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報道関係者各位

2014 年 7月 25日

公益財団法人 日本ユニセフ協会 広報室

株式会社博報堂 広報室

日本ユニセフ協会と博報堂の有志メンバーは、清潔できれいな水を必要とする世界の子どもたちへの支援

のため、全国のレストラン・カフェの水に対して募金する「ＴＡＰ ＰＲＯＪＥＣＴ ＪＡＰＡＮ 2014」を、日本の水の

日である 8月１日（金）から 8月 31日（日）の一ヶ月間開催いたします。また、本年の活動開始の初日である

8 月１日（金）にキックオフイベントを二子玉川ＲＩＳＥにて実施いたします。イベント終了後には、2014 年の取り

組みの一環として、8月7日（木）までの一週間、巨大募金箱『みんなの募金箱』を同会場に設置いたします。

ＴＡＰ ＰＲＯＪＥＣＴとは、2007年にニューヨークで始まり、日本では2009年に活動を開始。レストラン・カフ

ェで提供されるお水やお茶に対して、任意で100円もしくはそれ以上の募金をしていただくという募金活動です。

お寄せいただいた募金は、「清潔で安全な水」を手に入れることができないアフリカ南東部の島国マダガスカ

ル共和国の子どもたちの支援事業に役立てられます。活動6年目を迎えた今年は、全国430以上のご賛同

店舗で活動が展開されます（7月23日現在）。

イベント当日はこの活動をより多くの方々に目を向けていただくために、長年にわたりユニセフの活動にボラ

ンティア参加してくださっているタレントのルー大柴さんにスポークスパーソンとして参加いただきます。また、

支援先であるアフリカのマダガスカル大使館 ラトディソア アンドニリナ商務経済参事官にもご出席いただく予

定です。また、イベント終了後の8月1日(金)～8月7日(木)の一週間、パートナー企業各社のご協力で製作さ

れた人の名前が記された約1,000個の投入窓（投入口）がある巨大募金箱『みんなの募金箱』を同会場に設

置します。自分の名前を楽しみながら探し、自分の名前が記された募金投入窓からマダガスカルの子どもた

ちのために募金できる取り組みを実施してまいります。

【報道ご関係者のお問い合わせ】

公益財団法人日本ユニセフ協会 広報室 TEL： 03-5789-2016 FAX： 03-5789-2036

mail：jcuinfo@unicef.or.jp

株式会社 博報堂 広報室 TEL: 03-6441-6161 FAX: 03-6441-6166

“あなたの「窓」から世界を変えよう！”
約１,000 の名前入り募金投入窓（投入口）が付いた

幅 10ｍの巨大募金箱が 二子玉川 RISE に登場

『ＴＡＰ ＰＲＯＪＥＣＴ ＪＡＰＡＮ 2014』

キックオフイベント

8 月 1 日(金)13：00～14：00
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■「ＴＡＰ ＰＲＯＪＥＣＴ ＪＡＰＡＮ 2014」 キックオフイベント概要

■場所：二子玉川ＲＩＳＥ ガレリア

■日時：2014 年 8月１日(金) 13:00～14:00 ※報道受付 12:30

＜プログラム＞

1．開会のご挨拶/出演者のご紹介

2．公益財団法人日本ユニセフ協会 高橋愛子 挨拶

3．ＨＡＫＵＨＯＤＯ ＤＥＳＩＧＮ 永井一史代表取締役社長 挨拶

4．ゲストトーク＆募金実演 (ルー大柴さん)

5．マダガスカル大使館 ご挨拶

（ラトディソア アンドニリナ商務経済参事官）

6．質疑応答＆フォトセッション

■会場のご案内

■会場:二子玉川ＲＩＳＥ ガレリア

■住所:

〒158-0094 東京都世田谷区玉川 2-21-1

■アクセス方法

電車：東急田園都市線・大井町線

「二子玉川駅」直結

ＴＡＰ ＰＲＯＪＥＣＴ ＪＡＰＡＮ 2014 スポークスパーソン

ルー大柴さん



■『みんなの募金箱』について

『みんなの募金箱』は、水環境に

2014 年活動の取り組みです。パートナー

奥行き 1.2ｍの巨大募金箱には、

しみながら探して、自分専用の投入窓

保険相互会社が毎年実施している

PROJECT の関係者の名前も加えて

※名前がない場合は、手書きで書き込

『みんなの募金箱』 （イメージ）

会場：二子玉川ＲＩＳＥ ガレリア 期間：8月

実施時間：10:00～19:00 ※初日(8月1日

■ Ｗ Ｅ Ｂ 企 画 『 TAP WATER RELAY

supported ｂｙ 日本製粉

イベントに参加できない方も手軽

WEBサイトでは展開いたします。テーマはバケツリレー

WATER RELAY』では、サイト内で

スカルまでバケツリレーで水を運んでいく

つの絵を投稿ごとに、100円の寄付

スカルの水と衛生の支援活動につかわれます

から開始します。

＜URL＞http://www.tapproject.jp/water_relay/sp/

■『TAP × ＧＩＡＮＴＳ』も 8 月１

読売巨人軍も TAP PROJECT の

が設置される他、8 月に予定されている

ビジョンでの TAP PROJECT 活動

施されます。※二子玉川 RISE の

と原辰徳監督のサインが入ったジャイアンツ
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に恵まれない世界の現状を知っていただき、改善を

パートナー企業各社の協力によって製作された全長

、人の名前が記された約 1,000 名分の投入窓があり

投入窓から募金していただけます。募金箱上の名前

している「恒例！明治安田生命の生まれ年別の名前調査

えて記載しています。

込めます。近くにいるスタッフにお問い合わせください。

月1日(金)～7日(木)

日)のみイベント終了後の14：00より開始いたします。

TAP WATER RELAY 』 へ の 参 加 者 募 集

手軽に募金ができるような施策を

テーマはバケツリレー。『TAP

で絵を描くことができ、マダガ

んでいく様子を楽しめます。1

寄付に。その寄付金は、マダガ

につかわれます。8月14日（木）

http://www.tapproject.jp/water_relay/sp/

１日よりスタート！

の活動を応援しています。東京ドーム内に募金箱

されている巨人戦の開催日には、ドーム内オーロラ

活動が紹介され、選手による募金の呼びかけも実

の巨大募金箱『みんなの募金箱』にも、主力選手

ったジャイアンツ専用募金窓が登場します。

を支援していく、という

全長 10ｍ×高さ 2ｍ×

があり、自分の名前を楽

名前は、明治安田生命

名前調査」を参考に、TAP

<QR コード＞
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■「ＴＡＰ ＰＲＯＪＥＣＴ ＪＡＰＡＮ」趣旨と経緯

「きれいな水を、いつでもかんたんに手にすることができる。」 日本に住む私たちには当たり前のことです

が、世界ではいまだ7億4,800万人の人々が清潔で安全な水を使うことができません。汚れた水と衛生

環境が原因で、毎日1,400人以上の子どもが下痢という単純な病気から深刻な脱水症状に陥り、命を

落としています。TAP PROJECTは、きれいで安全な水が身近にある環境にいる人たちが、世界の子ども

たちが置かれている状況を知り、さらに支援する取り組みです。

国連が制定した3月22日の「世界水の日」にあわせ、レストランで提供されるお水やお茶に対して募金を

お願いすることで、世界中の人々が「清潔で安全な水」を使うための活動を支援します。このプロジェクト

は、2007年にニューヨークで始まり、2008年には全米46州やカナダに拡大、その後フィンランド、ニュー

ジーランドにも広がりました。2010年には全米で100万ドル以上、フィンランドでは約16万ユーロの大きな

ご支援が寄せられています。

日本では2009年に東京及び横浜エリアで、2010年には名古屋、関西、神奈川全域にエリアを拡大して

実施。2011年からは全国に活動が拡がりました。また、日本では2012年より、水に対する意識の高まる

夏季に設定しています。2013年からは「水の日」である8月1日より活動を開始しています。

■募金について

お寄せいただいた募金は、アフリカ南東部の島国マダガスカル共和国でユニセフが行う水と衛生事業の

支援プロジェクトに役立てられています。これまでのご支援（※派生的取り組みや直接送金された個人の

募金を含む）によって、47の小学校に、45ヶ所の井戸や給水施設、そして142基のトイレが設置され、

14,533人の子どもたちとその周辺の地域住民が、清潔で安全な水を飲むことができるようになりました。

子どもたちを対象に衛生習慣を普及する活動も行なわれています。今年の活動でお寄せいただく募金も、

引き続きマダガスカルの水と衛生事業の支援プロジェクトに活用されます。
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ご参考

■「TAP PROJECT JAPAN」過去の実績

【2009年】

3月20日～3月22日「TAP TOKYO」 （参加約300店）

7月23日～8月31日「TAP YOKOHAMA」 （参加約300店）

2009年募金額 7,521,846円

※募金額にはレストランでの募金に加え、ウェブサイト、郵便振込、クリック募金などでお寄せいただいた

ものを含みます

【2010年】

3月22日～3月28日「TAP PROJECT 2010」東京・名古屋・関西エリア （参加約1000店）

9月18日～10月4日「TAP KANAGAWA」 （参加約400店）

2010年募金額 8,850,331円

※募金額にはレストランでの募金に加え、ウェブサイト、郵便振込、クリック募金などでお寄せいただいた

ものを含みます

【2011年】

（※募金・支援先を東日本大震災緊急募金に変更）

3月19日～2011年末まで「TAP PROJECT 2011」全国 （参加約800店）

協賛企画からの協力

2011年東日本大震災緊急募金総額 16,845,194円

11月18日～25日 PCY主催TAP PROJECT 2011 関西 マダガスカル支援（参加約60店）

募金額：111,800円

※PCY=Peace Conference of Youth（大阪青年会議所が実施するユース向けカンファレンス

【2012年】

7月28日～8月5日まで「TAP PROJECT 2012」全国 （参加約430店）

協賛企業からの協力

２０１２年合計募金額 4,561,678円

【2013年】

8月1日～8月31日まで「TAP PROJECT 2013」全国 （参加約430店）

8月1日～8月7日まで「TAP WATER BAR」などのイベントや協賛企画からの協力

2013年合計募金額 4,427,404円

【これまでのTAPプロジェクト募金額】

これまでに約1,500店舗の参加レストランや関連イベント・企画などを通じてマダガスカル共和国への水と

衛生支援に寄せられた募金額は総額2,500万円以上にのぼります。
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ご参考

■ユニセフについて

ユニセフ（UNICEF：国際連合児童基金）は、世界の子どもたちの命と健やかな成長を守るために活動する

国連機関です。現在、150 以上の国と地域で活動しています。ユニセフは、子どもの権利を守る主要な

機関として、保健、教育、栄養、水と衛生、保護、緊急支援などの支援活動を実施しています。活動資

金は、すべて個人や企業・団体・各国政府からの任意拠出金でまかなわれています。

40 年以上に渡り、ユニセフは安全な水と衛生施設を必要としている人々に提供するためのプログラムを

実施しており、井戸やトイレの建設や水と衛生に関する啓蒙活動を展開しています。

(http://www.unicef.org）

■日本ユニセフ協会について

公益財団法人 日本ユニセフ協会は、先進工業国 36 カ国にあるユニセフ国内委員会のひとつで、日本

国内において民間として唯一ユニセフを代表する組織として、ユニセフ活動の広報、政策提言（アドボカ

シー）、募金活動を担っています。 （http://www.unicef.or.jp）

■スポークスパーソン ルー大柴さんプロフィール

ルー大柴（ルーオオシバ）

＜生年月日＞ 1954．1．14

＜血液型＞ A

＜出身地＞東京都新宿区

＜肩書＞ タレント・俳優

山野美容芸術短期大学客員教授

（国際コミュニケーション学）

遠州流茶道 師範

環境省生物多様性リーダー

＜趣味＞ ドジョウ・メダカなどの採集・飼育、

クラシック音楽鑑賞、

切手・ハガキ集め、立ち食いソバ屋さん巡り

＜特技＞ 茶道 遠州流師範、水墨画、太極拳、

アクセサリー作り（ホースネイル）

＜略歴＞ 1954年新宿に生まれる。英語と日本語を混ぜたルー語を使った独自のキャラクターで活躍。
2006年から始めたブログが若者に支持され、2007年 NHK みんなのうたで採用された「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」
をキッカケに、富士山の樹海清掃や地域のゴミ拾い活動をするなど環境活動にも積極的に取り組む。ユ
ニセフの活動にも意欲的に取り組まれており、『ユニセフ「世界手洗いの日」プロジェクト』や毎年実施され
ている『ハンド・イン・ハンド募金活動』などにもボランティア参加。2010年 7月より山野美容芸術短期大
学客員教授に就任。趣味はドジョウやメダカの採集、水墨画、茶道遠州流師範の肩書を持つ。


