。ボラ
ンティアスタッフのみで構成された非営利な活動団体だ。
２０１２年より、手つかずの自然に恵まれたサルデーニャ島
内で毎年夏の一か月間、福島の被災家庭の子どもたちを
対象に転地保養プログラムを実施している。
　子どもたちを放射能の不安から解放し、自然の中での
びのびと過ごす時間を提供し、よく笑い、よく食べ、よく
遊ぶことで免疫力の向上と健康の維持を促すことを目的
したこのプロジェクト。全額無償で提供されるステイ参加
者は福島県内の最も放射線量の高い地域の８～１２歳の
子どもたちを主な対象としている。
　同プロジェクトのもうひとつの柱は、日本とイタリアの
子どもたちの国際交流。二つの国が持つ豊かな文化や精
神に触れ合う貴重な体験を通して子どもたちが自立して

ゆくことを願う。滞在中のプログラムも現地の伝統文化や
生活習慣に触れながら、両国の子どもたちが自然な形で文
化交流に親しめるようなアクテビティが中心となっている。
　掃除・洗濯、畑の世話などの基本生活におけるルーティ
ンワーク、手作りの食のおいしさや楽しみを味わうキッチ
ンラボ、想像力と好奇心を育てるクリエイティブラボなど、
イタリアらしい色彩感とワクワク感にあふれた異文化での
共同生活は、子どもたちに夢と希望だけではなく、さまざ
まな困難に立ち向かう勇気と逞しさをも育むという。
　そして、何よりもサルデーニャの雄大な自然を体感できる
海遊びや動物とのふれあい。満点の星空の下でのキャンプ
生活や地元の子どもたちとの遊びを通して、地球の美しさ
や自然の愛おしさ、そして仲間と共に生きる喜びをその小
さな胸いっぱいに受けとめているに違いない。

APR - JUN

オルト・デイ・ソーニ
“イタリア発、福島の子どもたちの

 元気と夢を育むプロジェクト”

寄付のお願い
オルト・デイ・ソーニの活動は、皆さまの温かい
ご支援に支えられています。詳しくは公式サ
イト、もしくは下記までお問い合わせください。
e-mai l: info@ortodeisogni.org

24

http://bit.ly/2016ods12
http://bit.ly/2016ods03
http://bit.ly/2016ods06
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『ラ・スタンパ』 紙 Torino Sette （ウェブマガジン）
大講義室にて福島原発事故についての映画上映
2016年４月26日　http://bit.ly/2016ods13

『ラ・レプッブリカ』紙 （日刊紙）
3.11原発事故後の福島での生活　鎌仲監督のまなざし
2016年４月26日

IllaTV （ウェブマガジン）
映画『小さき声のカノン』上映
2016年６月20日　http://bit.ly/2016ods14

La Nuova sardegna 『新サルデーニャ』 （ウェブマガジン）
福島の子どもたちが16名、カリアリ市で検診
2016年８月１日　http://bit.ly/2016ods08

イタリア国営放送 サルデーニャ地方局ニュース （テレビ）
2016年８月１日

カリアリ Casteddu Online （ウェブマガジン）
カリアリ市サン・ジョヴァンニ大学病院にて、
福島の子どもたち16名が検診
2016年８月１日　http://bit.ly/2016ods04

http://bit.ly/2016ods13
http://bit.ly/2016ods14
http://bit.ly/2016ods08
http://bit.ly/2016ods04
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Sardinia Post.it （ウェブマガジン）
福島の子どもたちを島へ招待	：	海、検診そして助け合い
2016年８月２日　http://bit.ly/2016ods05

『VIDEOLINA』 （テレビ）
福島からドムスノバス市へ。	放射能から解放される夏休み
2016年８月15日　http://bit.ly/2016ods09

『ジモトのココロ 』（ウェブマガジン）
忘れられない夏。	福島の子どもたちがイタリアの島に
サマーステイ
2016年８月15日　http://bit.ly/2016ods02

『サルデーニャ・レポーター』 （ウェブマガジン）
オルト・デイ・ソーニの子どもたち、
サルデーニャ島に別れを告げる
2016年８月18日　http://bit.ly/2016ods07

『ブリッサ』 （ウェブマガジン）
海を愛する湘南出身の姉妹がふくしまの子どもたちの
ために立ち上げた「みんなの家」
2016年９月５日　http://bit.ly/2016ods10

『Vogue』 紙日本版 （ウェブマガジン）
	“オーガニック”、”サステイナブル”	な衣食住のブランドの
イベント開催！チャリティ・クリスマスギフト	売上寄付先は
「オルト・デイ・ソーニ」	
2015年１１月29日　http://bit.ly/2016ods11

Post.it
http://bit.ly/2016ods05
http://bit.ly/2016ods09
http://bit.ly/2016ods02
http://bit.ly/2016ods07
http://bit.ly/2016ods10
http://bit.ly/2016ods11
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2017年サマーステイ 概要（予定）

イタリア発、福島の子どもたちの元気と夢を育むプロジェクト
「カーサ・オルト	-	イタリアのみんなの家」	2017

開催場所：
 未定
 
福島より招待の子ども達：
 人数　20名
 年齢　8～12歳
 
開催時期：
 2017年7月22日～8月19日 （日本到着）
 
目標募金額：
 20,000～25,000 ユーロ
 
日本でのパートナー：
 NPO法人ピースプロジェクト


