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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、１ヶ月間におよぶ“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第２回のサマーステイ”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。 
 
２年目にあたる2013年夏の参加者は、福島県の７～13歳までの14名の子供たち。福島第一原発から45kmほどの相馬市を中心
とする12人の小学生と、昨年のプログラムに参加した2名がちびっ子ボランティアとして参加しました。津波で家が流された子、
家の一部破損された子、放射能線量が高いのために非難が必要となり仮設住宅に住む子どもたちなど、地震、津波、そして原発
事故は彼らの暮らしを大きく変えてしまいました。家を失ったり、家族や友だちと離ればなれになったり、外で遊ぶことを制限
されたり、将来に不安を感じたり、と当たり前の子どもの生活が奪われてしまいました。 
 
今回の参加者も、遠いイタリアに来ることを自分の意志で決めた子どもたち。小さいながら勇気ある決断をした彼らも、到着当
初は親元から初めて長期離れて過ごす緊張、外国での生活への不安が表情に少しうかがえました。しかし、昨年の参加者である
ちびっ子ボランティアの助けもあり、すぐに集団生活、イタリアという新しい環境や文化に慣れ、広い敷地を持つ宿泊所、海や
山で大いに遊び、大自然の中を駆け巡り、みるみる子どもらしく輝きはじめました。彼らが本来備えている好奇心をよみがえら
せ、さまざまな考え方があること、地球がとても大きな世界であること、大いに笑いあうことの楽しさ、生きることの歓び、そ
して放射能を気にせずに過ごせる幸せを、全身で表現していました。 
 
「またいつか必ず戻ってくる」、「日本のいいところをイタリアの人たちに知らせたい！」、「イタリアに留学する！」…  福島
の、日本の、世界の未来そのものである子どもたちが、視野を広げ、異文化を感じ、自らの可能性、将来を信じられること、好
奇心をみなぎらせること、前向きなエネルギーを滾らせること - そうしたことが、私たちの住む社会、地球の希望の光になるこ
とを信じてやみません。 
 
「オルト＝小さな畑」に、「夢」という種まきをする、私たち「オルト・デイ・ソーニ」の活動をご支援下さり、また福島の子
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。 
これからもどうぞご協力、ご支援のほど、よろ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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社会貢献事業振興団体 (No profit) 
  
Orto dei Sogni 
ーChildren‘s education to Nature, Food and Global Growthー 
  
オルト・デイ・ソーニ（夢を育てる小さな畑） 
̶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ー 
  
2011年10月設立イタリア・ミラノ  
登録番号 97604550158 
協会所在地：c/o Morimi   Via Milazzo10 20121 Milano Italia  
e-mail: info@ortodeisogni.org     
web-site: www.ortodeisogni.org 
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Organizer 主催団体 



『イタリアのみんなの家 　CASA ORTO 』	  

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、 

彼ら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 

イタリアでの１か月の転地保養の実行 
 

健康的な環境でのイタリアでの共同生活の実現 
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活動目的 

オルト・デイ・ソーニの活動について	



オルト・デイ・ソーニが考える健康的な環境とは？ 

放射能の不安がない	  
自然と触れあう	  

子どもらしく過ごせる	  
	  
	  
	  

旬の食材を利用した手料理を頂く	  
みんなで食卓を囲む幸せ	  

	  
	  

多様な文化や価値観を感受できる	  
個性を大切にできる	  

仲間と協力、敬意し合える	

NATURE 
自然 

GLOBAL 
GROWTH
異文化交流 

FOOD 
豊かな食 
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心身の健康・自立・人間的成長・大切な仲間 

　 

健康的な環境下での１ヶ月 

実践の場 

成長の場 

家族 暮らしという基本的営み 

異文化
交流 

豊かな
食 

自然 

 
○イタリアの家・イタリアの家族 

 
○仲間との協力・敬意をもって 

築き上げ共同生活 
 

○オルト・ファミリーの拠点 
 

○年々増えゆく家族 
 

 
○視野を広げるプログラム 

 
○異文化交流 

 
○個性を大切にするプログラム 

 

 
○丁寧に過ごす日々の生活 

 
ー自然との共存を大切にした暮らし 

（環境、食、動直物） 
ーバランスのよい規則正しい生活 
（食・遊び、学び・休息） 
ー子どもらしい時間の享受 

 
イタリアのみんなの家 

Casa Orto 
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子どもたち主催 ”ありがとうパーティ” 



○私たち考える「健康的な環境」の要素をバランスよく抱えている国だと考えるため。 
（自然、食、人間性、異文化） 

 
○イタリア人のホスピタリティと慈善心の厚さから、福島の子どもたちに 

手を差し伸べたいとする多くの支援者が存在するため。 
 

○反原発推進国、チェルノブイリ事故を身近に体験した国であるため。 

イタリアで活動をする理由 

福島の中でも、特に放射能の不安や影響が多い地域に住んでいる子どもたち。 
１ヶ月の保養の効果が高いといわれる7歳～１２歳という年齢で、 
異文化での１ヶ月保養を自ら経験したいと願う子どもたち 

○放射能への不安を抱えながら生きる福島の子どもたちは、原発推進国 
の日本において、「忘れられた子どもたち」になる可能性が高いため 

 
○時間は待ってくれない（環境疫学調査や医療検査だけでは遅すぎる）、 
国や責任者が動くのを待つのではなく、子どもたちが病気になる前に、 

手を差し伸べ続けるべきと考えるため。 

対象の子どもたち 

この子どもたちを支援し続ける理由 
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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。 

Summery	  of	  Summer	  Stay	  2013	  
サマーステイ2013年の概要	  
	  
	  
	  
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 
 
　　　　　　　　　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。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,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  子供らしい時間を満喫する体制を考えて判断。	  
	  
日程： 	   	  　　2013年7月26日～8月23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： 
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13歳	  	  1	  
12歳	  	  1	  

11歳3	  

10歳	
1	  

9歳1	  7歳1	  
8歳1	  

10歳1	  

11歳3	  

12歳1	  

□参加者:　14名 
　　　　　　（12名が福島第一原発より45kmほどの福島県相馬市より。2名が昨年ステイ参加者から「ちびっ子ボランティア」*注として参加） 

  
　　　　　　●男の子   8名（13歳1名、12歳1名、11歳3名、10歳1名、9歳1名、7歳1名） 
　　　　　　●女の子   6名（12歳1名、11歳3名、10歳1名、8歳1名） 
 
 

 　下記募集ポリシーに基づき選出； 
 
　　　　　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 
　　　　　　　　　　　（飯舘村、相馬市、新地町など） 
　　　　　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 	  
 
 
　　　*注 :「 ちびっ子ボランティア」とは、サマーステイ参加者の卒業生うち、積極性と自立性に秀でた 
　　　　　  子どもが後輩のお手本となるために再参加。自身の保養も兼ねている。 
 
□年　齢：　保養の効果が高いといわれている年齢層、７歳から13歳 
 
 
□健康診断:　保険機構であるASLオリスターノ、カリアリ大学の協力による健康診断の導入 

       　  (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、手作り料理 
　　　　　 
 
□参加費:　無料   (日本国内の移動交通費を除く） 
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●男の子	●女の子	

Summery	  of	  Summer	  Stay	  2013	  
サマーステイ2013年の概要	



●　乗馬レッスン 計6回 
 
地元の子どもたちに農場の暮らしを体験させる広大な農場での乗馬レッスン。
人間の感情を敏感に察する馬を通じたホースセラピーを兼ねたプログラム。古
代から人間の生活に深く関わってきた馬の歴史にも触れます。 
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Programs	  of	  Stay	  プログラム紹介	

●　食ラボ 
 
菜園活動 （毎日）と、料理レッスン（計３回）で構成。 
菜園活動 では、農学博士の指導下、宿泊施設内に子どもたちが自らの畑の区画を持ち、苗植えから手入れ、収穫ま
でを経験。育てた野菜を、食事や料理レッスンに利用します。この「畑から食卓まで」の体験を通し、食に対する
責任感の育成と、自然と人の繋がりの感受を促します。また、課外ラボとして地元の菜園で、１ヶ月の滞在では体
験できない農園活動と収穫にも触れます。 

《基本プログラム》 *習慣的アクティビティ	

●　ビーチ遊び　週３回ほど 
 
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。 

 
料理レッスンでは、地元の料理の先生から、イタリアの代表的な料理を習います。
日本で入手しやすい材料を用い、子どもたちが日本の家庭でも日常的に再現でき
るレシピで構成。また、課外ラボとしてピザ職人の指導によるピザ作りにも挑戦。
手作り料理と自然食品のおいしさ、手作りすることの楽しさと喜びを体験します。  
	



●　クリエイティブ ラボ　計3回 
 
イタリアの伝統製法による日記帳や、地元の凧愛好家に習うオリジナル
の凧(たこ)、野菜スタンプで作るエプロンの絵付けなど、ステイ中に使
用する道具や遊び道具を自らの手で作り上げるラボ。それぞれが抱える
「発想力」と「好奇心」を引き出し、表現力の幅を広げ、自己発見を即
するプログラム。また、自ら使うものを自らの手で産み出す喜び、オリ
ジナリティの素晴らしさを知ります。 
 
 
●　環境ラボ・歴史ラボ　計5回 
 
豊かな自然環境と伝統が今に受け継がれたサルデーニャ島は、厳格な環
境保護の規則と島民の自然と伝統への愛情のもとに成り立っています。
そんな島で、現地の人たちや専門家に囲まれながら、後世に受け継いで
ゆきたい伝統や歴史、自然環境や動植物の保護精神について触れるプロ
グラム。 
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Programs	  of	  Stay	  プログラム紹介	

●　ダンス ラボ・音楽ラボ　計5回・3回 
 
仲間とリズムに合わせて踊ること、歌うこと。連帯感やストレス発散といった心身への効果を計らっ
たプログラムです。ダンスセラピーにも携わってきた先生による５回の指導のもと、サルデーニャ島伝
統ダンスとラテンミュージックも取り入れた自由なダンスを。また、音楽ラボでは、歌や楽器に親し
みます。また、地元の金管楽器で構成した楽団によるライブコンサートも観賞。習得したダンスや歌
は、ステイ終了時のありがとうパーティでお披露目します。	



●　 カリアリ観光　 ：　歴史ラボ 
 
ユネスコの世界遺産保有数では世界一のイタリア。サルデーニャの州
都、カリアリで、地元出身のボランティアスタッフをガイドに、歴史
的市街地を散策し、歴史的建造物を見学。ローマ時代の闘技場や13世
紀の城壁など、連綿と続く歴史の豊かさを感じる遠足。 
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Programs	  of	  Stay	  プログラム紹介	

《課外プログラム》	

●　 カンポ・ロビンソン　：　環境ラボ 
 
環境保護や地域観光の促進活動をするSardegna Experienceと、ボーイスカウト協会、カンポ・ロビン
ソンの協力により、野外キャンプを体験。イグレーシアス県海辺の広大な松林の中、地域に生息する動
植物を学び、またフィールド・アスレチックやいかだ作り、食事の準備や樹の上の小屋で眠るなど、イ
タリアのボーイスカウトで学ぶことを体験。 
 
 
●　 農園での野菜収穫　：　食ラボ 
 
マルッビウ市長のお父様が手塩をかける菜園を見学し、収穫を体験。宿泊施設での一ヶ月では体験でき
ない野菜や果物の栽培に触れます。化学肥料を一切使わない有機農法で、サラダ菜、トマト、ナス、
ピーマンなどの野菜や、メロンやラズベリーなど果物を収穫。新鮮な野菜の滋味を子どもたちが体験し、
家庭菜園の魅力を知ります。 
 
 
●　 夜の森を歩こう：環境ラボ 
クスクサ農場（乗馬レッスン実施地）のオーナー指導のもと、夜の森の散歩を体験。視覚、嗅覚、聴覚
を研ぎ澄まし、いろいろな動植物の音や夜の森の香りを感じるプログラム。自然を肌で感じる体験。 
 
 



 
●　サルティリエッタ　：　歴史ラボ 
 
地元の観光振興団体「プロロコ」のご招待により、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。 
オリスターノ市の伝統のお祭り「サルティリア」の子ども版「サルティリエッタ」（小さなサルティ
リアの意）。起源は14世紀にさかのぼるカーニバル時期のお祭り、十字軍に倣い仮面をつけた騎士
達が馬を駆りながら剣で子供たちが星を射す。伝統のお祭りとその伝統を守る大切さ、地元の人の誇
りに触れる。 
 
 
●　ゴルフ体験＆環境ワークショップ ：環境ラボ 
 
島の自然に惚れ込んだオーナーにより、エコサステナビリティをコンセプトに誕生したリゾートゴル
フ場『Is Arenas』（イス・アレーナス/ Narbolia市 Oristano）。ヤードには、化学肥料や殺虫剤
を一切使わずにすむこの地の風土に適した芝が採用され、ランドスケープや建物は、この地の動植
物の保護と生態系への配慮をもとに作り上げられています。この美しくワイルドなゴルフ場で、ゴル
フ体験をしながら、地球に優しい敷地内施設を見学し、自然共生を掲げた事業、ライフスタイルの素
晴らしさを知ります。 
 
 
●　マル・ディ・ヴェントレ島へ遠足：環境ラボ 
 
海洋環境保護地区指定のマル・ディ・ヴェントレ島（Mal di Ventre　半島から約9Km）へ。水晶
でできたこの島の自然と周辺に生息する珍しい動植物を学ぶ。観光客が大量に水晶の砂を持ち帰っ
たことで、かつて地形が変化するほどの環境破壊が。美しい自然を愛し、後世の世代に受け継いでゆ
く環境保護の精神、長期の政策の大切さを学ぶプログラム。 
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「馬との触れ合い」 
 
地元の農場の全面的な協力で、子どもたち
は乗馬に励みました。初回は親しみやすい
ロバに乗ることからスタート。最終回には、
早足ができるほどに。子どもたちは馬との
時間を存分に楽しみました。 

農業博士の指導の下、、野菜の苗を選んで自ら苗植え。毎日就寝前に水あげです。 
バジルソース用にバジルを使ったり、最後の「ありがとうパーティ」でサラダにしま
した。日々の水汲みとともに、子どもたちは毎日取り組みました。 

「オルト：畑作り」 
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現地でのプログラムの様子 

「料理レッスン」 
地元の料理上手なマンマはからはフレッシュパスタの作り方やサルデーニャの料
理を習いました。ピッツァ職人さんからピザを習って、自分たちのピザを味わい
ました。またふだんも、キッチンでのお手伝いの機会を作りました。 
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「現地の子どもとサッカー」 
滞在地の隣り町「テッラアル
バ」のサッカーチームとの交流
サッカー。会を重ねていくうち
に、名前を呼び合うまでに。最
後の「ありがとうパーティ」に
は遊びにきてくれました。 

「ビーチ遊び」 
 
サルデーニャにたくさんある個性的な海
岸に訪れました。海風にたっぷりあたっ
て、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。 

「クリエイティブラボ」 
 
自分で作り上げた凧で遊んだり、野菜スタ
ンプで仕上げたエプロンをして料理レッス
ンを受けたり、日記帳をイタリアの伝統的
な手法で作ったり。クリエイティブラボで
は、想像力を働かせて自分の手で創り出す
歓びを経験しました。 

「ダンスレッスン」 
 
みんなが大好きだったアクティビティ、
ダンス。毎回、笑いがいっぱい。ラテン
のリズムに乗って、皆で先生の振り付け
をみながら、揃って踊ることで、仲間と
しての一体感が得られました。また、笑
いながら身体を動かし、盛り上がること
で、エネルギーを発散。気持ちも大きく
解放してくれる楽しい時間でした。 



イタリアでお世話になった方々へ感謝を込めた 
子どもたちによる “ありがとうパーティ’’ の開催 

１ヶ月を通し、毎日の生活や活動プログラムにて習得、体験、学んできたことをお披露目する	

「ありがとうパーティの主催」は、オルト・デイ・ソーニが子どもたち全員に託した目標。	

	

招待客は、このサマーステイ実現にご協力を頂いた方々、地元サポーターの皆さん。	

そして友情を育んできた地元の子どもたち。	

	

参加者の子どもたちは、自ら行動し、協力しあい、想像力と知恵と知識を出し合い、パーティを実行。	

｜	

自分の畑で収穫した食材とこれまで習得した料理の知識とテクニックを用い、パーティのための料理を準備。 

音楽ラボで練習してきた日本の歌「Greene“キセキ”」とイタリアの歌「ボラーレ」、	

ダンスラボで習得したサルデーニャの伝統ダンスをお披露目しました。	

子どもたちの間で大人気であったラテンダンスは、来場者を巻き込んで踊りました。	

鶴などの折り紙をたくさん用意し、来場者へのプレゼントとして感謝の気持ちを伝えました。	
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みんなのイタリアの家 - Casa Orto での１ヶ月 
 

学び、体験した活動の集大成を発表 



Arigato	  Party	  20th	  Aug	  2013	  
ありがとうパーティの様子 
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The	  Positive	  Effects	  of	  4	  Weeks	  
１ヶ月保養の効果 
身体的効果：　　	  1週目の鼻血を出した子ども　約80%	  →　2週目より、ほぼ10%に。	  
　　　　　　　　　 尿検査にて放射線量を検査、結果待ち。	  
　　　　　　　　　 昨年は同様の検査で、尿中の放射線量が約3週間で大きく減少。	  
　　　　　　　　	  
精神面での効果：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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  

「小さなことを気にしない、イタリア人のような大らかな人になりたい 」	  
「いつか人のために貢献できる人間になりたい」　Yちゃん	  11歳 

「ぼく、またイタリア行きたい。また、みんなと生活する。だってイタリアにオルトの家族ができたから 」T君 12歳 

「日本もいい国なんだってわかった」	  Mちゃん	  12歳 

「どうしたら、イタリアに住めるの？ミッチー（日本からの引率者）みたいになりたいし、イタリアで働きたい 」 
　T君７歳（帰国後、ご両親に目をキラキラさせて） 

「イタリアのスタッフのみなさんに、いつか恩返ししたい」R君	  10歳 

「夢の１ヶ月！」H君	  12歳 

「イタリアの美しい海を見て、いつか相馬も美しい相馬に戻ってほしい、 
　そのために自分に出来ることを考えてみる」Kちゃん　12歳 

「英語が話せるようになりたい」H君 11歳 （ラジオNHK 基礎英語を猛勉強中） 
17	
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ご家族からの感想：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
●Aちゃん 12歳　お母様より 
「以前は何かやる前から、『無理！』、などと言ってやらなかったことも、『やってみる！』と挑戦するようになりま
した。人に聞くのではなく、自分自身で考えて行動するようになったようです。それと、私が娘に体調などを心配して
聞くと、『ママの方こそ大丈夫？』と気遣ってくれるようになり、少し大人になった気がします。 
 今回の震災で自然の怖さばかりがインプットされておりましたが、イタリアでの様々な体験を通して、自然とは美しく
素晴らしいものだという認識に変わったようです。」 
 
 
●B君 12歳　お母様より 
「放射能（原発）のことを考えなくて、外で思い切りのびのび遊ぶ体験ができることにとても幸せな体験ととらえ　　　 
ております。多くの方の善意から参加させて頂いたことに感謝しております。震災後まだまだ収束していない原発 
事故などつらいことが たくさんありますが、そのこともなければこうして温かい皆様とお知り合いになることもできな
かったです。また、多くの方の善意や真心を強く感じ、意識することができたことにとても感謝しております。」 
 
 
●Cちゃん 8歳　お母様より 
「思いっきり海で遊んだり、土や砂をさわったり、本来の子どもらしい生活を思いっきりさせていただき、どうもあり
がとうございました。~水は大切。自然のもので何か作れないか。など、イタリアでの生活の中で、日本では感じられ
なかったことを、自分なりに感じて来たようです。帰国後の会話や生活の中で、イタリアで学んだ自然の大切さ（環
境）についての内容が出て来ます。今後の人生の進路にとても役に立っていくと思います。」 
 
 
●Dちゃん　12歳　お母様より「より、積極的に、人と関わるようになったと思います。小学校では最上級生としての
立場をわきまえ、下級生たちのお世話をする事があるようです。イタリアで家族と離れて過ごしたことで自信にもつな
がり、自分でやり抜こう自立心が芽生えているようです。 
私達では体験させてあげられない、海外での生活ができて貴重な経験ができたと両親ともども感謝しております。 
帰国後は、以前より格段に海外への興味、特に語学への興味が湧いているようで“高校からホームステイしたい”と言っ
ている位です。以前は、将来、自分がどうなりたいか、何をしたいかという事が考えられないようでしたが、今は、語
学を身に着けたいという思いがあるようで、とても感心しています。」 
 



日本のパートナー	  

後援 

Orto	  dei	  Sogni	  	  	  2013	  Sardegna	  Summer	  Stay 

メインスポンサー 

マルッビウ市 
www.comune.marrubiu.or.it 

ミラノ市 
www.comune.milano.it 

ミラリジャパン株式会社 
（ルックスオティカ・グループ） 

www.mirarijapan.com/JP/index.php 
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NPO法人 ピースプロジェクト 　ww.peace-project.net  
 
2011年10月に設立した子ども支援活動を行っているNPO法人。2002年４月に活
動開始、認定NPO法人「難民を助ける会」と共同にて ’’世界の子供たちの瞳を輝
かせる’’を合言葉に立ち上がった社会貢献プログラムです。東日本大震災では、被
災地に炊き出し、イベントなどの活動のために100回以上出動しています 



Moby 
www.moby.it 

スポンサー 
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マルッビウ市 
www.comune.marrubiu.or.it	

Mascalzone Latino Fondazione 
www.mascalzonelatino.it	

スペシャルサンクス 

イタリアン・フォー・東北	 在日イタリア商工会議所
www.iccj.or.jp	

オリスターノ 
健康保険機構	

カリアリ大学 
ランダッチョ 教授	



2013年度 スポンサーの紹介　（abc順） 
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Alessi 
www.aressi.it	

Albino Pulloni &  
Lucia mastini 

	

Andrea Fenu 

	
Antonio Borrode & 
Marina Pes	

Aquilonisti di Cagliari	
3A Latte Arborea 
www.arborea.it	

Campo Robinson 
www.campo-robinson.it/	

Capo Manu 
www.capomannu.it	

Cristiano De Riccardis   	 Cristina Romano	 Domus de Luna 
www.domusdeluna.it	

Fattoria Cuscusa 

	

Garibaldini	 Gian Pietro Pippia	 飯尾醸造 
www.iio-jozo.co.jp/	

Is Arenas 
www.golfhotelisarenas.com 

	



2013年度  スポンサーの紹介 
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OLBICAR 
www.olbicar.it	

NIEDDU 
www.nieddu.it	

Maria Carmela 
Mereu	 Silvestro Pisu	

Sardinya Carni	 Sardegna Experience 
www.sardiniaexperience.net	

THResorts 
www.th-

resorts.com	
Union Trade 

www.uniontrade.info	

Azienda Agricola 
VITTORIO VACCARGIU	



2	

La	  Reppublica.it	  2013.7 

La	  Nuova	  Sarda	  2013.7 

2012年9月 ~ 2013年9月 メディア掲載資料 
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Fashion	  Magazine	  2013.6 Vogue	  bambini	  Italia	  	  2013.	  7 
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Bambini&03	  Baby	  2013.6 Ninatheotherlittlethings	  2012.12	
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Sardegna	  Oggi	  	  2013.7 Sardegna	  Corpoforestale	  2012.9 
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Come	  Va	  !?	  2013.3 
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Libero	  Quotidiano.it	  	  2013.7 Link	  Oristano	  2013.5 
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Libero	  Quotidiano.it	  	  2013.7 Libero	  Quotidiano.it	  	  2013.7 

29	



Sanremo	  buonanotte	  2013.7 Meteo	  Web	  2013.7 
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Free	  News	  Pos	  2013	  .7 AGI.it	  	  2013.7 
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Reteluna.it	  	  2013.7 Tuttus	  in	  Pari	  2013.8 
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Rai TG Regionale Sardegna	  	  2013.7 VIDEOLINA	  	  	  2013.8 
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2014 Orto dei Sogni Summer Stay in Italy 
 
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 
 “イタリアのみんなの家 2014”  概要（予定） 

開催場所：　サルディーニャ州、オリスターノ県近郊 

対象者：　 年齢 8～12歳の子どもたち 15名前後 
　　　　　　　　　　　　　 

目標募金額：40,000～45,000ユーロ 

日本パートナー：NPO法人ピースプロジェクト 

開催時期： 2014年7月下旬～８月下旬 
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