
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1612号（平成26年1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。

12014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

新しい一年が始まりました。
社会にはたくさんの課題があります
が、自分事として考え、あきらめるこ
となく、常に前向きに行動します。本
年もどうぞよろしくお願いします。

先生方のご支援を大切に活かしています。

寄付強化月間中には多くの先生方
に金属をお送りいただき、誠にあり
がとうございました。
本年一年の皆様のご多幸を心より
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
明けましておめでとうございます。
ミャンマー歯科ボランティアツアー
の出発日が近づきました。来月号で
は、子どもたちの笑顔をお届けいた
します。

新年早々体調を崩してしまいました。
何事も身体が資本！ 健康に気を付け
て今年も難病や貧困とたたかう子ど
もたちが笑顔になれるよう頑張りた
いです。

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
いで歯科医院　井出 壹也先生　千葉県松戸市西馬橋相川町117

特集
［第8回］

患者さんの協力で進めている社会貢献。その現場を見ておこうと思

い参加しました。また、ミャンマーにも元々興味がありました。バスで

移動したのですが、到着した時に炎天下の中で子どもたちや村の人

が民族衣装を着てずっと待っていてくれて、それを見たときに感動し

ました。特に村には通信網なども

ない状況なので、いつ来るかわか

らない中でずっと待っていてくれ

たと思うと真心を感じました。

砂糖が入ってきているようでむし歯が多いように感じました。歯科医

院もないため、そのままの状態にするしかないようです。あの歯の状

況からみると、磨いているのかもしれないけど、食習慣が変化してい

るのかなあと思いました。近代化してくると仕方ない所はあると思い

ます。柔らかい食べ物や甘いものを多く

食べるようになりますし、いったんはそう

いったところを経て変わっていくしかな

いのかもしれないですね。予防にはあ

の状況だと飲み水にフッ素を入れら

れればだいぶ効果があるのではないかと思います。

国は違えども、同じ職業なのですぐに打ち解け、片言の英語でも会話

が弾んでとても楽しいひと時でした。

また、みなさんとても勉強熱心で、日本に留学している先生も多く、

ミャンマーと日本のつながりを改めて感じました。観光ではいけな

い、町の人の息遣いが感じられる

ところにまで見ることができました。

是非多くの歯科医師の先生にも実際

に行っていただきたいと思います。

ツアーに参加された理由はなんですか？

子どもたちの口の中の印象は？
ミャンマーの子どもたちの歯をどうすればいいか？

ミャンマー人の歯科医師と触れ合って
いかがでしたか？

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



（2013年12月31日現在）

参加歯科医院総数

5,546医院
ご寄付いただいた貴金属

2,011.201kg
累計寄付金額

626,700,337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
キ リ ト リ 線
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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。

子どもたちが明るい未来を手に入れてく
れることを願っています。

歯科医師として、未来ある子どもたちの
ために出来る事が見つかりました。

チャイルド・ケモ・ハウス
報告会＆出版記念イベントを開催！

第13回目の
リサイクル換金の結果をご報告

たくさんのご協力
ありがとうございました！

TOOTH FAIRY事業の一つとして実施している日本初の小児がん専門施

設「チャイルド・ケモ・ハウス」が１２月１日から本格的に運用を始めることとな

りました。TOOTH FAIRYから３億円の支援を行っており、ついに小児がん

患者やその家族、そして多くのサポーターたちの夢が叶いました。それを記

念し、これまでの経緯を、このほどポプラ社より出版しました。タイトルは『夢

の病院をつくろう』です。

１０９ページ～１１０ページに

TOOTH FAIRYに関する記載

がございます。

24
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

ポプラ社出版 『夢の病院をつくろう』

兵庫県・A歯科 愛知県・S歯科クリニック

世界中の子どもたちが十分に教育、スポー
ツを楽しむ事が出来る様に希望します。

多少ですが協力させて頂きます。
頑張ってください。

島根県・Y歯科医院 山梨県・A歯科医院

最新の活動報告

撤去金属

総重量
寄付金額

合計金額

122.2kg

50,502,218円

2013年12月開催 リサイクル換金結果

※寄付金額＝歯科撤去金属売却金額－売却手数料

2013年12月3日に開催した第13回目リサイクル換金の結果がでましたの
で、ご報告させていただきます。（回収期間：7月25日～11月22日）




