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ぬーばプロジェクトは、ピザで被災地の子供たちに笑顔を届けたいという気持ちで活動しています。
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2015/03/11

富津市立飯野保育所
　

ダブルヘッダー午後の部は、お別れ会記念行事の一環としての 園児40名と職員さん達に
よるピザ作り体験教室となりました。 

...続きを読む

58

2015/03/11

千葉県富津市佐貫保育所・竹岡保育所合同開催
　

富津市での活動は、昨年7月以来2回目となりますが、 前回に引き続き富津市役所さんに
ご協力をいただきました。 

...続きを読む

17いいね！

ぬーばプロジェクト
173いいね！
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2015/02/25

いこいの郷　花梨　成瀬
　

 2015年のぬーばプロジェクトは、東京都町田市での活動からスタートしました。 ここ
は、『認知症型共同生活介護施設（グループホーム）』 社会福祉法人永寿会が管理運営
しています。 

...続きを読む
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2014/11/29

小川（こがわ）地区サポートセンター
　

山田町活動の際、Ｒ45で通り過ぎてしまっていた釜石市初の活動となりました。今回の
訪問は、偶然の出会いから実現しました。 『ぬーばプロジェクト』の本拠地がある、
『ニッシン冷熱（埼玉県さいたま市）』のＴＫ女史が新潟県湯沢で、小川地区サポート
センターの長谷川さんと

...続きを読む
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2014/11/08

陸前高田市横田保育園
横田保育園は3回目の訪問、親子でピザ作り教室です。
同時に教育委員会さん主催の歯磨き教室とのコラボです。

横田町は、海から遠く陸前高田市内で唯一、津波の直接被害が無かった地域・・・・で
も、未だに多くの仮設住宅があり、被災者の方が大勢暮らしています。海に近い旧市街
地の盛り土工事や復興住宅への引越しが始まりましたが、震災から3年8ヶ月余まだ復興
には遠い気がします。

...続きを読む
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2014/11/07

陸前高田市 高田保育所
陸前高田市立高田保育所でのピザ作り体験教室です。

高田保育所は、約90人の園児が通う陸前高田市で一番大きな保育所です。 震災前は高田
商店街からさらに奥に位置していたため、まさか津波が襲ってくるとは想像もしていな
かったそうです。しかし、建物は津波で全壊となり、現在は米崎保育園の旧園舎に間借
り中。

...続きを読む
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2014/10/05

陸前高田市　りくカフェオープン記念
　

各地で猛威を振るった台風18号の影響も無く『りくカフェ』の本設オープン記念をお祝
いするかのようなさわやかな秋の朝を迎えた陸前高田市です。 
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...続きを読む
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2014/09/23

たんぽぽ学級in 山田町青少年の家
岩手県下閉伊郡山田町船越にある青少年の家での“ピザ作り体験教室“です。

今日も朝から快晴の山田町です。岩手県下閉伊郡山田町船越にある青少年の家での“ピザ
作り体験教室“となります。ここは、青少年に、自然に恵まれた環境の中で、規律ある共
同宿泊生活を体験させ、友情・協同・奉仕などの相互扶助の精神を養い

...続きを読む
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2014/09/22

山田第二保育所
岩手県下閉伊郡山田町の“山田第二保育所”でのピザ作り体験教室です。

山田町の中心部にある山田第二保育所は、0歳児からの子供を預かる保育所です。震災の
日、町の中心部一帯は大津波に襲われましたが、少し高いところにある保育所の建物は
奇跡的に無傷で残ったそうです。

...続きを読む
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2014/09/20～21

早稲田カップ in 陸前高田市上長部
天高く、少年少女の歓声響け三陸に・・・

東日本大震災後、学校のグラウンドや平らな土地が仮設住宅となりました。 また、震災
後の精神的なショックや仮設住宅の生活で運動不足となる子ども達が増えました。

...続きを読む
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2014/08/26

岩手県陸前高田市　『陸前高田市役所』
表敬訪問

今年も来たよ！ 夏、恒例の陸前高田市役所を表敬訪問です。様々なご縁をいただいた陸
前高田市・・・ぬーばプロジェクトがスタートした場所・・・もちろん、他の活動と基
本的な想いは同じです。ピザで子ども達を元気に！ピザでみんなを元気に！ 

...続きを読む

48

2014/08/09

神奈川県横須賀市立「しらかば子どもの家」
ピザでみんなを元気に！

http://nuova-p.com/report/53.html
http://nuova-p.com/report/53.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/52.html
http://nuova-p.com/report/51.html
http://nuova-p.com/report/51.html
http://nuova-p.com/report/51.html
http://nuova-p.com/report/51.html
http://nuova-p.com/report/51.html
http://nuova-p.com/report/51.html
http://nuova-p.com/report/51.html
http://nuova-p.com/report/51.html
http://nuova-p.com/report/51.html
http://nuova-p.com/report/51.html
http://nuova-p.com/report/50.html
http://nuova-p.com/report/50.html
http://nuova-p.com/report/50.html
http://nuova-p.com/report/50.html
http://nuova-p.com/report/50.html
http://nuova-p.com/report/50.html
http://nuova-p.com/report/50.html
http://nuova-p.com/report/50.html
http://nuova-p.com/report/50.html
http://nuova-p.com/report/50.html
http://nuova-p.com/report/49.html
http://nuova-p.com/report/49.html
http://nuova-p.com/report/49.html
http://nuova-p.com/report/49.html
http://nuova-p.com/report/49.html
http://nuova-p.com/report/49.html
http://nuova-p.com/report/48.html
http://nuova-p.com/report/48.html
http://nuova-p.com/report/48.html


ぬーばプロジェクト

http://nuova-p.com/report/index.html[2015/03/30 16:54:59]

第48回目のぬーばプロジェクトは、神奈川県横須賀市にあります“社会福祉法人誠心
会”の運営する障害者福祉施設　『しらかば子どもの家』での活動です。

...続きを読む
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2014/07/18

千葉県富津市立「吉野保育所」
今回の締めくくり、そして今日の第2ラウンドの開始です。

吉野保育所さんも夏のお楽しみ会『親子でピザ作り教室です。』 峰上保育所での活動終
了後、食材の買い足しと仕込みを済ませ、準備はOK。 さらに、（株）ニッシン冷熱か
ら高岡さんに参加していただき鬼に金棒。

...続きを読む
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2014/07/18

千葉県富津市「峰上保育所」
ピザでみんなを元気に！

今日はダブルヘッダーでピザ作り教室です。最初は、午前9時半から峰上保育所さんに訪
問です。前日に仕込みを済ませ、準備万端にととのえ、いざ出発!峰上保育所は、まわり
に自然がいっぱいの施設です。

...続きを読む

45

2014/07/17

千葉県富津市「中央保育所」
ピザでみんなを元気に！

房総半島富津市に初上陸です。今回は、第45回・46回・47回と2日間で3箇所の活動で
す。早朝の4時半に出発し、ぬーば号は、東京湾アクアライン、海ほたるを通過し、途中
休憩を入れ、午前7時に現地到着しました。

...続きを読む

44

2014/07/05

岩手県陸前高田市「下矢作保育園」
ピザでみんなを元気に！

下矢作保育園さんには、ちょうど1年ぶりの訪問です。 今回は、教育委員会さんが『歯
磨き教室』を開催し、その後を私達が受けての親子でピザ作り教室！ 最高の企画ではあ
りませんか・・・！

...続きを読む
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2014/07/04

岩手県陸前高田市「小友保育所」
ピザでみんなを元気に！<

昨年の12月以来の陸前高田市への訪問となりました。 小友保育所さんは3回目の活動と
なりますので、『ぬーばさんが来たよ！・・・』 『ピザ屋さんだぁ～♪』そんな子ども
達の元気な声に早くも目尻が下がる私たち・・・

...続きを読む
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2014/06/14

愛知県名古屋市「社会福祉法人昭徳会　名古屋養育院」
ピザでみんなを元気に！

この施設は、様々な事情により親元から離れて暮らす約50名の子供たち（小学生～高校
生）が健康で明るい正しい心を持ち、自主性創造性豊かな人間形成が養われるように援
助を行う児童養護施設です。今回は、名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課の

...続きを読む

41

2014/6/1

東京都あきる野市「社会福祉法人鶴風会　西多摩療育支援センター」
ピザでみんなを元気に！

第41回のぬーばプロジェクトは、東京都あきる野市の『社会福祉法人鶴風会　西多摩療
育支援センター』での活動となりました。 こちらの施設は、昨年9月に訪問した『東京
小児療育病院　みどり愛育園／みどりまつり』（第27回）とは姉妹施設です。 

...続きを読む

40

2014/5/16

兵庫県神戸市　「神戸市立神戸自立センターあづま」
ピザでみんなを元気に！

昨年4月に引き続き、2回目の訪問となります平塚市の『社会福祉法人　神奈川県厚生協
会　貴峯荘』さんでの活動となりました。今回もピザ作りのデモンストレーション後
に、焼き立てピザを食べていただきます。

...続きを読む

39

2014/4/22

神奈川県平塚市「社会福祉法人　貴峯荘」
ピザでみんなを元気に！

区切りの40回目の活動は、初の兵庫県神戸市への訪問となりました。こちらの施設は、
障がい者自立センター並びに就労施設・幼稚園・生涯学習支援センター（コミスタこう
べ）など様々な神戸市立の施設が複合的に運営されています。
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...続きを読む
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2014/3/29

仙台港背後地6号公園仮設住宅
ピザでみんなを元気に！

今回、訪れたのは、宮城県仙台市宮城野区の仙台港背後地6号公園仮設住宅です。震災か
ら丸3年が経過した今でも、およそ90世帯200名の方が生活しています。現地到
着9時30分、自治会長の佐藤さんと打合せ後、準備にとりかかります。

...続きを読む
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2014/3/7

岩手県下閉伊郡山田町八幡町 「山田幼稚園」
ピザでみんなを元気に！

 2014年　今年最初の活動は、岩手県下閉伊郡山田町八幡町の学校法人光明学園　山田幼
稚園でのピザ作り教室です。 昨年、11月16日に同じ山田町にある大浦保育園で活動した
際のうわさを聞いて、山田幼稚園からオファーをいただきました

...続きを読む

36

2013/12/8

岩手県陸前高田市　市立図書館一周年記念事業
ピザでみんなを元気に！

 2013年、今年最後の活動は、陸前高田市米崎町の『再生の里ヤルキタウン』での活動と
なりました。 ヤルキタウンは、一周年記念感謝祭で内容も盛りだくさん。前日からの雪
で、陸前高田市にも今年初めての雪が10センチほど積もりました。

...続きを読む

35

2013/12/8

岩手県陸前高田市　市立図書館一周年記念事業
 ITALIANS for TOHOKU（イタリアン・フォー・東北）共同活動

陸前高田市竹駒町にある、市立図書館（仮設）の一周年記念祭に参加しました。陸前高
田市に移動図書館『はまゆり号』を寄贈された、「イタリアンズ・フォー・東北」さん
と一緒に活動させていただきました。 

...続きを読む

34

2013/12/7

岩手県陸前高田市　矢作保育所
ピザでみんなを元気に！

ぬーばプロジェクトとして、『ピザ作り体験教室』を昨年10月に初めて行った場所が、
この『矢作保育所』さんでした。矢作地区は高田の中でも田舎・奥地（ごめんなさ
い・・・）と言われている場所らしく、高田市内から一関に向かう国道343号線から少し
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入った山あいの小さな保育所です。 

...続きを読む

33

2013/11/30

岩手県宮古市　藤原学童の家
ピザでみんなを元気に！

本州最東端の魹ヶ崎があり、鮭でも有名な岩手県宮古市での活動です。『藤原学童の
家』での親子でピザ作り体験教室を開催しました。 ぬーばプロジェクトのサポーター企
業の高砂熱学工業さんと宮古市社会福祉協議会の生活復興支援センターさんのご協力を
いただき訪問が 

...続きを読む

32

2013/11/16

岩手県山田町　大浦保育園
ピザでみんなを元気に！

山田町での活動は初めてです。陸前高田での活動をフェイスブックで知った山田町の教
育委員会さんからのご依頼で訪問が実現しました。大浦保育園は船越半島を入った所に
ある小さな保育園です。保育園からは海が見下ろせ周囲は森に囲まれた静かな環境で、
この地域の 

...続きを読む

31

2013/11/7

大船渡市　さんさんキッチンハウス
ピザでみんなを元気に！

大船渡での活動はちょうど1年ぶりです。赤崎諏訪前地区は盛川に面していますが、海か
らは数キロ陸地に入った場所です。まさか、津波は来ないだろう・・・！みんなそう
思ってた。ハザードマップでも、津波は来ても50センチ位と言われていたそうです。 

...続きを読む

30

2013/10/26

岩手県陸前高田市　横田保育園
ピザでみんなを元気に！

ちょうど1年振りに横田保育園さんを訪問しました。前日は台風27号・28号の影響で雨が
降り続いています。ぬーば号には700キロの窯を積載しているので、保育園のグラウンド
に無事入れるのかとても心配していました。 

...続きを読む

29

2013/10/19

仙台市太白区長町商店街　アート・インクルージョン2013

ピザでみんなを元気に！
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アート・インクルージョン2013（http://art-in.org/）に参加しました。アート・インクルー
ジョン（Ａi）は障がいのあるなし、年齢、性別、国籍、アートの基礎知識やスキルなど
関係無く誰もが自由に参加できるバリアフリーなアート・プロジェクトです。様々なメ
ディアを融合させ、地域に根ざして継続して行く事を目指して活動を続けていらっしゃ
います。 

...続きを読む

28

2013/10/13

陸前高田市　竹駒コミュニティーセンター
ピザでみんなを元気に！

陸前高田市ことばを育む親の会交流会に参加しました。この会は、言葉の発達やしつけ
など育児に関する正しい知識や技術の学習を行い、家庭の教育的機能を高めるととも
に、親子や学級制相互の交流を図る事を目的としているそうです。 何か難しいけど、多
分『子供達と 

...続きを読む

27

2013/9/27

東京都武蔵村山市「東京小児療育病院・みどり愛育園」
ピザでみんなを元気に！

東京都武蔵村山市の『東京小児療育病院・みどり愛育園』さんで活動してきました。
こちらの施設を運営する、社会福祉法人鶴風会は、帝国女子医専（現 東邦大学医学部）
の女性医師達が中心となって身体に障がいのあるお子さんに、幼少期から必要とされる
医療と療育を総合的に行うと共に、障がい児療育の思想と意義を普及されることを目的
としています。 

...続きを読む

26

2013/9/22

千葉県松戸市「晴香園」
ピザでみんなを元気に！

千葉県松戸市にある児童養護施設『晴香園』さんでの活動です。
この施設は社会福祉法人『晴香』が運営しており、何れかの理由で保護者との生活が困
難になった子供達約40名が生活しています。 

...続きを読む

25

2013/8/27

静岡県伊東市「川奈臨海学園」
ピザでみんなを元気に！

静岡県伊東市『川奈臨海学園』さんを訪問して来ました。
ぬーばプロジェクト初の静岡県上陸です・・・ 

...続きを読む
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24

2013/8/21

岩手県陸前高田市「陸前高田市役所」
ピザでみんなを元気に！

ぬーば号が陸前高田市を始めて走ったのが、1年前の8月21日でした。
『ピザで東北を元気に！　ピザで子供たちを元気に！』を掲げてスタートしたものの、
自分達に何ができるのか？地元の人達は私たちを受け入れてくれるのか？とても不安で
した。 

...続きを読む

23

2013/7/6

岩手県陸前高田市「下矢作保育園」
ピザでみんなを元気に！

山と川と田んぼと畑・・・
やさしい人と自然に囲まれた下矢作保育園さん・・・
津波はギリギリの所で止まったそうです。 

...続きを読む

22

2013/7/5

岩手県陸前高田市「小友保育所」
ピザでみんなを元気に！

小友保育所さんは、昨年の10月26日に1度訪問しています。その時は保育園の回りは復旧
工事車両は入って居るものの、田んぼも畑も塩害で水路が破壊されたままでした。

...続きを読む

21

2013/6/23

ヤルキタウン　～ボラバスプロジェクト～
ピザでみんなを元気に！

二か月半ぶりの陸前高田市への訪問です。
今回は、秋田県大館市の大館ボラバスプロジェクトさんとのコラボです。秋田県の大館
をバスで早朝に出発して、陸前高田まで約3時間半の道のり、Ａ・Ｂ2班に分かれて、Ａ
班は、

...続きを読む

20

2013/4/25

神奈川県平塚市「社会福祉法人　貴峯荘」
ピザでみんなを元気に！

神奈川県厚生協会 貴峯荘さんにお邪魔しました。こちらの施設は、障害者や要介護の方
達に、自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう利用者個々の特性に応じた
「介護」
「訓練」「医療」等の必要な支援を行っています。
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...続きを読む

19

2013/4/7

岩手県陸前高田市「再生の里ヤルキタウン」のチューリップ祭り
ピザでみんなを元気に！

前回に引き続き陸前高田市にある『再生の里ヤルキタウン』での活動となりました。ピ
ザを食べながら『猿劇場』や『ウサギとモルモットのふれあい広場』で楽しむ会です。

...続きを読む

18

2013/3/22

岩手県陸前高田市「再生の里ヤルキタウン」
ピザでみんなを元気に！

　今日も陸前高田市での活動です。場所は米崎町にある『再生の里ヤルキタウン』で
す。
ヤルキタウンは昨年12月にオープンした地域交流施設です。地域の人たちが集まり、復
興への協力体制を作る！行政に頼るだけではなく、自分達のできる活動をする・・・

...続きを読む

17

2013/3/22

岩手県陸前高田市「地域子育て支援センター　あゆっこ」親子でピザつくり教室
ピザでみんなを元気に！

　今年初めての陸前高田市への訪問となりました。場所は竹駒町滝の里にある『子育て
支援センターあゆっこ』。震災前のあゆっこは今泉保育所内にありましたが津波で全
壊、その後市内のあちらこちらに間借りをして活動を続けてきたそうです。

...続きを読む

16

2013/3/11

福島県いわき市豊間地区（キャンドルナイト）
ピザでみんなを元気に！

　忌まわしい、あの震災から丸2年が経過しました。東京・埼玉を中心に生活をしている
私にとっては、『早いな、もう2年経つのか・・・』と正直感じます。東日本沿岸部で甚
大な被害を受けた方たちからは、『もう2年も経ってしまった・・・まだまだ問題山積で
復興など進んでいないのに・・・』という声が聞こえて来るような気がします。

...続きを読む

15

2013/2/23

双葉町役場埼玉支所・避難所（埼玉県加須市・旧騎西高校内）
ピザでみんなを元気に！

　今は廃校となった旧埼玉県立騎西高校を利用している、福島県双葉町埼玉支部（避難
所）を訪問して来ました。大震災から間もなく2年、不自由な避難所生活が続いていま
す。

http://nuova-p.com/report/20.html
http://nuova-p.com/report/20.html
http://nuova-p.com/report/19.html
http://nuova-p.com/report/19.html
http://nuova-p.com/report/19.html
http://nuova-p.com/report/19.html
http://nuova-p.com/report/19.html
http://nuova-p.com/report/19.html
http://nuova-p.com/report/18.html
http://nuova-p.com/report/18.html
http://nuova-p.com/report/18.html
http://nuova-p.com/report/18.html
http://nuova-p.com/report/18.html
http://nuova-p.com/report/18.html
http://nuova-p.com/report/17.html
http://nuova-p.com/report/17.html
http://nuova-p.com/report/17.html
http://nuova-p.com/report/17.html
http://nuova-p.com/report/17.html
http://nuova-p.com/report/17.html
http://nuova-p.com/report/16.html
http://nuova-p.com/report/16.html
http://nuova-p.com/report/16.html
http://nuova-p.com/report/16.html
http://nuova-p.com/report/16.html
http://nuova-p.com/report/16.html
http://nuova-p.com/report/15.html
http://nuova-p.com/report/15.html
http://nuova-p.com/report/15.html
http://nuova-p.com/report/15.html


ぬーばプロジェクト

http://nuova-p.com/report/index.html[2015/03/30 16:54:59]

...続きを読む

14

2013/1/29

神奈川県横須賀市「三浦しらとり園」
ピザでみんなを元気に！

　今年最初の活動は、神奈川県横須賀市にある『三浦しらとり園』さんです。ここは、
三浦半島地域の拠点施設として海と山に囲まれた緑豊かな自然の中にある知的障害児・
者の支援施設（入所支援・短期入所・生活介護・自立訓練）です。

...続きを読む

13

2012/12/14

岩手県陸前高田市『2012年冬の天体観察会　ふたご座流星群　木星をみよう！』
ピザでみんなを元気に！

前回の12月6日の活動の時は『爆弾低気圧』でしたね・・・各地から大雪のニュースが流
れ、年内の東北での活動も終わりだなぁ～とりあえず無事に終わって良かったと胸をな
で下ろしていたところでした。

...続きを読む

12

2012/12/6

社会福祉法人つばさ会「おおぞらの夢はばたき」
ピザでみんなを元気に！

午前中の双葉幼稚園さんを後にして、更に50キロ先の福島飯坂を目指します。午後の活
動場所は、社会福祉法人つばさ会『おおぞらの夢はばたき』さんです。この施設は障害
者の方々への生活訓練やパン製造などの作業支援なども行っています。

...続きを読む

11

2012/12/6

福島県郡山市「双葉幼稚園」
楽しくピザを作ってみよう！

師走に入り北国からは雪の便りが届くようになりました。今回は、第3回以来の福島県へ
の訪問です。朝6時に浦和を出発し郡山を目指します。

...続きを読む

s1

2012/12/1

「Pizza Nuova」にて、今までの活動をご報告。
沢山の方にお越し頂きました。
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「子供たちに笑顔を届ける」を合言葉に活動してきたぬーば号。
今までに全10回の活動を行い、その様子をPizza Nuovaにてご報告しました。
当日は壁一面に各地で撮った写真を飾り、立食形式で皆様にお楽しみ頂きました。

...続きを読む

10

2012/11/12

特別養護老人ホーム「冨美岡荘」
ピザでみんなを元気に！

記念すべき、第10回目の活動は大船渡市への初見参？ＮＰＯ法人ギャラクシーブライト
さんからのお声掛けで実現しました。
社会福祉法人成仁会さんの冨美岡荘は昭和51年から小高い冨美岡の丘の上から大船渡市
を見つめ続けている高齢者施設です。

...続きを読む

9

2012/11/11

冒険あそび場「まきばっこ」
ピザでみんなを元気に！

前回の保育所さんの訪問から2週間後の訪問となりましたが、訪問直前に陸前高田市旧庁
舎のお別れ式のテレビニュースが流れました。
陸前高田市では一人でも犠牲者が出た施設は取り壊す方針とのこと・・・壊すも残すも
苦しい、賛否両論だと思いますが仕方の無い事です。

...続きを読む

8

2012/10/26

岩手県陸前高田市「小友保育所」
ピザでみんなを元気に！

保育所での活動3か所目は小友保育所さんです。
この地区は津波被害を受けた地域で、中学校は水没、今でも小学校と中学校が 一つの校
舎で授業を行っています。
また、一面に広がる田んぼは塩害と水路が破壊された影響で今年も稲作はでき

...続きを読む

7

2012/10/26

岩手県陸前高田市「横田保育園」
ピザでみんなを元気に！

天気も良く、前日の矢作保育所さんの活動が予想以上に楽しくできたので、
だいぶ気を楽にして伺いました。
でも、横田保育園さんはかなり規模が大きく子供さんの人数も60名ほどが
通う保育園です。

...続きを読む
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6

2012/10/25

岩手県陸前高田市「矢作保育所」
ピザでみんなを元気に！

陸前高田市矢作保育所さんでの活動です。
数年前までは30人ほどの子供が通っていたそうですが、今は、16人とのことです。
津波被害を受けた陸前高田中心地からは10キロほど山の方に入った地区なので、

...続きを読む

5

2012/10/11

神奈川県鎌倉市障害者生活支援センター「鎌倉清和」
ピザでみんなを元気に！

今日は、障害者生活支援センター鎌倉清和会さんでの活動です。
何故、ここにお邪魔したのか？とても不思議な縁がいくつも重なっての事でした。
ＰＩＺＺＡＮＵＯＶＡに1通の取材ＦＡＸが流れて来ました。
お忍びで食べに来たピザが美味しかったので、改めて取材させてほしい

...続きを読む

4

2012/09/30

岩手県陸前高田市広田町「いこいハウス」
ピザで東北を元気に！

 8月21日の陸前高田市役所での活動の時に、うちの地区にも来てよ！と声を
掛けていただいた事が縁でお邪魔する事になりました。
そして、色々とご協力いただいたのが陸前高田市広田町田端の地区会長
『藤原直美さん』です。

...続きを読む

3

2012/09/06

福島県福島市の高齢者福祉施設「すこやか里　おきたか」
ピザでみんなを元気に！

ＮＰＯ法人ギャラクシーブライトさんからのお声掛けで訪問しました。
中には食事制限がある方もいるだろうし、高齢者の皆さんにピザを食べてもらえ
るのか不安がありました。
そんな想いを抱きながら、浦和からの270キロを走っていました。

...続きを読む

2

2012/08/21

岩手県陸前高田氏「陸前高田市役所」
いよいよキックオフとして陸前高田市役所でピザサービスを行いました。

陸前高田市役所にて「ぬーばプロジェクト」始動！
陸前高田市役所を訪問してまいりました。
東北被災地の子供達をピザで笑顔を！をテーマに今後活動していく上で、まずは
陸前高田復興の最前線でご苦労されている市役所の職員及び近隣にお住いの皆様
にご試食いただくために、陸前高田市役所の駐車場にて焼きたてのピザ&ドリン
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...続きを読む

1

2012/08/08

東京都千代田区「高砂熱学工業（株）本社」
高砂熱学工業（株）本社前でいよいよ本プロジェクトのキックオフを行いました。

ぬーば号を寄贈していただいた 高砂熱学工業(株)さんの本社前でのお披露目式です。
事前に何度もデモンストレーションを行い、打合せも十分に行いました。
絶対に大丈夫！と思いながらも、やはり不安な気持ちが過ります。
窯の能力は十分に発揮させることはできるだろうか・・・

...続きを読む
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