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日本財団
日本歯科医師会
歯の妖精TOOTH FAIRY係行
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参加お申し込みハガキ

役目を終えた撤去冠を
寄付してください。
たくさんの子どもたちを救うことができます。

0120-24-2471

日本財団 「歯の妖精TOOTH FAIRY」

受付時間
9:00ー17:00
（平日受付）

WEB

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）内右下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）

参加のお申し込みはこちらから。

寄付金は100%全額活動現場で使います

〒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/

失敗も成功も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

簡単！ ご参加の流れ

下記のハガキ、Webサイトからお申し込みください。

お申し込み

感謝状、スターターキット（金属回収容器
２ケース、ポスター、ハンドブック、参加ス
テッカー、改ざん防止シール2枚）をお送
りさせていただきます。

スターターキットのお届け

患者様にご協力いただき撤去した金属（金、プラチナ、パ
ラジウム、銀）をご回収ください。

回収

お電話一本で宅配便が回収に伺い、着払いでおあずかり
します。

回収容器のご発送

お送りいただいた金属はリサイクルされ寄付金にかわります。

換金

金属の受け取り報告、アニュアルレポート、ポスター、会
計報告など、透明性をもって情報公開いたします。また、
Facebookで随時最新の情報をお届けしています。

活動のご報告
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日歯広報第1581号（2012年12月25日付）＜付録＞

ミャンマー学校建設プロジェクト 小児ホスピスプロジェクト（神奈川県大磯町） 小児がん専門施設プロジェクト（兵庫県神戸市）

申込日 平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

医院名

フリガナ

お名前

フリガナ

ご住所
〒

お電話番号

E-mail 社団法人 日本歯科医師会

皆様への
3つのお約束

｜歯医者さん、ありがとう！｜
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3

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。

感謝状

先日、ママイベントに日
歯・福岡県歯のご協力によ
り、川端先生を派遣してい
ただき歯磨き指導を実施。
沢山の質問が寄せられ、
関心の高さが窺えました！

先生方のご支援を大切に活かしています。

少しでも世の中の役に立ちたく参加しました。（岐阜県・Ｕ医院）

子どもたちの笑顔が見たいと想い参加しました。（長野県・Ｍ医院）

歯科医師会のHPを見て、不用品として廃棄される貴金属に新たな意義を見出し
ました。子ども達が困難に負けず今を楽しめるように手助けをしたいです。 （岡
山県・H矯正医院）

震災で人と人との絆を実感し、微力ですが社会貢献をしたいと思います。（福島
県・S歯科医院）

長谷川 隆治
はせがわ りゅうじ

参加医院様の声

今年も金属回収強化月間
を迎え、事務局に続々と金
属が届いております。あり
がとうございます！師走の
寒さと慌ただしさに負け
ず頑張ります！

小村 悠子
こむら ゆうこ

クリスマスは街中や人々が
キラキラとして大好きな季
節です。この機会に子どもた
ちのサンタさんになって下
さい。そして皆様の元にもサ
ンタさんがきますように。

山﨑 美加
やまさき みか

今月は、金属回収強化月間
です。みなさまからご寄付
いただいた金属は、支援を
必要としている子どもたち
へのクリスマスプレゼント
になります。

沢渡 一登
さわたり かずと

NEW

スタッフ
紹介

月号

2012年
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最
新の

活動
報告を掲載しています！

歯科医師だからできる、社会貢献が
あります。

既に
たく
さん
の

歯科
医師
様か
らご
賛同

いた
だい
てい
ます
。

ただいま
TOOTH FAIRY
金属回収強化月間

｜
撤
去冠

をお
持ちの方はお早めに！｜

回収金属受け取り期限
2013年1月25日（金）まで
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歯の妖精「TOOTH FAIRY」の活動を知ってください。
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。

治療で取り外した撤去金属や不要になった入れ歯をご寄付
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。

「TOOTH FAIRY」
プロジェクトって何？

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。

寄付金はどれくらい
活動現場に使われるの？

TOOTH FAIRYは2009年6月よりプロジェクトをスタートし、全国の参加歯科医院様のご協力に
より進めています。

これまでの実績はどの程度あるの？

活動によって集められた寄付金の使い道は？

ミャンマーの僻地に
建設した学校

必要部数

診療科目 □ 歯科　□ 矯正歯科　□ 歯科口腔外科　□ 小児歯科

□ A2（59.4cm×42cm）　□ A3（42cm×29.7cm）　□ A4（29.7cm×21cm）

※標榜・診療科目にチェックをつけてください。

部

（2012年11月30日現在）

（2012年11月30日現在）

（2012年11月30日現在）

（2012年11月30日現在）

10校

改築準備中

建設中

参加歯科医院総数
4,507医院

回収した貴金属

1372.306kg
換金総額

399,476,307円

小児ホスピス
「海のみえる森」
（2012年11月30日現在）

小児がん専門施設
「チャイルド・ケモ・ハウス」
（2012年11月30日現在）

以下の該当する項目にチェックを入れて、必要事項を記入してからお送りください。

以下は、TOOTH FAIRYに参加を申し込む方のみご記入ください。記入情報をも
とに、TOOTH FAIRYのHP内に貴医院のミニHPを作成します。

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。

□　「TOOTH FAIRY」に参加を申し込む

□　「TOOTH FAIRY 2011年度活動報告」の送付を希望する
「TOOTH FAIRY 2011年度活動報告」では、プロジェクトの詳しい内容を
紹介しています。

HP アリ　　　　　・　　　　　ナシ

診療時間
※記入例：平日午前10～13時、午後14～18時　日祝休

参加のきっかけや支援する子どもたちへのメッセージをぜひお願いします。

□　HPでの公開を望まない

歯科医師だからできる
ユニークな社会貢献です。

寄付金は100%全額※

子どもたちのために使われます。

約4億円のご支援をいただいております。

現在、ミャンマーと日本の子どもたちのために
3つのプロジェクトをおこなっております。

子どもたちから、たくさんの「ありがとう」が届いています！

役目を終えた
金歯・入れ歯・etc.

子どもたちに
「夢」と「希望」を！

お金に換金

ミャンマー
学校建設プロジェクト

小児ホスピス
「海のみえる森」

小児がん専門施設
「チャイルド・ケモ・ハウス」

神奈川県大磯町 兵庫県神戸市

活動
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「ミャンマー学校建設」プロジェクト

「海のみえる森」プロジェクト

「チャイルド・ケモ・ハウス」プロジェクト

1
2
3

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

難病や重い障害と闘う子どもたちとその家族を受け
入れ、レスパイト（休息）を提供するための施設を設立

小児がん専用の化学療法ハウスの建設

皆様のご支援・ご協力によって集められた寄付金は、本当に支援を必要としている子どもたちへ、
「夢」や「希望」というプレゼントに使われます。

先月は73医院様にご参加いただきました！

2月末に全国紙、地方紙でご紹介※

2013年夏
オープン予定

2013年春
オープン予定

子どもたちを救う撤去冠

Facebookでも情報公開中！NHKで紹介もされました

歯科医師会全体でも
ご入会いただいています
（京都府中京歯科医師会の皆様）

歯の妖精「TOOTH FAIRY」のお話をご存じですか？
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。

神奈川県平塚歯科医師会•
佐賀県唐津東松浦歯科医師会にて
プレゼンさせていただきました！

最新の活動報告

神奈川県平塚歯科医師会（10/30）、佐賀県唐津東松浦歯

科医師会（11/30）にてTOOTH FAIRYについてのプレゼ

ンを行いました。

唐津は私（山崎）の故郷でもあるということで、唐津にこの

ような形で戻ってくることができ、大変うれしく感じまし

た。平塚歯科医師会の荒井会長、増井副会長、唐津東松浦

歯科医師会の古賀会長、貴重なお時間を頂き誠にありがと

うございました。

今後とも全国どちらにでも駆けつけますので、TOOTH 

FAIRYについて詳しい説明が聞きたい、担当者と話したい

ということであればいつでもご連絡ください。

活動
報告 1 PR

第10回目のリサイクルを
開催しました。PR

活動
報告 2
2012年11月29日（木）に記念すべき第10回のリサイク

ルが開催されました。今回、引き渡した金属は2012年7月

20日～11月16日に頂いた金属です。

参加医院299件、個人寄付30件、計329件の金属が集まり

ました。皆様、ご協力ありがとうございました！リサイクル

の結果は12月20日以降にお知らせいたします。

貴医院
の

PRを
お手伝

い！

貴医院にも
たくさんの
メリットが
あります！

2013年2月の新聞掲載をご希望の方は
2013年2月8日（金）までに
お申し込みください。

当サイト内で貴院をご紹介 感謝状を進呈 金属到着証明書を発行

※スペースの関係上、参加医院数の多い県は掲載できない場合もございますので予めご了承ください。

メリット① メリット② メリット③ メリット④

ミニHPを作成
信頼感アップ

報告をお約束
全国に周知
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