
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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先生方のご支援を大切に活かしています。
毎年ご好評いただいているミャンマーボラン
ティアツアーの参加お申込み受付がいよい
よスタートします。
TOOTH FAIRYの歯科医師の皆様や患者
様のご寄付により建設された学校に訪問し、
国際的にも注目の高まるミャンマーの今を自
らの肌で感じていただけるツアーです。現地
の子どもたちも先生方にお会いできることを
楽しみにしています。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせく
ださい。沢山の先生のご参加をお待ちしてい
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
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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
ケースなどのお届け 撤去冠の寄付 日本財団が

責任を持って換金

2STEP 3STEP 4STEP

スクールプロジェクト チャレンジキッズ
プロジェクト

112014年

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！

第３回 歯科医師によるミャンマー
ボランティアツアー参加者募集中！

『がんばれ共和国』キャンプ参加者の
「ありがとう」の声をご紹介！

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
小村 悠子
こむら　ゆうこ

鹿児島県出身

1 2

12月は
TOOTH FAIRY
金属回収強化月間

撤
去

冠を
お持ち

の方はお早めに！

今月の
活動報告



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？

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）

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。

第３回 歯科医師による
ミャンマーボランティアツアー参加者募集中！

難病や障害を持つ子ども及びその家族が非日常的な体験や交流を楽しむ「がん

ばれ共和国」。TOOTH FAIRYでは寄付による支援だけではなく、参加歯科医師

の皆様による歯科相談をボランティアで実施し、難病の子どもたちを応援してい

ます。今回はキャンプに参加した保護者の方より届いたお手紙をご紹介します。

1
プロジェクト

2
プロジェクト

スクールプロジェクト

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

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

（2014年10月31日現在）

参加歯科医院累計

5,822医院
ご寄付いただいた貴金属

2,427.933kg
累計寄付金額

806,199,068円

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8億円を超える
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

いつもたくさんのご協力、
ご支援をありがとうございます。

26
歯科医院様にご参加
いただきました！

10月は

『がんばれ共和国』キャンプ参加者の
「ありがとう」の声をご紹介！

今回で３回目となる歯科医師によるミャンマーボランティアツアーを以下の

日程で開催いたします。このツアーではTOOTH FAIRYの支援によって建

設された学校を視察し、子どもたちとの交流、ブラッシング指導などを行っ

ていただく予定です。皆様のご参加心よりお待ち申し上げております。

以前からボランティアに興味があったのと、途上国の子どもたちの歯や歯列

の状況を自分の目で確かめるためにも、今回応募しました。全国から集まる

同志と知り合えるのも魅力の一つでした。

何百人もの小中学生の生徒たちによる歓迎セレモニーにはとても感動しま

した。口腔内は歯科医療の手が届かず多発性う触により悲惨な状態でした。

この国に足りないのは歯ブラシと歯科予防教育だと強く思います。

このツアーを通じて自分の祖国、自分の境遇が

いかに恵まれているかと知ると同時に、困ってい

る方を援助するという医療の本質を実感するこ

とができました。

1

2

キャンプに参加し、初めて乗馬を体験しました。お座りが安定しないので、出来ないだろうと思って

いましたが、沢山の方の手を借りて乗ることができました。子どもにとっても背の高い馬に乗って見

た景色は忘れられない体験でしょう。『がんばれ共和国』はどんなに重度で寝たきりであろうと、

様々なことにチャレンジさせてくれます。医療的ケアが必要な子どもたちは外出するだけでも様々

なハードルがあるため、家にこもりがちです。そのため、今回のキャンプは家族にとっても大きな励

みとなりました。とても楽しい時間を本当にありがとうございました。

ニックネーム『みのりさんのお母さん』からのサンキューレター

医療法人池澤歯科クリニック　池澤高志先生
（大阪府豊中市）

前回ツアー
参加者の声

お申込は
こちらから

(金額は2014年9月30日現在の目安です)

２０１５年１月１４日(水)～１８日(日)まで５日間

236,540円（別途：燃油サーチャージ費 目安27,000円）

海外空港諸税(概算2,590円)、国内空港施設使用料
(2,040円)、旅客保安サービス料(500円)

全日本空輸

TOOTH FAIRY参加歯科医院

第3回 ミャンマーボランティアツアー詳細

日程

代金

諸費用

利用航空会社

参加資格

0120-24-2471 9:00ー17:00
（平日受付）




