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あなた×○○県の歯医者さん＝社会貢献！
全国で約5800医院が参加。
歯医者さんが進める社会貢献。 「トゥースフェアリー」

歯の治療で
撤去した
不要な金属を

愛媛県では46の歯科医院にご協力いただいています。  参加歯科医院募集中！

トゥースフェアリー　検索

＊一部掲載。その他、非公開希望4医院ございます。

子どもたちのための活動へ。
日本国内の小児がん・難病の子ども
の施設建設や夢をかなえる活動
 /貧困国の学校建設

協賛：日本歯科医師会

リサイクルで
100％
寄付金にかえ、
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TOOTH FAIRYの支援の輪はますます全国にひろがっています。全国の歯科医師の皆様、患者様の
ご支援、ご声援をよろしくお願いいたします！

TOOTH FAIRYは難病の子どもたちとその家族、学校に通えないミャンマーの子どもたちへ、歯科医師の皆様と患者様のご支援に
より、たくさんの笑顔をプレゼントしてきました。不要になった撤去冠が子どもたちの笑顔に変わるこの支援活動をさらに多くの方に
知っていただくため、TOOTH FAIRYでは2015年3月末、全国主要新聞約60紙に広告を掲載いたします。

全国主要新聞約60紙に
「TOOTH FAIRY」の広告を掲載！

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

1 0 7 8
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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

2015.1
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先生方のご支援を大切に活かしています。
新しい一年がスタートしました。
TOOTH FAIRYでは1月14日～18日にかけ
て、第3回歯科医師によるミャンマーボラン
ティアツアーを開催いたします。今回も沢山
の歯科医師の先生方にお申し込みいただき、
感謝申し上げます。ツアーの模様は2月号に
てご報告いたしますので、お楽しみに！ 
2015年の干支である未（ひつじ）の様に、暖
かくホットな気持ちで新たな一年に臨んでま
いります。
本年も「歯の妖精 TOOTH FAIRY」をよろし
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

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

12015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！

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。

ミャンマー学校建設スタート！
今年は新たに8校建設予定

第16回換金リサイクル
結果発表1 2今月の

活動報告

私たちと一緒に、難病や貧困と闘う子どもたちを応援してください。

（例）トゥースフェアリー歯科医院
○○市○○1-2-3

●2015年2月13日[金]（消印有効）までに参加お申し込みいただいた歯科医院を、TOOTH FAIRYをご支援いただいている歯医者さんとして3月末発行の全国主要新聞にてご紹介いたします。 
●参加歯科医院には日本歯科医師会の会員ではない方も含まれておりますので、予めご了承ください。 ●新聞掲載期間：2015年3月30日[月]、31日[火] ●デザインは変更する可能性がございます。

社会貢献活動をおこなう
TOOTH FAIRY参加歯科医院として

新聞紙面にて
ご紹介いたします。

\たくさんのご参加お待ちしています/

新聞掲載期間：2015年 3月30日（月）、3月31日（火） 



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。

2014年11月11日に、日本財団ビルにて16回目の撤去冠換金リサイクルを開催しました。

ご協力いただいた歯科医師の皆様と患者の皆様に、深くお礼申し上げると共に、換金結果

をご報告させていただきます。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

8
建設予定
さらに　　   校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12月31日現在）

参加歯科医院累計

5,862医院
ご寄付いただいた貴金属

2,528.637kg
累計寄付金額

841,279,248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

22
歯科医院様にご参加
いただきました！

12月は

第16回換金リサイクル結果発表2

1 ミャンマー学校建設スタート！ 今年は新たに8校建設予定

今月の活動報告

第16回
寄付金額 34,823,947円（2社合計）

年度（換金回） 寄付金金額

2009年度（1・2回）

2010年度（3・4・5回）

2011年度（6・7・8回）

2012年度（9・10・11回）

2013年度（12・13・14回）

2014年度（15・16回）

金属寄付合計

現金寄付合計現金寄付

金属寄付

40,925,412円
124,612,548円

160,610,936円

189,232,544円

227,032,866円

93,488,694円

835,903,000円

5,376,248円

総計

841,279,248円

TOOTH FAIRYでは貧困と闘う子どもの支援として、ミャンマーで

の学校建設を進めています。経済発展が著しいアジアの中でも、少

数民族が住む僻地はいまだに校舎や教師が不足し、子どもたちの

“学びたい”という気持ちに応えることができません。「スクールプロ

ジェクト」ではこれまで、厳しい経済的環境にあるミャンマー・シャン

州に10校の学校を建設してきました。今年は南部のエイヤワディー

地区（イラワジ地区）に新たに8校を建設いたします。12月より始

まった建設工事には地元の村人たちも総出で

手伝い、子どもたちの夢のために大人も

汗を流しています。

村の開発と学校の持続的運営を同時に行うのが、本プロジェクトの

特徴です。学校建設の際に提供してもらう村人への労賃は、学校を

持続的に運営する資金を捻出するための収益事業の開発にあてら

れます。例えば、電気のない村では小規模水力発電を行い村に電気

を供給するとともに電気の利用料を徴収し、教師の雇用や備品の購

入、校舎の修繕費、奨学金などにあてられます。また、TOOTH 

FAIRY参加歯科医師による現地での口腔ケアボランティアも行っ

ています。皆様のご寄付によって建設された学校を

訪問すると共に、劣悪な歯科環境の子どもたちの

口腔状態改善に寄与しています。

寄付金累計（2014年12月31日現在）

229件（歯科医院209件、個人20件） 約77.3kg

リサイクル委託先：相田化学工業株式会社、アサヒプリテック株式会社

※買取相場は各社契約により異なりますが、事前に定めた相場の決定方法を採用しています。

今回の寄付金額を合わせると、
これまでに8億円を越える寄付
が集まりました。
皆様の継続的なご協力に心より
感謝申し上げます。

"最貧国"に学校を建てよう 「スクールプロジェクト」 ただの「ハコもの」支援ではありません

※寄付金額＝売却金額－分析手数料－預り消費税


