
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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中面は患者さんへの
報告にもご活用ください。

先生方のご支援を大切に活かしています。
昨年度は皆様から多くの
金属ご寄付、また歯科ボ
ランティアとしてご協力
いただき誠にありがとう
ございました。
今年度も皆様にご満足
いただけるTOOTH  
FAIRYプロジェクトとな
りますようスタッフ一同
頑張ります。
応援よろしくお願いいた
します。

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

希望する方がプロジェクトに
参加する機会を作ります

1

2

3

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。
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

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

52014年

今月の
活動報告

子どもたちの支援活動に
撤去冠を活用しています 詳しくはなか面へ！

TOOTH FAIRYプレゼンツ
「香川県せとっ子の会スプリングキャンプ」開催！

長谷川 隆治
はせがわ りゅうじ

東京都出身
山﨑 美加
やまさき　みか

佐賀県出身
沢渡 一登
さわたり　かずと

群馬県出身
小村 悠子
こむら　ゆうこ

鹿児島県出身



（2014年3月31日現在）

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。

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
キ リ ト リ 線

キ
リ
ト
リ
線

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

歯科医院名・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歯科医院をご紹介しています

「TOOTH FAIRY」ホーム
ページ内に貴歯科医院のミ
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。

参加歯科医院様から、
うれしい声が届いています。

リサイクルというほんの少しの心づかい
により誰かの役に立てることは、とても
嬉しいことだと思います。

子どもたちへ、希望のメッセージが伝わ
り、心を開いてほほえむことのできる世
界であってほしいと思います。

TOOTH FAIRYプレゼンツ
「香川県せとっ子の会スプリングキャンプ」開催！

TOOTH FAIRYでは1型糖尿病の子どもたちのキャンプを支援して

います。同じ病気と闘う友だちを作り、インスリン注射や血糖自己測定

など自己管理に必要な糖尿病の知識・技術を身につけることが目的で

す。自身も1型糖尿病の高校生以上のキャンプOB・OGや、ボランティ

アの方々と一緒に過ごすことでメンタルケアの場ともなっています。

3月27日～30日は、香川県で「第32回せとっ子の会スプリングキャン

プ」を開催しました。3歳から14歳まで、17人の子どもが集まりました。

キャンドル作りや桜咲く野道を歩くウォークラリー、手打ちうどん体験

など笑顔の溢れるものとなりました。2日目の晩には医師同席のもと、イ

ンスリン注射の打ち方講習会がありました。自己流になりがちな注射の

やり方ですが、正しい手順や打ち方、インスリン注射の保存方法などを

学びました。

小児糖尿病キャンプは、今夏も全国各地での開催を予定しております。

開催県にもよりますが、歯科医師の先生の歯科チェックボランティアも

募集しておりますので、ご参加いただけることが可能な先生は、

TOOTH FAIRYまでご連絡ください。

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

兵庫県・M歯科 東京都・O歯科医院

微々たる協力でも、笑顔が１つでもふえる
ことにつながれば、こんなに嬉しいことは
ありません。

毎日の仕事の中で少しでも、世界中の子
どもたちに笑顔を届けることができたら
と思っています。

宮崎県・T歯科 茨城県・S歯科医院

最近の活動報告
今月の
活動報告

小児がん専用化学療法ハウス 夢のキャンプ開催 夢の家族旅行をプレゼント ネットワーク構築会議

※2010年度、小児ホスピス建設のために（一財）海のみえる森に対して25,000,000円の支援を行いました。しかし、
2013年度に同法人による事業実施が困難になったため、TOOTH FAIRYの寄付金を活用した事業としては中断し、
既支出額25,000,000円は日本財団の自主予算から振り替えました。

2013年度支援実績 小児難病支援

（公社）難病の子どもとその家族へ夢を

（公社）日本糖尿病協会

（認特）難病のこども支援全国ネットワーク

（公財）そらぷちキッズキャンプ

（公財）チャイルド・ケモ・サポート基金

過年度修正

4,100,000円

4,840,000円

4,680,000円

2,500,000円

50,000,000円

－25,000,000円※

合計金額 41,120,000円

参加歯科医院総数

5,676医院
ご寄付いただいた貴金属

2,262.557kg
累計寄付金額

747,254,631円

プロジェクト開始から7億円を超える
ご支援をいただいております。

74
医院様にご参加
いただきました！

3・4月は

（2014年4月30日現在）




