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はじめに 
 
イタリア、日本両国の多くのみなさまの温かいご寄付とご支援のもと、東日本大震災の被災地、福島の子どもたちを 
イタリア・サルデーニャ島へ招き、今夏１ヶ月間におよぶ転地保養プログラムを実行、無事に終了させることができました。　 
オルト・デイ・ソーニ  メンバー 一同、心より感謝申し上げます。 
 
第一年目の参加者は、福島県からの12人の小学生となりました。 
放射能被爆から逃れられなかった子、大人たちを取り巻く複雑な社会的要因のために高い放射線地域に現在も留まる子、 
屋外で思い切り遊ぶことを諦めてしまった子、未来を夢みることに自信を失いかけいてる子、新たな世界を探し求めている子。 
 
彼らは、初めて親元から長期離れて過ごす緊張、初めて訪れる外国での生活への不安をよそに、本来子どもだちが備えた 
限りないエネルギー、好奇心、柔軟性を生き生きと蘇らせ、放射能を気にせずに普通に時を過ごせることの幸せ、 
生きることの喜び、地球がとても大きな世界であることの驚きを、全身で表現していました。 
 
イタリアの豊かさに裏打ちされた滋養の高い食の摂取、対自然の遊び、人間味溢れる人々との触れ合い、 
そして我々の協会ならではのリズミカルな自然の中での暮らし、動物との触れ合い等を通し、 
子どもたちは、食欲旺盛、好奇心旺盛、みるみると目の輝きを増して行きました。 
「いつか外国に留学をしたい」、「また必ずイタリアに戻ってくる」、「こういう活動を将来手伝いたい」・・・・・ 
そんな彼らの言葉の数々が、私たちの社会における、未来の大きな光となることを信じて止みません。 
 
私たちの活動は、「オルト＝小さな畑」に「夢」という種まきをすること。 
大自然の中で、様々な新発見という肥料を与えながら、子どもたちが個性豊かに、強くしなやかに育つお手伝いをすること。 
本来備えている子どもらしさ、将来を夢見る力をみなぎらせること。 
そして、彼らのたくましく、前向きなエネルギーが、彼らを取り巻く社会をも健康に導く光となることを願って。　 
 
子どもたちに、未来に響く貴重な経験を与えて下さり、本当にありがとうございました。 
これからも皆さまの温かいご支援、応援を宜しくお願い申し上げます。  　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オルト・デイ・ソーニ　スタッフ一同 
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主催団体 



ステイ先のマルッビウは人口5千人の小さな町。
海岸まで12km、宿泊施設の背後には自然公園が
広がります。 
　 

宿泊施設 Ostello,di,Zuradili。 
広い敷地内には、遊具のある公園、湧き水が,
飲める水道があります。敷地内に子どもたち,
と一緒に畑を作ります。 
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サマーステイ2012年の概要,
,
,
動機： ,,,,,,,,,,,,,,,東日本大震災の被災地の子どもたちのために、イタリアから直接的かつ効果的に子供たちを支援できる活動,

,,,,,,,,,,,,,,,の探求。一時的な物資の提供ではなく、子どもたちの未来に響く豊かな経験を与えられる活動の実現。,
,
目的：            豊かな食と自然、多様な文化と歴史に基づく風土、ヒューマンな人間性というイタリアの特質を利用し、,

,　       被災地の子どもたちの心身の健康とグローバルな成長を応援する転地保養の実行。,
　, , , ,,
　　　　　　　海外生活未体験の日本の幼い子どもたちにとっては、外国人家庭でのホームステイという限られた領域に,
　　　　　　　おける言語や文化の大差の受け入れは、本来の目的である保養の大敵となるストレスを回避できないだろう、　　　　　,
　　　　　　　と判断。昨年、ホームステイ形式のイタリア保養を行った他団体の経験もふまえ、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る体制を重視。,
　　　　　　　,
日程： , ,2012年7月26日～８月25日 

, ,, 
滞在場所： ,サルディーニャ州、オリスターノ県マルッビウ市「Ostello,di,Zuradili」,(市営宿泊施設）  

集団型保養 
にした理由： 



参加者  :      12名（福島県からの小学生。内３名他県に避難中） 
 　 
      男の子　６名（12歳3名、11歳1名、９歳1名、７歳１名） 
      女の子　６名（12歳2名、10歳1名、９歳１名、７歳2 名） 
   　 
      日本のパートナーであるNPO法人インフォメーションセンターによる 
       下記募集ポリシーに基づき選出； 

  
                       １.　福島県内で、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 
                            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：書類審査と面談による審査 
 
 
 
健康診断の導入:　 ASLオリスターノのサポートによるカリアリ市での健康診断 

          (一般検診、血液検査、エコー検査、尿検査) 
  
 
 
食事:    　　地元の旬の食材を用いた健康増進に適した手作り料理。 

   　　日本/イタリアの調理法をミックスさせたメニュー。 
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参加費:　　　　　  無料   (日本国内の移動交通費を除く） 



Orto dei Sogni 

Nature� Global#
Growth�Food�

Orto dei Sogni –&とは、「夢を育む小さな畑」を意味します。 
協会キャッチフレーズ＜Childrens’ education to Nature, Food and Global Growth＞にもあるよう、,

私たちは 「Nature」、「Food」、「Global Growth」 の３つを活動の軸にしています。,
,
 

ステイ中のプログラム・コンセプト,
,
ポイント：心身の健康の向上　&

,　 　（リラックス、子供らしい生活、健康的な食事、デトックス/免疫力向上、汚染からの精神的/肉体的保護),

&「自然との共生」 &「食育」 「地球人としての成長」 
自然への敬意と脅威の再認識,

＊自然と自らのリンク 
＊身体と心のバランス取り 

健康的な食の提案  
＊自然、旬の味覚 

＊手づくりの温もりと美味しさ 
＊食を囲み、分かち合う喜び 

多様な価値観や文化の体感,
＊個性・自主性の成長 

＊夢みる力、広い視野の獲得 

サマーステイのプログラムも、これらの３つの軸を元に構成しています。 
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《習慣プログラム》　,
ポイント：生活リズムを与えるプログラム 。目的をもって進行させるプログラム。,
,
「畑仕事」日課 ,
畑作りから食卓まで。子どもが個人の畑の区分を有し、自ら畑を管理し、収穫した食材で料理*をし、食します。,
,
＊ 料理は下記 料理レッスンの他、希望者による日々のキッチンでの調理の手伝いも日課にしました。,
＊ 時期的に畑からの収穫が限られるため、近所の農園や畑への収穫に出かけることもプログラムにいれました。,
,

「鶏の世話」日課,
健康食品の本質を大切に、自然サイクルに着目をしたナチュラルな養鶏プロジェクトを推進する「I,nidi,di,Mamma,
Chioccia」の全面支援により、放し飼いスタイルの鶏小屋を宿泊施設内に設置。自由に暮らす鶏を当番制で世話し、
卵を頂き、自然のサイクル、生き物への敬意を学びます。,
,

「馬との触れ合い」週２回,
古代ローマ帝国時代に遡る乗馬療法に着目し、馬の島といわれるサルディーニャにて、乗馬レッスン。,
馬との触れ合いを通し、動物を介した自然との関わり、生き物への敬意を学びます。,
,

「料理レッスン」計４回,
イタリアステイが非日常的なものでなく、日本における毎日の生活へ続く経験となるよう、ステイ中の料理の一部
を習い、日本の家庭でも作れ、食せるようにします。また、料理の楽しさ、皆で食す喜びを経験する機会とします。,
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「ビーチ遊び」週３~4回 
太陽と潮風のもと、思いっきり自然に身を任せて遊びます。 
海からのヨウドをいっぱい吸収。ディトックス効果の高い、
泥のビーチや砂風呂も経験します。海で生息する魚や貝も
間近で目にしながら、大いなる海での時間を過ごします。 
 
「サルデーニャ島の伝統ダンスレッスン」週２回 
人と人を繋ぐ、みんなで完成させるという素晴らしさ、 
楽しみを分かち合う喜び、をサルデーニャのダンスが 
教えてくれます。またこのダンスを通じて、サルデーニャ 
の文化や歴史を体感しながら学びます。イタリア人の子ど 
もたちも参加します。 
 
「現地の子供たちとの交流」 
「遊びという万国共通言語」のもと、ステイ中のプロ 
グラムはイタリア人の子ども達を巻き込んでゆきます。 
言葉は通じなくても、気持ちは通じ合えること、楽しさを
分かち合えることを実感。遊びながら、国際交流を体験し
ます。 



《課外プログラム》 

＊ 遺跡見学,vo.l,1,: , ,　　 　     ローマ帝国時代の公共浴場跡「Fordongianus（フォルドンジャヌス)」。,
,

＊ 遺跡見学,vol.,2,: , , ,,,,,先住民の住居跡「ヌラーゲ」と紀元前2000~3000年の先史時代の墓「トンバ・デイ･ジガンティ」 。,
,

＊ シッディ市主催「食のお祭り」：　シッディ市より招待（昼食会、伝統パスタ作りに参加、鳥の博物館見学）。,
,

＊ 海亀を戻す活動見学：　　　 ,,,,,CReS,によるオーガナイズ,
, , , , ,,,,,www.areamarinasinis.it/it/attivita/cresJcentroJdiJrecuperoJdelJsinis/index.aspx?m=53&did=1665,

,,,,,,

＊アルボレア牛乳A3社工場見学：        乳製品提供スポンサーの工場見学。乳製品ができるまでの工程を酪農家への訪問から見学。 ,,
,

＊ 農園での野菜収穫：　　 ,,,,,,NPO団体I,comunita,il,seme,cooperativa,sociale,ONLUSが運営する農園で野菜収穫のお手伝い。,
, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,　http://comunitailseme.altervista.org/,
, , , , , , , , ,,

＊地元の人たちとの食事会：        　地元の有名な馬のお祭り「サルティリア」の騎手でもある地元有志主催の夕食会に招待。,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ,,,,島伝統の馬車への乗車も初体験。,
,

＊お祭り・サルティリエッタ： ,,,　オリスターノ市、トッレグランデ地域で行われた馬の夏祭り。,
, , , , ,,　・オリスターノ市による昼食招待,
, , , , ,,　・ガリバルディーニ・ディ・オリスターノによるギャラリー席での祭り鑑賞への招待,

,

＊ ゴルフ体験 ： , , ,,,,,,,地球環境や自然の生態系に配慮したゴルフリゾート「Is,Arenas」から子どもレッスンの招待。,
, , , , ,,,　www.isarenas.it/,

,

＊Dottore,Clownと遊ぼう： ,,,,,笑いと楽しさで子どもたちを元気づけるため、世界中を旅する道化師「Clown,One,Italia,ONLUS」。,
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 パッチアダムスとして知られる、ピエロたちとの遊びとワークショップ。www.clowns.it,
,

, , , , ,,
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「馬との触れ合い」 
 
朝一番、7:30から乗馬レッスンがスタート。 
お世話になったスポンサーの１つ、ホース
カントリーは、ヨーロッパNo.3の規模を
誇る乗馬施設。馬との接触の仕方から、速
足まで習得することができました。早朝の
気持ちよい空気の中、 子どもたちはゆっ
たりと優しい時間を過ごしました。 

宿泊施設の庭に畑を作りました。スポンサーの１社である有機農園BIO MURAから、
野菜の苗を頂き、自ら苗植え。朝食、夕食を食す前に、畑のチェック、水あげです。 

「畑仕事」 

9 

現地でのプログラムの様子 

「鶏の世話」 
リサイクルした素材で作り上げた素朴な小屋にやってきた３匹の鶏たち。３人 
グループの交代制で日々鶏当番をしました。収穫した卵はもちろん料理に利用。 
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「現地の子供たちとの交流」 
 
ビーチ遊び、料理レッスン、ダン
ス、課外プログラム、そして普
段の食事や遊びタイムにも現地
の子どもたちが参加しました。 

「ビーチ遊び」 
 
島にたくさんある個性的な海岸に訪れま
した。海外の特徴をもった遊びも満喫。
デトックスにも良いといわれる砂風呂や
タラソテラピーも楽しみました。 

「料理レッスン」 
 
プロのピッツァ職人やシェフを招いた料
理レッスンに、みんな目を輝かせました。
また、普段の食事の準備にも、子どもた
ちは積極的に参加。遊びの延長で、沢山
の料理の知識や技術を身につけました。 

「サルデーニャ伝統ダンスレッスン」 
 
身障者や小さな子どもを対象にしたダン
ステラピーもしていた先生のもと、伝統
ダンスの他ヒップホップモンスも導入。
子どもたちは音楽がもつエネルギー、リ
ズムにのって体を動かすことに大興奮。
心身へのポジティブな効果を感じました。 



どんなミッション？ 
 

「’’スローフード・パーティ’’ を子どもたちが主催」 

１ヶ月を通し、習慣的プログラムにて習得、体験、学んできたことを、今回のサマーステイでお世話になった 
方々へ、このスローフード・パーティにて一気にお披露目をする、というものです。 

招待客は、このサマーステイ実現にご協力を頂いたスポンサーや、地元のサポーター、ボランティアの皆さん。 
皆さんへの感謝の気持ちスローフードパーティに託すのです。 

 
自ら育て、収穫した食材を使い、習得した料理の知識とテクニックを用い、 

子どもたちによるメニューでもてなします。 
また、これまで習ってきたサルディーニャ・ダンスもここでお披露目です。 

この目的＝スロフードパーティ主催に向かって、子どもたちが日々楽しみながら、がんばる、 というスタイル。 
子どもたちによる仲間たちのための温かく、スローな食のパーティ。 
素朴ながらも、美味しく、にぎやかなパーティとなりました。 

プログラムにおけるミッション&
,

これら習慣プログラムの背景には、,
子どもたちに課された,

ミッション（目的）が存在しています,
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Slow,Food,Party,22nd,Aug,2012,
スローフードパーティの模様 
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１ヶ月保養の効果 
身体的効果：　　血液再検査12人中計2人　20日間で大幅に値が改善,
　　　　　　　　　１週目の鼻血を出した子ども　約40%,→　2週目より、ほぼゼロに。,

, , , ,*放射線量については結果待ち　（尿検査計２回：到着時、その２週間後）,
　　　　　　　　,
精神面での効果：暗く固い表情から、生き生きと明るい豊かな表情に。より子供らしく、おおらかに。,
　　　　　　　　　 社交的、積極的に。好奇心、視野の拡大。精神的に強く、逞しく。,

子ども達の言葉集：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,

「ねぇねぇ、どうしてイタリアの人ってこんなに優しいの？大人も笑ってる人が多い」　M君12歳 

「いつか、オルト・デイ・ソーニの活動を手伝えるようになりたい」H君11歳 

「こんな綺麗な海、見たことがない！」,D君8歳 

「いつか絶対戻ってくる」、「イタリアが出てくるテレビ番組に反応」（帰国後、ご両親より）　Hちゃん７歳 

「放射能を気にせずに、１ヶ月過ごせて有り難かった 」Rちゃん12歳 

「僕、ずっとイタリアにいたいな」K君12歳 

「英語が習いたい」（帰国後お母様に）　Tちゃん11歳 

「将来は、外国で勉強する」M君12歳 

「イタリアで食べたお料理はすべて真心こもっていて、美味しかった」H君11歳 
（宿泊施設で水が出ないことがあった後）「水の大切さが判りました」Rちゃん12歳 

13�
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ご家族からの感想：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
●M君 12歳　お父様より 
「福島駅に迎えに行き、約一か月ぶりに会う息子の顔は、疲れてはいたものの何か充実したような表情でした。 
　祖父母たちへお土産話をしているときも同じです。イタリアで経験した数々の事や、おいしかった食事のこと 
　を話すMは出発前とは明らかに違うものでした。　～　もともと日本の学校なんて行きたくないと言っていた 
　Mですが、将来は海外へ留学したいそうです。」 
 
 
●Mちゃん10歳　お母様より 
「Mが帰ってきたときの第一声は、楽しかった！もっと居たかった！また行きたい！でした。笑顔いっぱいで。  
  Mは、とても明るくなりました。親として、とても嬉しいことです。毎日、いろんな話しをしてくれます」 
 
 
●H君 12歳　お母様より 
「イタリアの方々が、毎日子供を大切にしてくださり、温かく関わってくださったことが帰国したHをみて感じ 
ました。先ほど１９時５０分に郡山駅に到着したHは、とても大人になったようでした。また、皆さんによくし 
ていただき涙をこらえてのお別れでした。夕食時にはイタリアでの優しい方を思い出し、うつ伏せになり泣き出 
してしまいました。その後入浴して落ち着きました。日焼けをして、たくさんおいしいお料理を食べさせて 
いただき、健康的な１か月を過ごさせて頂いたことに、親として本当にありがたいです。 
今回の多くの方の善意や真心を大切にして、Hにも人のために自分のできることを誠意をもってできるようにな 
ってほしいと願っております。」 
 
 
●K君　12歳　お父様より 
「昨日、日曜日に息子が「リッコタチーズのラビリオ」の料理を主役で作って家族にごちそうしてくれました。 
生地のねり、のばし、具の詰め方、切り方、ゆで方、皿に配膳、チーズふり、オリーブオイルを調味するまで 
生き生きとやってごちそうしてくれました。腕をふるうとはこのことかと、驚いています。 
イタリアでお世話になったことに本当に感謝してます。いつの日にか息子が恩返しをできればと思います。」 



2012年度 日本のパートナー,
,
NPO法人 インフォメーションセンター 　www.ryufo.com 
虐待を受けた子どもや引きこもりの子どもたちの心の傷を、馬との交流によって癒す活動をはじめ、環境保全や自然教育の,
ための牧場運営を推進。2011年３月の震災以降、日本全国２２カ所に抱える牧場を活用し、被災地の子どものための療養,
キャンプを実施。 

2012年度 後援の紹介 

Patto dei Sindaci�
Un impegno per l’energia sostenibile�

サルディーニャ州自治区 
農業開発地域機関,ミラノ市 オリスターノ州 オリスターノ市 ユニセフ・オリスターノ 

パット・デイ・シンダチ 
再生可能エネルギー推進組織 欧州委員会�

ロータリークラブ・オリスターノ 
ロータリークラブ・平塚湘南 

Con,il,patrocinio,della,,
Rappresentanza,in,Italia 
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アレッシィ 
www.alessi.it,
食器類の提供,

,
 

BIOMURA 
www.biomura.com,
菜園のための苗の提供 

Horse Country 
www.horsecountry.it#
乗馬レッスンの提供 

ミラノ市 
www.comune.milano.it,
活動支援金の提供  

COLDIRETTI,ORISTANO 
www.oristano.coldiretti.it,
野菜、果物の提供の斡旋 

UN.I.,COOP,
www.unicoop.it,

鮮魚の提供先の斡旋 

Moby 
www.moby.it,

移動手段フェリーの提供 

3A,LatteArborea,
www.arborea.it,
乳製品全般の提供 

riso,della,Sardegna 
www.risodellasardegna.it,

お米の提供 

2012年度 スポンサーの紹介 
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OLEIFICIO,,
Giovanni,Matteo,CORRIAS,
www.it.oliocorrias.com,
オリーブオイルの提供 

AVIGLIANO,s.a.s.,
,di,Carmen,Avigliano,

日常消耗品・一般食材の提供,

Centro,Cash,
www.centrocash.net,
一般食品の提供 

Uniontrade,srl,
uniontrade.info,
アジア食材の提供 

Garibaldini,Oristano,
宿泊施設のセキュリ
ティ管理の提供 

I,ferrari 
www.risoiferrari.com,

お米の提供 

HORSE,COUNTRY 
www.horsecountry.it,
乗馬レッスンの提供  
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Articolo21,,2012年3月 Avvenire　2012年3月 

Casa,Famiglia,2012年3月 
Virgilio,WEB,
2012年3月10日 

Vatican,Insider,WEB,
2012年3月 

La,Reppublica,milano,WEB,,
2012年3月 

La,Reppublica,milano,,
2012年3月 

La,Reppublica,,
2012年3月 

Gazzetta　Medio,Campidano,
2012年4月10日 

Tottus,in,Pari,WEB,2012年4
月 

2012年度 メディア掲載資料 
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Corriere,della,Sera,
2012年8月27日 

L’unione,Sarda,
2012年８月８
日 

L’unione,Sarda,
2012年7月29日 

Della,Nuova,Sarda,
2012年7月22日 

Donna,Moderna,
2012年8月22日 

静岡新聞,
2012年7月29日 

福島民報,
2012年7月29日 

福島民友,
2012年7月30日 

福島新聞,
2012年7月29日 

La,Repubblica,,
2012年9月11日 



2013,Orto,dei,Sogni,Summer,Stay,in,Italy,
,
イタリアで子供たちの元気な体と心を育む,
,サマーステイ2013年  概要（予定） 
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開催場所：　 サルディーニャ州、オリスターノ県マルッビウ市,
　　　　　  「Ostello,di,Zuradili」,(2012年と同開催地の予定）,,

募集人数：　,15名前後年齢　8～12歳（福島県在住) 

目標募金額： 40,000～45,000ユーロ 

日本でのパートナー：2012年中に決定予定 

開催時期：    2013年7月27日～8月24日 

当プロジェクト実現のために、皆さまからの募金を開始 
しております。また、支援金収集のための皆さまからの 
アイディア、企画もお待ちしております。 
心温まるご支援をどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
�
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