2012 年 2 月吉日

報道関係者各位

PARCO x TABLE FOR TWO
「食べるたのしみ、分け合うしあわせ～笑顔を繋ぐ、いただきます！」開始
地域大学生と連携、飲食店 42 店舗で社会貢献活動
～ミスキャンパスメンバーが販売応援に駆けつける店頭イベントも実施予定～
株式会社パルコ（以下、当社）は、ＣＳＲ活動の一環として「TABLE FOR TWO-University Association(以
下、TABLE FOR TWO 大学連合)」と連携し、世界の食の不均衡を解消し、発展途上国と先進国双方の
人々の健康を同時に改善することを目指す活動「TABLE FOR TWO」（テーブルフォーツー）を実施いたして
おります。
渋谷店をはじめ、パルコ 7 店舗、合計 42 飲食店で現在実施しており、大学生たちによる賛同メニューの
紹介、メニュー開発、企画告知により社会性の高い消費を志向する方や、健康意識の高いお客様にご好
評をいただいております。
また、TABLE FOR TWO プログラムをさらに多くの方に気軽に知っていただく機会として今週から各店舗に
て大学生による PR イベントを行います。
タイトル

食べるたのしみ、分け合うしあわせ～笑顔を繋ぐ、いただきます！～

企画内容

世界の食の不均衡を解消し、発展途上国と先進国双方の人々の健康を同時に改善することを目

期間・店舗

指す活動「TABLE FOR TWO」を TABLE FOR TWO 大学連合と連携し、パルコで実施。
参加飲食店で対象メニューをご購入いただきますと、ご注文ごとに 20 円（開発途上国での給食 1
食分）の寄付金が、TABLE FOR TWO を通じてルワンダ、ウガンダ、エチオピア、マラウィ、タンザニ
アの子どもたちの学校給食となります。
～2 月 28 日 浦和パルコ
～3 月 14 日 池袋パルコ、渋谷パルコ、調布パルコ、吉祥寺パルコ、千葉パルコ、福岡パルコ
計 7 店舗 飲食店 42 飲食店で実施中
中上：ラメゾンアンソレイユターブル
オリジナルブレンドハーブティー980 円（渋谷店）

上：ベーべの気持ち「ミルクソフト」320 円（福岡店）
上：総合中華 唐菜

中下：ピッツァ＆パスタ パパミラノ

若鶏の中華粥 880 円（調布店）

「野菜いっぱいのペペロンチーノ」980 円（浦和店）

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社パルコ 広報室 大河内 oko-sato@parco.jp
渋谷店 斉藤
sai-sin@parco.jp
浦和店 大石
ohis-yosi@parco.jp
調布店 田熊
taku-yosi@parco.jp
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03-3477-5710
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イベント情報

《渋谷パルコ

× 青山学院大学、青山学院女子短期大学 TABLE FOR TWO 大学連合》

TABLE FOR TWO キッチンカー
●日時

：2 月 25 日、26 日 11：00～20：00（メニューなくなり次第終了）

●場所

：渋谷パルコ 公園通り広場

●内容

：アフリカの民族衣装をまとった大学生たちがフルーツをたっぷり使ったパウンドケーキ、ヘル
シー具材にこだわったサモサの販売を行います。メニューの全てはご購入いただくと内 20 円
が開発途上国の子どもたちの給食基金になります。
社会貢献活動を積極的に支援するミスキャンパスメンバー「Sweet Smile」代表：西川礼華さん
他、メンバーたちが販売応援に駆けつけます！

Sweet Smile とは？
ミスキャンパスによる社会貢献推進団体。ミスキャンパスであるということを生かして、若い世代からさ
まざまな人たちに向けたメッセージを発信し、社会貢献の輪をさらに広げるお手伝いをしています。

《調布パルコ

× 東京外国語大学 TABLE FOR TWO 大学連合》

大学生による社会貢献団体「TABLE FOR TWO」「STUDY FOR TWO」代表による講演会
●日時

：2 月 24 日（金） 15：30～18：00（17：00 より会食有）

●場所

：調布パルコ ７階 レストランフロア
インドネシア料理「スラバヤ」

●参加費

：1,080 円（TABLE FOR TWO メニューの食事付。
参加費より 20 円が開発途上国の子どもたちの給食基金に
なります）

●タイトル

：なぜ今、国際協力が必要か

●スピーカー：STUDY FOR TWO 代表 石橋孝太郎
TABLE FOR TWO-University Association 代表 森原雄高

学生達と考案したメニュー
インドネシア料理 スラバヤ
「若鶏のウコンスープパスタセット」1,080 円

●参加方法 ：24 日（金）13：00 までに参加希望人数、お名前、ご連絡先
（メールアドレス、お電話番号いずれか）を明記の上、
（tufswin@gmail.com 本件専用アドレス）へご連絡ください。
※定員 40 名、定員数になりましたら受付を終了いたします。
●内容

：参加者皆様と TABLE FOR TWO メニューを食べていただきながら大学教科書の中古販売を
行うことで、販売費を開発途上国の子どもたちの教育支援を行っている大学生による団体
「STUDY FOR TWO」と「TABLE FOR TWO」大学連合代表による、アクションを起こす側と、受
ける側の双方のメリットを考えた社会貢献活動の考え方と、なぜ今、国際協力が必要なのか
をディスカッションを交え、熱く語っていただきます。

STUDY FOR TWO とは？
先進国で、必要のなくなった教科書を回収し、中古教科書・電子教科書販売を行い、その収益を途上国・後発国の子どもたちの教育支
援へ当てる活動を行っている学生団体。これにより全ての子どもたちが、より良い学習機会を得られる状態、また共に考え、共に行動
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し、共に高めあうそんな世界を実現していくために活動しています。
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大学生たちによる子どもたちへの絵本読み聞かせ会
●日時

：3 月 4 日（日） 16：00～16：30

●場所

：調布パルコ ７階 レストランフロア イベントスペース

・食の大切さをわかりやすく物語にした「TABLE FOR TWO」絵本「みんなでいただきます。」の読み聞かせ
・食に関連した手遊び歌
・アフリカの民族衣装をまとって親子で写真撮影
「遊び」を通して子どもたちに食の大切さ、世界について触れるきっかけを作ります。

《浦和パルコ

× 埼玉大学、文京大学、獨協大学 TABLE FOR TWO 大学連合》

大学生たちによる子どもたちへの絵本読み聞かせ会
●日時

：2 月 26 日（日）15：00～15：30

●場所

：浦和パルコ 4 階 キッズ広場

・食の大切さをわかりやすく物語にした「TABLE FOR TWO」絵本「みんなでいただきます。」の読み聞かせ
・食に関連した手遊び歌
「遊び」を通して子どもたちに食の大切さ、世界について触れるきっかけを作ります。
TABLE FOR TWO アンバサダー
である内田恭子さんが手がける
絵本。
書籍を購入いただくと 1 冊につき
20 円が開発途上国の寄付とな
ります。

学生たちが毎日更新。本企画オフィシャルホームページ。
◎ＴＦＴ大学連合メンバーによるブログアップ形式のページ構成
本オフィシャルページはＴＦＴ大学連合メンバーと各店舗との取組や、活動、企画
にこめた熱いメッセージがリアルタイムに掲載されるブログアップ形式です。

また、Facebook、Twitter も立ち上げ、TABLE FOR TWO 大学連合企画のもと、
楽しみながら活動について理解することができる内容になっております。

オフィシャルＨＰ ＰＣ版
携帯版
Facebook
Twitter

http://www.parco.co.jp/parco/parco_tftua/
http://www.parco.co.jp/m/parco_tftua/
http://www.facebook.com/parco.tftua
http://twitter.com/intent/user?screen_name=parcoxtftua

※その他、各企画詳細内容につきましてはオフィシャル HP で随時掲載いたします。
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＜TABLE FOR TWO＞
世界の 70 億人の人口のうち、10 億人が飢えに喘ぐ一方で、10 億人が肥満など食に起因する生活習慣病に苦
しんでいます。この深刻な食の不均衡を解消するため、2007 年 10 月設立。“TABLE FOR TWO”を直訳すると
「二人のための食卓」。先進国の私達と開発途上国の子どもたちが食事を分かち合うというコンセプトの下、社
員食堂や店舗で TFT ヘルシーメニューを購入すると、代金の内 20 円が寄付となり、アフリカの子どもに給食 1
食分をプレゼントできます。これまで企業や官公庁、大学、病院など約 450 団体が参加。気軽に社会貢献とメタ
ボ予防ができるという一石二鳥な取り組みが人気を呼び、約 1,067 万食（約 48,500 人の 1 年分の給食に相当）
をアフリカのウガンダ、ルワンダ、マラウィに届けました（2012 年 1 月 24 日現在）。2010 年 9 月より干ばつ被害に
苦しむエチオピア、2011 年 8 月よりタンザニアでも給食支援を始めています。
日本で始まった活動は海を越え、アメリカ、イギリス、スイス、ノルウェー、台湾、韓国、香港などにも広がって
います。
www.tablefor2.org

＜TABLE FOR TWO-University Association、TABLE FOR TWO 大学連合＞
TFT-University Association TFT を支援してい
る大学生による学生団体です。
現在メンバーは全国約 130 大学に約 800 名がお
り、定期的に情報交換をしながら、大学に TABLE
FOR TWO を導入したり,学生イベントを開催してお
り、全国 85 の学校が TABLE FOR TWO を導入し
ており、昨年度は 1 年間で目標の 22 万食を届け、
本年度は 30 万食を目標に活動を行っておりま
す。
TFT-University Association（TFT 大学連合）は、
学生が主体となり、TABLE FOR TWO に参加する
ことを通して、次世代を担う若者と共に、１地球市
2011 年世界食料デーキャンペーン締めくくりイベント

民としての成長を目指しています。主に大学学生
食堂への TFT 導入を目指し、全国の大学へ TFT

の活動の輪を広げようと活動中。大学近隣のレストラン、カフェへの導入や、学園祭でＴＦＴメニューの販売、
栄養士資格のある学生メンバーよる TFT カフェの期間限定運営など、イベント企画運営なども行っています。
http://www.tablefor2.org/supporter/tftua.html
●活動母体
特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 代表 小暮 真久
TABLE FOR TWO に関する問い合わせ先 TEL 03-5771-4117 MAIL：m.ando@tablefor2.org （担当：安東）
＜http://www.tablefor2.org/＞
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