歯の妖精 TOOTH FAIRY
2017年4月マンスリーレポート

2017年度の難病児支援プログラム始動！
新年度です！２０１７年4月からスタートしたプログラムの一部をご紹介します。

■病気があっても、思いきり笑えるように。
入院する子どもたちに、音楽やアートで笑顔と治療を頑張るチカラを届ける活動

家族や友達と離れ、痛い治療や怖い手術に耐
えなければいけない入院生活。笑顔になるこ
と、そのものがためらわれることも多く、小
さな子どもたちは、不安な気持ちで日々を過
ごしています。

TOOTH FAIRYパートナーの（特非）スマイリ
ングホスピタルジャパンは、そんな子どもた
ちに、ミュージシャンやアーティストが訪問
し、笑顔を届ける活動をおこなっています。
■プログラムに参加したお子さんとご家族のメッセージ
「入院中はがまんや頑張ることが多い中、久しぶりに息子の笑顔をみることができまし
た。楽しい時間をありがとうございました」
「初めての入院。母も子どもも緊張していましたが、手術前日で病室に着いて間もない
ときにこのイベントがありました。子どもがケタケタと
笑う声を聞いて、母の緊張もとけました。とても楽しい
ひと時をありがとうございました」
ワクワクするちからが闘病へのちからになります。
TOOTH FAIRYは病気と闘うお子さんとご家族を応援します！
＜活動場所＞
●日本赤十字社医療センター小児病棟、宮城県立こども病院、
京都大学医学部附属病院などに入院中の子どもと家族
●神奈川県こども医療センター内肢体不自由児施設・重症心身障害
児施設、
大阪TSURUMI子どもホスピスを利用中の子どもたち
●全国の退院後在宅医療を受ける子どもたち
●団体ホームページ http://smilinghpj.org/

2017年4月にご寄付いただいた歯科医院
2017年4月に金属をご寄付いただいた歯科医院をご紹介いたします。
（2017年4月1日~4月30日に当会にて寄付を受付けた医院様のお名前を掲載しています。）

北海道帯広市 船津歯科・矯正歯科クリニック 様
青森県青森市
岩手県花巻市
福島県伊達市
福島県郡山市

澤井歯科医院 様
医療法人小原クリニック おばら歯科医院 様
高野歯科医院 様
匿名希望の歯科医院 様

栃木県下野市 おさの歯科医院 様
栃木県真岡市 はやし歯科医院 様
栃木県宇都宮市 川島歯科 様
茨城県水戸市 谷川歯科医院 様（2個）
東京都新宿区 せいデンタルクリニック 様、
匿名希望の歯科医院 様
東京都品川区 医療法人社団KDC かなもり歯科クリニック 様
東京都港区 (株)フジテレビジョン 様
東京都板橋区 ときわ台真帆歯科 様
東京都武蔵野市 医療法人社団誠右会 サンテ歯科医院 様
東京都府中市 糸永歯科医院 様
千葉県佐倉市 ベルダム歯科クリニック 様
千葉県市原市 若宮歯科医院 様
神奈川県横浜市南区 オオトウ歯科医院 様
神奈川県横浜市緑区 八幡歯科医院 様
神奈川県秦野市 はら歯科医院 様
神奈川県横須賀市 医療法人社団 祥豊会 杉山歯科医院 様、
山口歯科医院 様
千葉県流山市 おおたかの森歯科クリニック 様
埼玉県吉川市 たかせ歯科医院 様
山梨県甲府市 笠井歯科医院 様

大阪府大阪市東淀川区 有岡歯科医院 様
大阪府大阪市此花区 医療法人 ふかき歯科 様
大阪府岸和田市 九鬼歯科医院 様
大阪府阪南市 森井歯科クリニック 様
大阪府枚方市 秋山歯科クリニック 様
大阪府八尾市 医療法人 寿樹会 あさい歯科クリニック 様、
森田歯科医院 様
和歌山県和歌山市 戸村歯科医院 様
兵庫県尼崎市 阿部歯科・矯正歯科 様（2個）
奈良県生駒市 おち歯科 様
滋賀県近江八幡市 マナベ歯科医院 様
滋賀県米原市 匿名希望の歯科医院 様
兵庫県神戸市長田区 公益社団法人 神戸市歯科医師会
神戸市立 こうべ市歯科センター 様、
礒田歯科クリニック 様
兵庫県神戸市東灘区 下田歯科医院 様
兵庫県神戸市北区 医療法人社団清孝会 こがめ歯科 様
兵庫県明石市 もりもと歯科 様
兵庫県姫路市 医療法人社団南風会 藤原歯科クリニック 様
山口県宇部市
島根県安来市
岡山県倉敷市
愛媛県松山市

みさき歯科 様
医療法人 社団吉恵会 吉田歯科医院 様
医療法人 斎藤歯科クリニック 様
医療法人 ふなき歯科 様（2個）

佐賀県唐津市 中谷歯科 様
長崎県島原市 いなだ歯科 様
長崎県長崎市 東歯科医院 様
熊本県熊本市中央区 伊東歯科口腔病院 様

新潟県新潟市秋葉区 海津歯科医院 様、
医療法人社団健進会 新津医療センター病院 歯科 様
新潟県南蒲原郡田上町 瀬高歯科医院 様
長野県安曇野市 山本歯科クリニック 様
静岡県袋井市 小原歯科医院 月見里診療所 様
静岡県静岡市 久永歯科医院 様
岐阜県可児市 田中歯科 様
岐阜県下呂市 青島歯科医院 様
石川県金沢市 竹内歯科医院 様

■現金でのご寄付
茨城県 行方市 法水歯科医院 様
三重県 松阪市 阪口歯科 様
東京都 新宿区 株式会社ウィルアンドデンターフェイス様

愛知県江南市 どんぐり歯科 様
愛知県名古屋市千種区 青柳歯科 様
愛知県名古屋市昭和区 伊藤歯科医院 様
愛知県豊橋市 村木デンタルオフィス 様
愛知県蒲郡市 蒲郡市休日歯科・障がい者歯科診療所 様
愛知県豊川市 今井歯科医院 様
愛知県知多郡武豊町 岩川歯科医院 様
三重県桑名市 匿名希望の歯科医院 様

今月も、たくさんのご寄付を
ありがとうございました！

TOOTH FAIRY 書籍発行のお知らせ

ソーシャルイノベーション最前線03

子どもたちに笑顔を、歯医者さんの団結力。

［著］ ソーシャルイノベーション研究会

あなたにもできる社会貢献
歯の妖精から子どもたちへの贈りもの
歯科治療で不要になった撤去金属を寄付－－
誰にでもできるこのアクションが、
子どもたちを支える力になります。
全国の歯科医師を通じて
患者さんから寄せられた撤去金属を含め、
これまでに寄付された貴金属は4086kg超！
換金総額は12億円を超えています（2017年3月時点)｡
“小さな金属”が集まることで、
支援が必要な子どもたちをサポートする
“大きな力“に変わっていく様子をお伝えします。
【目 次】

■ 書籍DATA

【判型】四六判
【頁数】160ページ
【仕様】並製
【発行日】2017年5月22日
【本体価格】1,000円（税別）
【ISBN】978-4-86443-066-1
【発行】日経BPコンサルティング
【発売】日経BPマーケティング

第1章：プロジェクトの胎動
歯科治療に使った金属を社会課題の解決に用いる
2人の会長が大切に育てた計画が共感を呼ぶ
第2章：結集する力
それぞれの思いからトゥースフェアリーに共感し
参加を続ける歯科医師たちの声
第3章：笑顔を届けるということ
病気と闘う子どもと家族たちを社会から孤立させない
チャレンジキッズプロジェクトの支援事業
第4章：歯科医師ボランティアツアー同行記
歯科医師13人が参加。2017年1月に行われた
ミャンマー・ボランティアツアーをレポート
第5章：志の掛け算
国内の支援事業者たちが集まり、実務者ネットワークを構築
さらなるソーシャルイノベーションが芽吹く
対 談：トゥースフェアリーが寄付文化の醸成に果たす役割
日本歯科医師会会長 堀憲郎 × 日本財団会長 笹川陽平
コラム：マクロの視点で寄付の必要性を考え、行動しよう
三菱総合研究所理事長・小宮山宏の視点

2017年5月18日発売！

全国の有力書店、オンライン書店（日経BP書店、Amazon、楽天ブックス、hontoほか）でお求めいただけます

