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 福島の子どもたちとの４回目の夏、1ヶ月の転地保養『カーサ・オルト — イタリアのみんなの家2015』 

を無事に終了できましたことを、ここにご報告いたします。また、世界中で悲しい出来事が頻発する中、 

当プロジェクト実現にご協力して下さいましたすべての皆さんに心からの感謝をお伝えしたいと思います。 
 

 今年、イタリアに招待することができました子どもたちは、計16名。福島に住まう私たちの家族は、 

これで総勢５６名となりました。保養後も参加者を募った報告会や同窓会を現地福島で開催し、定期的な 

メールやレターでのやり取りを通じて “その後のサポート” にも力を入れきた私たちは、彼らの人生にとって 

この保養が、とてつもなく大きな経験であったことを実感しております。それは、過去の参加者に接する度に 

感じる彼らの尽きることの無いイタリアへの想い、繰り返し頂くご家族からの感謝の言葉、そして何より 

逞しく自信に満ちた彼らの姿などからです。 
 

 1年間に1ヶ月の保養だけでも、子どもたちは免疫力と抵抗力を高めることができ、約1年間の健康 

リスクを回避できると言われています。実際、カリアリ大学物理学部の教授の方々のご協力により毎年尿の 

放射線量を測定し、子どもの体内の放射線量が、この保養で半減する多くの結果を見てまいりました。ただ、 

このイタリア保養が子どもの心身の健康にどれほど役立ったかは、数値として計測しにくいものです。協力 

医師たちからも、放射能による具体的症状が認められるとするならば、年月をずっと経てからになるだろう、 

と初年度から聞かされております。しかし、福島在住の医師の「保養は、大人も子どもも、人を蘇えらせる」 

という言葉を忘れられません。子どもたちと1ヶ月毎年過ごしてきた私たちの経験と重なるからです。 

私たちは、子どもたちが1ヶ月でみるみると表情を豊かにし、笑顔を増し、そしてイタリアという異なる 

文化からの刺激をしっかりと身体に吸収して好奇心と夢を膨らませていく様子を毎年この目で見てきました。 

健康的な自然環境の中で子どもらしく夏休みを満喫し、家族から離れ、異文化で共同生活をした経験は、 

小さい彼らをとても逞しくし、病気だけでなく、さまざまな困難にも立ち向かう力になっていると、私たちは 

確信しています。 

はじめに - 代表の挨拶 
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 今年から、ヴェネチア在「カ・フォスカリ大学」アジア・北アフリカ研究学部日本語学科との提携プロジェ 

クト、インターンシップ制度を開始しました。４０名近くの応募者から選抜した５名の学生たちが、ボラン 

ティアとしてサマーステイに参加。日本語ができるイタリア人の若者の存在は、子どもたちがより安心し、 

楽しく過ごせる環境づくりに大きく貢献し、また彼らの体力、前向な精神力、団結力は、サマーステイの安定 

と充実、より深い国際交流に大いに寄与してくれました。すばらしい大学とのご縁に、感謝するとともに、 

イタリアと日本の若い世代の交流がより活発になり、充実していくことを、とても嬉しく感じております。 
 

 サルデーニャ州での４年目の夏を経、オルト・デイ・ソーニにとって今や故郷とさえ思えるこの土地の 

皆さんに、改めて心よりお礼申し上げます。施設や設備、地元の生鮮食品の提供に留まらず、移動のための 

車や、消費材の提供、医療検査の実施、地元サッカーチームとのサッカー交流、料理、ダンスを始めとする 

教育プログラム、食事へのご招待、頂いたご親切は書ききれません。 
 

 福島の原発事故発生から５年が経とうとしています。当保養プログラム５年目を前に、私たちは協会の 

フィロソフィーである「自然、食育、広い視野」という原点を改めて見つめ直し、「オルト・デイ・ソーニ 

（＝夢を育む小さな畑）」として子どもたちの心身の元気を応援し、イタリアが大好きになった福島の家族の 

成長を見守り続けられるよう、精一杯務めてまいりたいと思います。 

今後とも、ご支援のほど、どうぞよろ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 
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社会貢献事業振興団体 (No profit) 

  

Orto dei Sogni  

– Children’s education to Nature, Food and Global Growth – 
  
オルト・デイ・ソーニ（夢を育くむ小さな畑） 
— 自然との共生、心身を育む食、地球人としての視野を広げる子ども教育支援 ー 

  

2011年10月イタリア・ミラノ設立 

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 

主催団体 
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ミッション 私たちの活動について 
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『カーサ・オルト - イタリアのみんなの家 』 

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、 

子どもたち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 

活動目的 
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NATURE 
自然 

FOOD 
豊かな食 

GLOBAL 
GROWTH 
異文化交流 

放射能の不安がない 

自然と触れあう 

子どもらしくのびのびと過ごす 

素材の持ち味を活かした手料理を楽しむ 

旬の食材を味わう 

みんなで囲む賑やかな食卓 

仲間と協力、尊敬しあう 

異なる文化や価値観を感じる 

好奇心を育て、個性を大切にする 

私たちが考える健康な環境 
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健康的な環境下で過ごす一ヶ月 



イタリアで活動をする理由 
 

● 私たちが考える「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。 
 

● 反原発推進国であり、1986年のチェルノブイリ原発事故を身近に体験し、 

その被害者ための転地保養受け入れ経験を豊富に持つ国であるため。 
 

 

対象の子どもたち 
 

● 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。 
 

 

この子どもたちを支援し続ける理由 
 

● 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。 
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 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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協会の沿革 



 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 

  地元の方々と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％ 
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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： 2015年7月26日〜8月21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 サンタンナ地区 
 オリスターノ教区 サンタンナ教会付属宿泊施設 

カーサ・オルト イタリアのみんなの家 2015 

サマーステイの概要 

サルディーニャ島はイタリア本土の南西に位置し、シチリアに次ぎ地中海で2番目に大きい 
島で、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。マルッビウは人口5千人の小さな町、そこにあるサンタンナ地区の人口は 
240人。海岸まで12km、宿泊施設の背後には自然公園が広がります。 
  

サンタンナ教会付属宿泊施設 
広大な庭を抱えた緑豊かな場所にあります。 
ここで子どもたちと一緒に野菜やハーブの畑を作
ります。また、様々な遊具を備えた公園や、広い
サッカー場に隣接しています。 
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参加者： 16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 
 入れています。     
        ●男の子   6名（12歳1名、10歳4名、8歳1名） 
        ●女の子   10名（12歳2名、11歳2名、10歳5名、 9歳1名） 
   
 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 
  （飯舘村、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  
 
 
年齢： 保養の効果が高いといわれている年齢層、8歳から12歳。 
 
    
健康診断の導入： 健康保険証および血液検査：オリスターノ地方医療公社  
  一般検診：医療法人Gブロツ 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。 
 
     
参加費： 無料   (日本国内の移動交通費を除く） 
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「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、滞在地特有の文化や 

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。 

 

ー 基本習慣アクティビティ ー 

 
● 日常ワーク・・・・・・・みんなで作りあげる夏休み 
掃除、洗濯、畑の世話、キッチンのお手伝い、といった 
基本的な日常作業は、みんなで手分けして行いました。 
 
 
● オルト・ラボ・・・・・・畑から食卓までを楽しむ 
宿泊施設の庭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たハーブ畑 
にて、泥まみれになりながら畑の世話から収穫を楽しみ 
ました。また、それらを日々の食事やキッチン・ラボ 
（以下参照）で利用。 
 
 
● キッチン・ラボ・・・・・手作りの美味しさ、 
楽しさを知ろう 
施設内の畑からの野菜やハーブ、km ０の旬の食材を 
利用し、ペースト、ラビオリ、フォカッチャ、お菓子など、 
日本でも再現できるイタリアならではのメニューを、 
地元のマンマ（お母さん）から習い、ピザ職人からは 
ピザ作りの指導を得ました。 

ステイ中のアクティビティ 
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ー 基本習慣アクティビティ ー 

 
● ビーチ遊び・・・・・・・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、１日を通し、思い思いに 
時を過ごしました。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 
砂風呂や海底の泥（タラソ）を全身にぬるタラソテラピーも楽しみました。 
 
 
 
 
● ダンス・ラボ・・・・・・ダンスと音楽が抱える心身への効果を体験 
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。ダンスセラピーに 
携わってきた先生による５回の指導のもと、ラテンミュージックを取り入れた 
自由なダンスを楽しみました。 
 
 
 
 
● サッカー・・・・・・・・チームワークと国際交流 
週２回、男子は地元少年サッカーチーム、Nuova Terralba Calcioと共にサッカーの 
練習。日伊ミックスチームも編成し、試合を楽しみました。言葉は通じなくとも、 
回を重ねていくうちに、名前を呼び合うまで仲良しに。またこのサルデーニャ 
チームの子どもたちが、オルト・デイ・ソーニの国際交流ワークショップにも 
参加してくれました。 
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ー クリエイティブ・ラボ ー 
 

● 想像力をはぐくみ、好奇心を育てる 
ステイ中に5回行われたクリエイティブラボ。野菜スタンプを使ったエプロン作り、ステイ中の忘れられない 
思い出を記録した絵日記、国際交流の一環として地元の子どもたちを招待した折り紙やお習字のワーク 
ショップ。イタリア人スタッフによるイタリア語教室で学んだ言葉は、ありがとうパーティでも活かされました。 
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ー 課外プログラム ー 

 
● 野外キャンプ 
有名なゴルフリゾート『Is Arenas』( イス・アレーナス/ Narbolia市 Oristano,  
http://www.isarenas.it）の敷地内にある、海辺のバンガローをお借りして野外 
キャンプ。大自然の中でサルデーニャ料理を満喫し、夜は寝袋の中で満天の星空を 
見ながら就寝という貴重な体験をしました。 

● クスクサ牧場での乗馬体験、動物たちとの触れ合い 
子どもたちに農場の暮らしを体験させる教育プログラムに 
力を入れるゴンノストラマッツァ町にあるクスクサ牧場の 
ご協力のもと、１日乗馬レッスン、山羊や羊、馬たちとの 
触れ合いを体験しました。 

● オリスターノ市の伝統的な祭り「サルティリア」観賞 
地元の町おこし団体とガリバルディーニ・イクヌーサ・オリスターノの 
ご招待により、ギャラリー席でのお祭りの鑑賞。地元の伝統行事と 
その伝統を守る大切さ、地元の人の誇りに触れました。 

● ゴルフ体験＆環境ワークショップ 
エコサステナビリティをコンセプトに誕生したゴルフリゾート『Is Arenas』。 
化学肥料や殺虫剤を一切使用せず、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たゴルフ場で、プロの先生にゴルフのレッスンを受けながら、 
自然共生を掲げた事業の素晴らしさを知りました。 
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ありがとうパーティ、ステイの集大成 

イタリアでお世話になった方々への感謝を込めた 

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であり、 

ステイの集大成です。 
 

招待客は、このサマーステイ実現にご協力を頂いた方々、地元支援者の皆さん。 

サッカーなどを通じて少しずつ友情を育んできた地元の子どもたち。 

子どもたちが自ら企画、準備し、協力しあい、想像力と知恵を出し合い、パーティを実行。 
 

日本ならではの習字や折り紙を使って会場を飾り付けしたり、施設内の畑で育て、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、料理を準備。パーティでは、T君得意の手品や、ステイ中に 

クリスティーナ先生に教えていただいたサルデーニャ島の伝統の踊りを全員で披露。またGReeeeNの 

「キセキ」とイタリア人歌手ジョヴァノッティの「Ciao mamma」を子どもたちが熱唱。最後は、地元の 

子どもたちをはじめ招待客全員を引き込んでのダンスで盛り上がりました。子どもたちは感謝の気持ちを 

込めて作ったおりがみのツルを招待客の皆さんに手渡しました。 

カーサ・オルト- イタリアのみんなの家2015 

１ヶ月間学び、体験した活動の集大成を発表 
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ありがとうパーティの模様 2015年8月19日 
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身体的効果： 1週目に鼻血を出した子ども 43% → 2週目以降 ほぼ皆無に。 

 アトピー性皮膚炎、皮膚アレルギーなどが大幅に改善（保護者アンケートより）。 

 体力・持久力がついた、肥満度数が下がった（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に気づく。 

 震災のトラウマにより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）。 

一ヶ月保養の効果    
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尿検査結果：  

カリアリ大学放射線物理学部にて尿内放射線量を測定 現在結果待ち。 

（過去の同様の検査では尿内放射線量が大幅に減少。） 

 

2013年の一例 ステイ開始時 ステイ終了直前 

 セシウム134 最大77.8％減少 （0.00027  →  0.00006 Bq/g） 

 セシウム137 最大77.4％減少 （0.00031  →  0.00007 Bq/g） 

 

健康診断結果：   

血液検査の甲状腺機能の指標（TSH, F-T4など）で 

基準外を示すケースが５６％ 

     

今年度は、一般検診は 州都カリアリ医療法人G ブロツにて、 

甲状腺エコー検査は 州都カリアリ医大小児科にて実施。 

血液検査は地元の医療機関にて行った。 

 

検査結果は、データ診断書ともに保護者に直接報告した。 

甲状腺の嚢胞など、保護者が気づいていない例もあり、 

今後の定期的な検査を促すことができた。 
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● F君 10歳  

 「いっぱい自然に触れあってたくさんのイタリア人とサッカーをしてすごく楽しかった。」 

 「ラビオリとかベースと・ジェノベーゼとか折り紙などいっぱいやって人と協力した。イタリアにきて、ぼくは 

 少し大人になった 」 

 

● Kちゃん 10歳 

 「今までは、友達とあそんでばかりいたけど、ortoにきて、こんなに友達って大切なんだとわかりました。」 

 

● Aちゃん 12歳 

 「この一か月で、私はいっぱいけんかもしたし、その分日本では、まだ体験できなかった部分もイタリアにきて、 

 いろんな人がいて、自分よりできない人がいてとか、本当に腹が立ったけど、その分がまんしてやっていかないと 

 成り立たないことがイタリアにきて一番思いました。」 

 

● Mくん 10歳  

 「ぼくは、イタリアにきて最初の一週間はさびしくて日本に帰りたいと思っていたけれど、毎日楽しいことを 

 たくさんやって、つかれて、よく眠れて….。そんな生活がイタリアでの生活で、とても日本とは違ってさびしい 

 ことなんか忘れてしまいました」 

ステイ中耳にした子どもたちの言葉 
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● A君 8歳  お母様より 

 戻ってきて3週間になりましたが、毎日のようにイタリアの話をしています。「もう1度、イタリアに行きたい！」 

 と度々言い、大切な思い出になっています。ボランティアで、ここまで親身にやってくださる団体はなかなかない 

 と思います。それと、ホームステイでなく、集団生活で人間関係を学べたのはとても良いことだと考えています。  

 「放射線から離れる 」ことももちろん望みますが、それ以上に人種を越えて思いやりあふれ、優しい方々に触れた 

 ひと夏は息子の心の成長を促してくれたと考えています。 

 子供たちが１か月もの間、何事もなく元気に過ごせたのはスタッフの方々の並々ならぬ努力、配慮があったおかげ 

 だと思います。人間の優しさとは国境、人種、言語を越えてあるものだとつくづく思いました。今のAの将来の夢 

 は「オルトのスタッフになりたい！」です。この一言からも息子がいかにひと夏を幸せに過ごせたかということが 

 わかります。 心から感謝申し上げます。 

 

● Bちゃん 8歳  お母様より 

 今回のステイを通じて、出発前と比べ、心身ともにたくましくなったと思います。他人を思いやる気持ちも、依然 

 と比べ育ったように感じます。食事をどんな食材でどうやって作るかを、出発前と比べて親子で話す機会が増えた 

 ように思います。 

 

● C君 10歳  お母様より  

 10歳というこの時期に、４週間もの長い間、イタリアというおおらかな自然いっぱいの国で生活できたことは、 

 今後の人生にも大きく影響を与えてくれると思います。 

ご家族からの感想 
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● D君 9歳  お母様より 

 「すべてが支援で成り立ってイタリアの人は福島の子供達を守ってくれてる、大人になったら自分で会いに行き 

 恩返しをしに行かないとダメ！」とDは言っています。 
 

 こんな、貴重な体験をさせることが出来たこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。現実、目に見えない放射能 

 の問題でまだまだ油断出来ないことがあります。そんな中、１ヶ月間、イタリアに招待していただき、家族同様に 

 接し、健康に良い環境を与えてくださり、ありがとうございました。 

 家は、もともと、漁師一家でした。震災から、４年がたっても、放射能問題で漁の再開はありません。予定すら 

 ない状況で、住宅再建も順番待ちです。仮設住宅にも慣れましたが、子供を育てるのには、決して良い環境だ 

 とは、言えません。 

 そんな中、オルトのみなさんと出会い、素晴らしい経験をさせて頂いたDは、震災での辛い思いも吹き飛ぶ 

 くらい、幸せ者です。 
 

 異国の人と言葉は通じなくても気持ちは通じ合えて、日本人スタッフ、お友達と、成田空港でお別れする時には、 

 寂しくて辛かったようです。普段から強がるDですが帰って来てからは一週間位は思い出すのが辛く泣いたこと 

 あり、あまり話さなかったのですが、最近は1日に1回は必ずイタリアでの話しを聞かせて貰ってます。オルト 

 での、体験はDだけではなく私達家族もとても成長させて頂きました。改めて、本当にお世話になりました。 

 Dにたくさんの愛情、将来の夢の目標を持たせて頂き本当にありがとうございました。 

 

● E君 12歳 （昨年のサマーステイ参加） お母様より  

 Eは、将来オルトのボランティアに参加したいと本気で思っているようです。私もその夢が実現して欲しいと 

 望んでおります。 

 1年経った今、本当に参加させて良かったと日に日に実感しているところです。 
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日本のパートナー 

後援 

NPO法人 ピースプロジェクト  ww.peace-project.net  
 

2011年10月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。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。 

欧州委員会
www.ec.europa.eu/italia 

マルッビウ市 
www.comune.marrubiu.or.it 

ミラノ市  
www.comune.milano.it 

オリスターノ県 
www.provincia.or.it 

サルデーニア州 
www.regione.sardegna.it 

フェニキュア市連合 
www.unionecomunifenici.it 
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ペイパル ギブズ  
www.paypal.com/it 

*寄付 

  

 

  

Hope and Love for Japan 
http://hopeandloveparis.org/ 

*寄付 

  

ウニクレジト財団 
www.unicreditfoundation.org/it 

*寄付 

シリコンバレー 
コミュニティ財団 

www.siliconvalleycf.org 

*寄付 
  

スポンサー 

メインスポンサー 

ミラリジャパン株式会社 
www.mirarijapan.com 

*寄付 

ルックスオティカ 
グループ株式会社 
www.luxottica.com 

*寄付 

協賛 
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カリアリ大学医療法人 

トゥヴェーリ医師 
www.aoucagliari.it 

*エコー検査 

スペシャルサンクス 

オリスターノ地方医療公社 
www.asloristano.it 

*健康保険証、血液検査 

オリスターノ司教区 

カリタス 

www.diocesiorstano.it 

*施設 

  

医療法人 Gブロツ 
ヌルキ教授、ミネッリ医師 

www.aobrotzu.it 

*一般検診 

南相馬教育委員会 
 
 

ジャッポーネ イン イタリア 
文化協会 

www.giapponeinitalia.org 

*イベント招待 

ミラノ 

インターナショナルスクール 
www.ism-ac.it 

*イベント招待、翻訳協力 

サンタンナ教会 
アントネッロ神父 

*施設 

Don Antonello 

della Casa 

Parrocchiale 

di Sant’Anna 

イタリアンズ フォー 東北 

*寄付 
在日イタリア商工会議所 

www.iccj.or.jp 
*寄付 

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 

カリアリ大学 物理学部ラ

ンダッチョ教授 
www.dsf.unica.it 

*尿測量分析 

  

  

南相馬 

教育委員会 
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テクニカルスポンサー 

ビオムーラ 
www.biomura.com 

*菜園用 野菜苗 

ASD ヌオーヴァ・ 
テッラルバ・カルチョ 

*サッカーラボ 

ASD Nuova 

Terralba 

Calcio 

ボンドゥエッレ 
コリーアス氏 

*サラダ 

協同組合カルタ 
*魚 

Bonduelle 

sig. 

Corrias 

チェントロ・キャッシュ 
www.centrocash.net 

*食材その他 

コルディレッティ 

オリスターノ 
www.oristano.coldiretti.it 

*野菜、穀物、オリーブオイル 

ドムス・デ・ルナ財団 
www.domusdeluna.it 

*昼食招待 

クスクサ農場 

*乗馬体験 

フェジェール 
www.feger.it 

*トマト、トマト関連食品 

デッシ・ジェルヴァジオ 
オリーブオイル 

*オリーブオイル 

ガリバルディーニ・ 
イクヌーサ・オリスターノ 

*施設警備 

ゴルフ・コミュニティ 
www.golf-community.it 

*ゴルフレッスン 

（イザレーナス） 

Frantoio 

Oleario 

Dessi’ 
Gervasio 

3A ラッテ・アルボレア 
www.arborea.it 

*牛乳、乳製品 

CARTA 

società 

cooperativa 

チェッリーノ 
www.pastacellino.it 

*パスタ、ラスク 

クリスティアーノ・ 
デ＝リカルディス 
*オリーブオイル 
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テクニカルスポンサー 

飯尾醸造 
www.iio-jozo.co.jp 

*酢 

ポポロ屋 
www.poporoyamilano.com 

*日本米 

プロロコ・オリスターノ 
www.oristanoproloco.com 

*サルティリエッタ招待 

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 

ニエッドゥ 
www.nieddu.it 

*運送 

マチェレリア 

ジャンニ・デ＝ムーロ 
*肉 

マチェレリア 
フラテッリ・ムッル 

*肉 

Macelleria 
F.lli Murru 

di 
Riola Sardo 

飯尾醸造 
www.iio-jozo.co.jp 

*酢 

グエルゾーニ 
www.guerzoni.com 

*オーガニック バルサミコ酢 

ヌオーヴァ・タロス・フ
ルーツ 

www.tharrosfruit.it 

*野菜、果物 

オルビカー 
www.olbicar.it 

*レンタカー無料貸出し 

オルト・ディ・ 
エレオノーラ 

www.lortodieleonora.it 

*スイカ 

ポンティス 
www.consorziopontis.it 

*魚 

ゴルフ・リゾート 
イザレーナス 

www.golfhotelisarenas.com 

*ゴルフレッスン 

Macelleria 
Gianni 

De Muro 

タロス・ペスカ・ディ・ピーノ・
スパヌ 

*冷蔵庫貸与 

Tarros 

Pesca di 

Pino Spanu 
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Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi 

Maschio Gioielli 

Tanabata 

Maria Luisa Arena 

テクニカルスポンサー 

ヴィーニ・コンティニ 
www.vinicontini.com 

*ワイン 

ウェブスシ 
http://websushi.it 

*サイトテクニカルサポート 

テッラ・サルダ 
*ピザなど 

ティ・エイチ・リゾーツ 
www.th-resorts.com 

*ゴルフレッスン 

 

Gigi Atzori 

Elisabetta Carta 

Cristiano De Riccardis 

Monica Ettore 

Lorenzo Giusti 

Saiko Hoshino 

Giuseppe Lodde 

Roberto Mascia 

Akiyo Mita 

Giuseppe Perretta 

Sabrina Pugliese 

Kumiko Tsuchihashi  

Setsuko Watanabe 

Takako Yamashita 

ジュゼッペ・アリ（各種協力） 
 

コラード・バイレ（Tシャツ） 
 

ガブリエレ・バシュ（施設、昼食招待） 
 

アントニオ・ボローデ＋マリーナ・ペス （フレッシュパスタ） 
 

ファブリツィオ・デイアナ（家具） 
 

アンドレア・フェヌ（各種協力） 
 

マルチェッロ・メッデ（各種協力） 
 

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）  
 

ジャン・ピエトロ・ピッパ（農学コンサルタント） 
 

シルベストロ・ピス（倉庫、各種協力） 
 

ガブリエラ・ピッツィアンティ（キッチンラボ、パン） 
 

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、肉） 
 

クリスティーナ・ロマーノ（ダンスラボ） 
 

リンダ・サバ（パニーニ） 
 

アントニオ・セウ（ゴルフレッスン） 

テクニカルスポンサー（個人） 

ORTO DEI SOGNI FRIENDS 
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「 TGR – TG Sardegna」2015.08.06 ＿ テレビ放送 
 

  * 尿検査・医療検査実施および当協会活動に関して。カリアリ大学放射線物理学部教授、 
  サルデーニャ州医療法人Gブロツ担当医師および、当協会代表インタビュー 
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メディア掲載記事 2014.10.1 - 2015.9.30 



Quarta 
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「Sardinia Post」 2015.08.06 ＿ デジタルニュース 
 

 * 当協会主催、４度目のサルデーニャ当転地保養について 



「Sardegna Oggi」 2015.08.06 ＿ デジタルニュース 
 

 * マルッビウ市に福島の子どもたち。“健康的な環境のもとでの生活でデトックス、免疫力アップ 
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「Università di Cagliari /カリアリ大学」 2015.08.06 ＿ オフィシャルサイト 
 

  * 医療検査の実施について、当協会の活動について 
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「La Nuova Sardegna - Edizione Oristano」2015.08.11 ＿ 日刊紙デジタル版 
 

  * 当協会主催、国際文化交流のためのオープンラボの紹介 
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「Linkoristano 」2015.09.22 ＿ デジタルニュース 
 

 * オルト・デイ・ソーニと福島の子どもたち、再びサンタンナへ 
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「Sinbad Republic」＿ デジタルニュース 
 

 * 当協会のプロジェクトの紹介 
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「Domus de Luna」＿ オフィシャルサイト/ニュース 
 

 * 当協会の紹介と「Domus de Luna協会」が招待して下さった昼食会の様子 
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開催場所： 

 サルデーニャ州、オリスターノ県近郊 

  

福島より招待の子ども達： 

 人数 16名 

 年齢 8〜12歳 

  

開催時期： 

 2016年7月26日〜8月22日（日本到着） 

  

目標募金額： 

 40,000〜45,000 ユーロ 

  

日本でのパートナー： 

 NPO法人ピースプロジェクト 

カーサ・オルト - イタリアのみんなの家 2016  

概要（予定） 
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