
0120-24-2471

03-6229-5140

日本財団 「歯の妖精 TOOTH FAIRY」

受付時間
9:00ー17:00
（平日受付）

FAX

すでに参加お申し込みいただいた方で登録内容を変更したい方は、WEBサイト（http://tooth-fairy.jp）内右上の参加内容更新フォームにて受
け付けております。変更したい内容をフォームに入力していただき、送信してください。
日本財団は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適切な管理、保護に取り組んでいます。

お電話

メール

ハガキ

TOOTH FAIRY 検索

CC@ps.nippon-foundation.or.jp

左の「参加お申し込みハガキ」に必要事項をご記入の上、
ポストへご投函ください。（切手は不要です）

必要事項（ハガキの内容）を
ご記入の上、ご送信ください。

参加のお申し込みは
こちらから。

〒107-8404　東京都港区赤坂1-2-2　日本財団ビル
TEL. 03-6229-5111　FAX. 03-6229-5110
http://www.nippon-foundation.or.jp/

WEB

お問い合わせ先 どんなことでもお気軽にご相談ください。

簡単4ステップ！ 「TOOTH FAIRY」ご参加の流れ

参加お申し込みハガキ

料金受取人払郵便

赤 坂 局
承　　認

3044

差出有効期限
平成27年4月30日まで
（切手不要）

郵 便 は が き
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東京都港区赤坂1-2-2
日本財団
歯の妖精 TOOTH FAIRY係行

申込日 平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

医院名

フリガナ

お名前

フリガナ

医院のご住所
〒

お電話番号

FAX

E-mail
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日歯広報第1615号（平成26年2月25日付）＜付録＞

中面は患者さんへの
報告にもご活用ください。

22014年

特集／最新の活動報告
参加医院の声／スタッフのつぶやき

新しい院内掲示ポスターが、まもな
く完成します。イメージチェンジした
フェアリーちゃんが登場します。
お楽しみに！

先生方のご支援を大切に活かしています。

TOOTH FAIRY夢の家族旅行に
て、一緒にディズニーランドに行っ
た男の子が、11歳という短い生涯
を終えました。御冥福をお祈りいた
します。

長谷川 隆治 はせがわ りゅうじ 山﨑 美加 やまさき みか

こむら ゆうこ

皆様への
3つのお約束

寄付金は活動現場で
活用します

活動内容を
すべて情報公開します

プロジェクトに
参加する機会を作ります

1

2

3
10名の先生とミャンマーに行って
きました。訪問先での心温まる歓迎
や子どもたちの笑顔に、みんな、
すっかりミャンマーの虜になってし
まいました。

ＴＯＯＴＨ ＦＡＩＲＹをご支援いただい
ている企業様より、子どもたちへ沢
山の歯ブラシ等をご寄付いただきま
した。大切にお届けさせていただき
ます。

沢渡 一登 さわたり かずと 小村 悠子

鹿児島県出身群馬県出身

佐賀県出身東京都出身

スタッフの
つぶやき

役目を終えた
撤去冠の寄付を
お願いします。

歯科医師だからこそできる、社会貢献があります。

1
プロジェクト

フェアリースクールプロジェクト 2
プロジェクト フェアリー

チャレンジキッズプロジェクト

ミャンマー歯科ボランティアツアーレポート
松村歯科　松村照代先生　神奈川県川崎市幸区下平間223

特集
［第9回］

前からボランティアには興味がありましたが、どこに寄付したらいい

のか、寄付してもちゃんと使ってもらえるのかな？ などと考えてしま

い、なかなかはじめられませんでした。今回現場を見ることができ、実

際に素晴らしい学校が建っていて、まずはとても感

動しました。ボランティアツアーとして参加しました

が、ボランティアもそう簡単ではないことも分かり

ました。一度はじめたら、きちんと継続していかな

ければならないと思います。

学校を建物だけ建てて、あとはお任せしているのかな？ というよう

に考えていましたが、きちんと現地に日本人スタッフも入っており、

継続的に運営面もしっかり見ていることに感心しました。学校では熱

い歓迎をうけ小学生たちが踊りの準備をして、私たちのことを待っ

ていてくれたことがうれしかったです。どの子の目も輝いており、目

を見て話を聞いてくれました。また女性がとても活躍

していると感じました。スーチーさんを

はじめ、今回のスタッフや学校の先生た

ちのほとんどが女性。ミャンマーの女性

の社会進出は進んでいると感じました。

ミャンマーの子どもたちだけでなく、日本で難病とたたかう子どもた

ちやご家族は介護に追われて本当に大変だと思います。みんなで支

える仕組みが必要ですので日本の子どもた

ちへの支援はもっともっとしていくべきだと

思います。たくさんの歯科医師が参加し

て、社会貢献の輪を今後も広げていきた

いです。

ツアーに参加された感想は？

ミャンマーに行く前のイメージ、
行ってからのイメージ

TOOTH FAIRYへのメッセージ

1STEP

下のハガキで
参加お申し込み

ポスター・回収
ケース等のお届け 撤去冠の寄付 日本財団が

責任を持って換金

2STEP 3STEP 4STEP



（2014年1月31日現在）

参加歯科医院総数

5,581医院
ご寄付いただいた貴金属

2,011.201kg
累計寄付金額

655,764,228円

日本全国の歯科医師様に社会貢献の輪が拡がっています。

歯の妖精「TOOTH FAIRY」の活動とは？

本プロジェクトに係る日本財団スタッフの人件費や、広報費、撤去金属の

運搬費用などの経費は全て日本財団が負担し、換金された資金はすべて

支援の現場での活動費として大切に活用しています。

※金属の分析精製手数料に係る手数料及び、支払消費税は、金属の換金額から差し引かせて
いただいています。

寄付金は100%全額※

子どもたちのために使われます。

これまで6億円を超える
ご支援をいただいております。

西洋では抜けた乳歯を枕元に置いて寝ると夜中に歯の妖精 TOOTH 

FAIRYがこっそりその歯をもらいに来て、お礼にプレゼントと交換してい

くと言い伝えられています。

歯の治療で役目を終えた金属も、子どもたちを喜ばせる素敵なプレゼント

にかえられたら、という思いからこのプロジェクトは始まりました。

治療上撤去した不要な冠などの金属をご寄付いただき、その中に含まれ

る金、銀、パラジウム、プラチナをリサイクルした資金で、貧困や重い病気

と闘う子どもたちを支援するプロジェクトです。この活動に共感してくだ

さった歯科医師様と患者様の協力により進めています。

歯科医師だからできる
ユニークな社会貢献です。

役目を終えた
金歯・入れ歯が

子どもたちに
「夢」や「希望」を！

うまれかわり

途上国の子どもたちや、重い病気と闘っている
子どもたちを支援しています。

参加お申し込みハガキ
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□ A2（59.4cm×42cm）　□ A3（42cm×29.7cm）　□ A4（29.7cm×21cm）

医院名・住所などを、日本財団のホームページなどで紹介し、顕彰いたします。
公開を望まない場合は□にチェックを付けてください。

参加ポスターのご希望サイズにチェックを付けてください。

□　HPでの公開を望まない

ホームページ内で参加医院をご紹介しています

「TOOTH FAIRY」ホーム
ページ内に貴医院のミニHP
を作成しております。
下記項目へのご記入をお願
いいたします。

※お写真はホームページ上か
ら追加できます。

※診療科目にチェックをつけてください。

参加医院様から、
うれしい声が届いています。

わたしたちにできること、わたしたちにし
かできないこと、ひとつずつ！

歯科医師として、又１児の母として社会
貢献できればよいと考えていました。

2月5日～9日 ミャンマー歯科
ボランティアツアーを実施しました。

2月18日
第14回目の換金が開催されました。

換金結果速報は
ホームページをご覧ください。
ご協力ありがとうございました。

公募制にしてから今回で2度目の歯科ボランティアツアー。10名の歯科医

師の先生と、TOOTH FAIRYスクールを訪問しました。子どもたちや村人

から温かい歓迎を受け、先生方には子どもたちや村人の歯の検診を行って

いただきました。初めて会う外国人に子どもたちは興味津々。目を輝かせ

ながら、先生方のお話を聞いていました。日本とミャンマーが今後さらにい

い関係を築けますように。

第14回目となる換金が行われました。2013年11月23日～2014年2月

10日までに寄せられた参加歯科医院749件、個人寄付19件、合計768件

の金属を、4社の金属会社に引き渡しました。換金の結果につきましては来

月以降のご報告となります。全国から温かいご寄付を頂き誠にありがとう

ございます。学びたくても学べないミャンマーの子どもたち、難病と闘う子

どもたちとそのご家族のために大切に活用させていただきます。
35

医院様にご参加
いただきました！

先月は

1
プロジェクト

2
プロジェクト

フェアリースクールプロジェクト

フェアリーチャレンジキッズプロジェクト

勉強がしたいと願うミャンマーの子どもたちに学校を建設する「ミャンマー学校建設」プロジェクト

小児がん専用化学療法ハウス設立、夢のキャンプ開催、難病児とその家族へ夢の旅行をプレゼント

10
建設

現在　　　　校 40
建設予定
さらに　　　　校

兵庫県・T歯科医院 神奈川県・Mデンタルクリニック

世界中の貧困や難病と闘う人達へ少しで
も力になれたらと思います。

国境を越えて、少しでも貢献できたらう
れしいです。

東京都・A総合歯科 愛知県・S歯科診療所

最新の活動報告




