
日本財団  寄付事業活動報告書  2021

子ども第三の居場所　｜　難病児支援　｜　夢の奨学金　｜　災害復興支援　｜　新型コロナウイルス　｜　LOVE POCKET FUND

HEROs FUND　｜　企業からのご支援　｜　社会貢献企業基金　｜　日本財団チャリティー自販機　｜　TOOTH FAIRY

ご寄付、各種活動に関する

お問い合わせはこちら。

0120-533-236

kifu@ps.nippon-foundation.or.jp

受付時間 ｜ 9:00-17:00（月～金／土日祝日を除く）

公益財団法人 日本財団 寄付専用窓口

電話

メール
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82
拠点

28
ヵ所

90名

2021年度は43拠点が開設し、累
計で82拠点に。全国500拠点が目標。

2021年度は岐阜、宮崎、熊本に新し
い拠点3ヵ所が開所し、累計28ヵ所に。

2021年度は5名（累計90名）の奨
学生を支援。奨学生同士のネットワー
クも拡大中。

8,153
台設置

1,340件

2021年度の新規設置台数は455
台。累計設置は8,153台に。

1,340件（162,377,396円分）の
金属を提供いただきました。累計のリ
サイクル金額は2,113,181,444円に。

子ども
第三の居場所

難病の子どもと
その家族の支援

夢の奨学金

62団体

30
億円

5

①令和3年福島県沖地震 ②令和3
年大雨被害（静岡県熱海市／佐賀県
武雄市）に対して、復興支援を実施。

2020年4月7日より寄付受付を開始
し、2021年度3月末までに約30億円
のご寄付をいただきました。

2020年4月27日の立ち上げ以来、
累計で約5億円を超えるご寄付をいた
だきました。

災害復興支援

新型コロナ
ウイルス緊急支援

LOVE POCKET FUND
日本財団

チャリティー自販機
TOOTH FAIRY

億円



子ども
第三の居場所

野外での体験活動として、イル
カウォッチングに行きました。船に
乗ること10分、野生のイルカの群
れが近くまでやってくると、子ども
たちからは歓声があがりました。
　初めてイルカを見る子どももお
り、「イルカが見えたよ！！」と指を
さしながら大興奮。子どもたちに

とって、かけが
えのない一日
となりました。

子どもへの支援、これからも
ずっと続けていきたいです。継続す
ることが大事だと思います。
現場の皆さんは大変なことも多

いと思いますが、私もできる限り
バックアップしていきたいですし、
1人ではありません。手を取り合い
ながら、頑張りましょう。

歯科衛生士
の方を呼び、親
子歯磨き教室
を3回実施し
ました。歯ブラシの持ち方を学ぶと
ころから、歯の染め出しやフッ素塗
りまで行います。これまでなかなか
歯科治療に足を運ばない家庭もあ
りましたが、この親子歯磨き教室を
経て、歯科治療に継続的に通うよう
になった方も多く、家庭での生活習
慣の改善にもつながりました。

2021年度のTOPIC

ご支援をいただき、拠点に通う
12名の子どもたちと一緒に地域
のショッピングモールにクリスマ
スプレゼントを買いに行きました。
　これは活動のごく一部ですが、
一般的には「当たり前」と思われて
いることを体験できずにいる子ど
もたちにとって、皆さまからのご支
援は自信と笑顔の源になっていま
す。心より感謝いたします。

自然体験

長崎県／大村拠点

親子歯磨き教室

沖縄県／うるま拠点

西勇輝様

（阪神タイガース）

より詳しい活動報告を
WEBサイトに掲載しています。

み
ん
な
真
剣！

イル
カ
が

見
え
た
よ
!

支援現場
からの声

寄付者
からの声

難病の子どもと
その家族の支援

コロナ禍で通常の相談窓
口が閉ざされ、不安な思いを
吐露する場が少なくなってい
ます。
幅広い年代に普及している
LINEを利用して、電話相談員
とピアサポーターが難病や慢
性疾病・障害のある子どもを
育てる家族からの医療・教育・
福祉などに関する相談に応じ
ています。

自分自身にも子どもができ、父親
となりました。そこで、ふと親になっ
たからこそ分かる楽しさや苦悩とい
うものを実感・痛感しました。1人の
親として1人のYouTubeのクリエイ
ターとして、自分の活動の中で少し
でも協力することができればと思い、
今回募金をすることにしました。
今後も、1人でも多くの子を支援・

サポートできるように日々の活動に
尽力してまいります。

発症率の低い小児希少難
病は、情報が少なく、主治医や
患児家族は、難病と診断され
るまでや治療開始となるまで
の間、検査・診療機関を探す
のに手間と時間を要します。
生化学検査や遺伝子学的
検査などの精密検査を進める
手順や専門医のいる病院の
情報などをリサーチ、整理し
広く情報提供するために情報
サイトを構築しています。

2021年度のTOPIC

プラネタリウムを体験し
て、「はじめてみる表情」「こ
んなに集中する姿は大発
見」「自然に手が伸びて大喜
び」など難病の子どもたちの
姿にびっくりする大人の声
をよくいただきます。大人に
とっても、広大な宇宙に心開
放される時間になっている
と感じています。

難病児家族向け

LINE相談事業

認定NPO法人 難病のこども支援

全国ネットワーク

小児希少難病の

検査診療機関

検索サイト構築

一般財団法人 健やか親子支援協会

ンダホ様

（フィッシャーズ）
星つむぎの村

代表理事

高橋真理子さん

より詳しい活動報告を
WEBサイトに掲載しています。

適
切
な
医
療
にいち
早
く

ア
ク
セ
ス
す
る
た
めに！

支援現場
からの声

寄付者
からの声

（社福）西中国キリスト教

社会事業団

（広島県／廿日市拠点）

マネージャー 菊地皇太さん

支
え
たい
、

力
に
な
り
たい
。

©UUUM
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社会的養護のもとで
暮らした若者のための

７期生の認定証授与式が３月
17日、対面とオンラインのハイブ
リッド形式で行われ、笹川会長か
ら一人ひとりに認定証が授与され
ました。奨学生は「同じ境遇の子
どもたちの力になるために、知識
や技術を学びたい」「将来は子ど
もの命を助けるための医療に関わ

りたい」など学
生生活での目
標、将来の夢
を語りました。

夢の奨学金を受けること
ができて、経済的な部分で
本当に助かりました。それま
で、アルバイトは二つ掛け持
ちしていたのですが、大学進
学となるとそれでも足りない
くらいでしたから。
安心感を持って勉強でき

ることもありがたいことで
す。勉強に十分な時間を取
ることができます。

2021年度活動報告会が22年
3月18日に開催され、卒業する13
人の奨学生がこれまでの学生生
活を振り返り、学んだことやこれ
からの進路、後輩へのメッセージ
等を発表しました。
看護師、パティシエ、研究職、児
童福祉施設への就職など、それぞ
れの道に進む奨学生に対して、担
当のソーシャルワーカーからも一
言ずつお祝いと励ましの言葉が
贈られました。

2021年度のTOPIC

私が5歳の時、父が死亡し家は貧しく
なりました。小学校卒業後は就職と決め
ていた私に、担任教師が奨学金による進
学の道を導いてくれました。以来、米国留
学や工學博士号授与までの私の学歴は
奨学金歴でもあります。
その後、特許・著作・企業顧問等で得

た収入を後輩の奨学金への寄付にと積
み立てました。その私財が5,000万円に
なったので、日本財団夢の奨学金事業に
寄付しました。寄付実現を喜んでいます。

７期生認定証

授与式

2021年度

活動報告会

西萌華さん 22歳

片方善治様

（工學博士 94歳）

より詳しい活動報告を
WEBサイトに掲載しています。

こ
れ
ま
で
の

活
動
を
報
告！

奨
学
生
に

手
渡
さ
れ
た
認
定
証

寄付者
からの声

奨学生
からの声

災害復興支援

2021年2月13日23時08分頃、
福島県沖を震源として、マグニ
チュード7.3の地震が発生しました。
日本財団は、2月20日より職員を

派遣し、被災状況や支援活動の必
要性、現地ニーズの把握などを行
い、被災自治体や各連携団体と共に
協議し、屋根被害に対する応急処置
などの活動や、被災した家屋の屋根
の復旧などを行いました。

自然災害や感染症でたくさんの
人が大変な思いをしている中、
ボートレースは開催中止となるこ
ともなく、自分はファンの方の応援
をいただきながら変わらない毎日
を送っています。
こうして寄付をすることで自分が
社会に還元できれば、そして困難
にある皆さんに対し少しでも役に
立てれば良いと思っています。

2021年7
月3日、梅雨前
線による大雨
に伴い、静岡
県熱海市伊豆山の逢初川で土石
流が発生。また8月には停滞する
前線の影響で西日本を中心に大
雨による被害が発生しました。
日本財団は、被災地支援とし

て、 NPO・ボランティア活動への
支援47団体、教育環境の整備8
団体への支援を行いました。

2021年度のTOPIC

皆さんからご支援いただいたこと
で、私たちは長期的に活動ができて
います。その中で被災者の方々から
お話を聞いて、熱海が前に進んでい
くためにはどうしたらいいかを考
え、そこにつながるサポートを行動
に移すことができました。
これはご支援をいただいた皆さ

んのおかげだと思っています。本当
に感謝しております。ご支援やお気
持ちをありがとうございました。

令和3年

福島県沖地震

令和3年大雨被害

静岡県熱海市／佐賀県武雄市

桐生順平様

（ボートレーサー）

一般社団法人

OPEN JAPAN

下田菜ほさん

より詳しい活動報告を
WEBサイトに掲載しています。

7団体7事
業に

合計19,92
0,000円を

支援

55団体55
事業に

合計76,16
2,000円を

支援

支援現場
からの声

寄付者
からの声

夢の奨学金
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マオ様（シド）
一般社団法人

日本救急看護学会

副代表理事 山勢善江さん

新型コロナウイルスの影響で
困っている人たちを音楽の力で
応援することはもちろん、それ以
外の活動でも力になれたらとい
う思いから、微力ながら支援させ
ていただきました。
僕らがいる音楽業界も、まだま

だこれから立ち上がっていくため
に日々頑張っているところです。
お互い手を取り合って明るい
未来を目指していきましょう。

コロナ禍において、これまで提
供してきたセミナーは中止を余
儀なくされ、忸怩たる思いでいた
ところ、貴重なご支援のおかげ
で、厳しい状況においても看護
師たちが学び続けるための環境
を整備できたことに感謝申し上
げます。

支援現場
からの声

寄付者
からの声

2021年度のTOPIC

新型コロナウイルス感染症禍であっても「学びを止めない」。
救急医療の最前線を担う、救急看護師育成にかかるセミナー
コンテンツの開発を行い、オンライン学習システムの構築支援
を行いました。

オンライン学習システムの

構築支援

 一般社団法人日本救急看護学会

オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
れ
た

各
種
セ
ミ
ナ
ー

より詳しい活動報告を
WEBサイトに

掲載しています。

新型
コロナウイルス

緊急支援

2021年度のTOPIC

より詳しい活動報告を
WEBサイトに掲載しています。

今後の社会秩序を維持し、新しい生活様式のなかでの人々
の笑顔や安心安全を守るため、新型コロナウイルス感染症対
策支援として、医療の最前線を担う感染症指定病院（特定・第
一種・第二種感染症指定病院）へ、感染症対策のための機材
等整備支援を行いました。

機材等整備支援

日本赤十字社成田赤十字病院（千葉県）
新
型
コロ
ナ
ウ
イル
ス

感
染
症
治
療
の
た
めに

LOVE
POCKET

FUND

「HEROs DREAM」という新たな取
り組みをスタート。アスリートがファン
との特別な体験の機会を企画・提供
し、その参加抽選権を得るための応募
を通じて寄付をすることができる仕組
みです。海外では同様の仕組みで、アス
リートら著名人が例えば新型コロナウ
イルス感染症対策への寄付を募ってい
ます。2021年度は安藤美姫さんやウル
フ・アロン選手らが特別な体験を提供
し、寄付の機会を提供しました。

2021年度のTOPIC

HEROs FUND

より詳しい活動報告を
WEBサイトに掲載しています。

新型コロナウイルス感染症対応のために多くの人員を割かな
ければならないところ、最新検査機材の導入により、検査業務の
効率化が図られ、医療従事者の精神的・肉体的負担を減らすこと
ができました。

長野県厚生農業協同組合連合会

長野松代総合病院

支援現場
からの声

ウルフ・ア
ロン
選
手

に
よ
る
企
画

HEROs DREAM
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米国大手生命保険会社の
一つであるメットライフ生命。
この度メットライフ財団よりご
寄付を受け、同社の日本法人
であるメットライフ生命保険
株式会社との密な連携のも
と、「メットライフ財団×日本財
団 高齢者・子どもの豊かな居
場所プログラム」開始に至りま
した。

本プログラムでは、メットラ
イフ財団からいただくご寄付
を活用し、2021年9月からの
約3年間で、高齢者ホスピス
と、困難な状況にある子どもの
ための施設 「子ども第三の居
場所」を設置します。
また、メットライフ生命の社
員の皆さまには、日本財団が
展開する全国の高齢者および

子ども向け施設におけるボラ
ンティア活動に参加いただき
ます。
高齢者と子どもの支援に力

を入れる日本財団は、志を同
じくする同社と共に、豊かな地
域社会の創造に取り組みます。

メットライフ財団・メットライフ生命保険株式会社様

全国にドラッグストア・調剤
薬局を展開する株式会社マツ
キヨココカラ&カンパニーよ
り、新型コロナウイルス感染
症拡大の状況下、最前線で奮
闘する医療従事者を支援する
目的で、対象期間中の花王商
品のお買い上げ金額の一部
を医療従事者の支援基金とし
てご寄付いただくキャンペー
ンを実施いただきました。

日本の自動車レース文化を
けん引してきた株式会社GTア
ソシエイションと、希少価値の
高いコレクタブルカーを軸とし
たオークションハウスを運営す
る株式会社BH AUCTIONが
2021年2月27～28日にオン
ラインで実施したチャリティー
オークションの落札金額をご
寄付いただきました。同社から
のチャリティーオークションを
通じたご寄付は、2020年度に
続き2回目となります。

株式会社マツキヨココカラ&カンパニー様 株式会社BH AUCTION様

企業からのご支援 社会貢献企業基金

寄付とは寄付する人の想いがあ
ると思っています。その強い想いが
日本財団を通じて災害支援、子ど
もの支援、障害者への支援に
100%寄付されて、お困りの方々が
笑顔になれば幸いです。寄付活動
も社会貢献の一環です。中小企業
の想いがあるご寄付が更に増える
事を願っています。

弊社は、パソコン・OA機器・什
器の処分等の廃棄処理をメイン
の業務とした企業です。障がい者
就労施設等と協力をして、お預か
りしたパソコン等の外部解体作
業を行なっています。
CSR活動の一環として日本財
団への寄付を通して更なる社会
貢献をしていきます。

ホリケングループ

代表 堀峰也様

株式会社コグレ

代表取締役

小暮信義様

寄付者
からの声

寄付者
からの声

メットライフ財団×日本財団

高齢者・子どもの

豊かな居場所プログラム

災害復興支援特別基金

〈新型コロナウイルス緊急支援〉

寄付先 災害復興支援特別基金

〈新型コロナウイルス緊急支援〉

寄付先

寄付先

中小企業の力で社会を支える仕組み

寄付の活用例中小企業の皆様

災害復興
支援

子ども
第三の
居場所

難病児
支援

夢の
奨学金

その他
様々な支援

協力企業様 特典

▶ SDGs等に関するセミナーへご招待
▶ 懇親会へご招待＊

▶ 日本財団WEBサイト・報告書等で貴社名を記載
▶ 寄付贈呈式を開催＊

▶ 年次報告書等で使途をご報告
▶ 個別報告書を作成＊

▶ 法人税優遇措置

詳しくはこちら 詳しくはこちら

※合計19社からご協力いただいています。（22年3月現在） ＊特別会員限定の特典です。
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日本財団
チャリティー自販機

日本財団チャリティー自販機の取り
組みは普段の生活で利用することで
困っている人のお役に立てる喜びを感じ
ています。全社員が日本財団チャリ
ティー自販機からの支援事業を通じて
社会貢献に参加している事への自信と
誇りが仕事にもつながって成長してもら
えることがとても嬉しく思います。
今後も日本財団チャリティー自販機

の拡大に向けた応援をしてまいります。

富士精密株式会社

山田敏明様

日本財団の活動は、以前から存じ上
げており、素晴らしい活動をされている
団体であると、感じておりました。当時あ
る方からのご紹介で、社会貢献につなが
る良い取り組みだと感じ、2016年2月よ
り本社に4台導入させていただいており
ます。
「やさしいきもちがみらいをつくる」こ
の言葉を掲げてこれからも、日本財団
チャリティー自販機とともに、活動を続
けてまいります。

日本財団チャリティー自販機を通じて
困っている人のお役に立てる・貢献でき
る喜びを実感しております。支援事業を
通じて社会貢献ができる価値ある事業
だと考えます。
自ら設置した自販機は、非接触機能に
加えて新型コロナウイルスの感染防止に
も努めております。
今後もあらゆる角度視点から考え行
動し日本財団チャリティー自販機の輪を
広げていきたいと思っております。

株式会社宮田運輸

後藤昌代様
大栄産業株式会社

戸塚和昭様

より詳しい活動報告を
WEBサイトに掲載しています。

歯医者さんの社会貢献

TOOTH FAIRY

2021年度のTOPIC

より詳しい活動報告を
WEBサイトに掲載しています。

子ども
第三の
居場所

難病児
支援

夢の
奨学金

HEROs

災害復興
支援

その他
様々な支援

10円

利益

10円

設置業者様

寄付の仕組み プロジェクトの仕組み

飲
料
1
本
につ
き
10
円
を

社
会
貢
献
プ
ロ
ジェ
ク
ト
に
寄
付

寄付の活用例

¥

チャレンジ
キッズ

プロジェクト

ミャンマー
スクール

プロジェクト
不要になった

金歯・銀歯・金属

入院生活などで本物の星
空を見ることが難しい子ども
たちにプラネタリウム鑑賞会
を行いました。
出張訪問やオンライン配信

で星空、宇宙の美しさや科学
に触れる機会を提供すること
ができました。

ミャンマースクールプロジェクト
のボランティアツアーで現地を訪れ
た時、生徒たちが花道をつくって出
迎えてくれ、ほとんどの村民が精一
杯の歓迎をしてくれました。
私はTOOTH FAIRYを通して

色々なプロジェクトに参加させてい
ただいていますが、その成果を実感
でき、心から感謝しています。

住民参加型で行う学校建
設をエーヤワディー管区にあ
る3ヵ所の村で行っています。
次世代を担う子どもたちの
教育のため、村人にも主体的
に参加してもらい事業を進め
ています。

TOOTH FAIRYから学校
や図書館建設のための金属
をご提供していただき誠に
有難うございます。本を読む
習慣がないミャンマーの農
村部において、子どもたちの
教育環境向上のためのプロ
ジェクトを実施することがで
きております。

プラネタリウム

鑑賞会
一般社団法人 星つむぎの村

住民参加型で行う

学校建設

伊藤道子様

（ひまわり歯科） 認定NPO法人

れんげ国際ボランティア会

平野喜幸さん

若
手
教
員

研
修
も
再
開！

支援現場
からの声

寄付者
からの声

お
友
達
と
一
緒
に

宇
宙
旅
行

設置者
からの声

チャレンジキッズプロジェクト

ミャンマースクールプロジェクト
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基金名

収支報告 （2021/4/1〜2022/3/31） ご寄付・ご支援のお願い

日本財団子どもサポートプロジェクト 子ども第三の居場所基金

日本財団子どもサポートプロジェクト 難病児支援基金

日本財団子どもサポートプロジェクト 夢の奨学金基金

災害復興支援特別基金

LOVE POCKET FUND

HEROs FUND

TOOTH FAIRY

いろはにほん -Experience the Soul of Japan-基金

トンガ救援基金

夢の貯金箱

日本ベンチャー・フィランソロピー基金

遺贈基金

グーグル基金

メットライフ基金

海と日本プロジェクト推進基金

社会貢献ボートレース基金

キット、願いかなう。基金

The Nippon Foundation-GEBCO Alumni Fund

キリン「絆」プロジェクト

New Day基金

Shibuya Inclusive TOILET基金

 合計

寄付額（単位：円）

178,313,769

117,393,645

203,046,748

415,560,998

90,724,099

24,418,006

165,995,530

2,128,127

86,563,908

279,422,312

13,390,000

58,974,780

283,770,000

164,298,093

48,639,818

15,050,000

10,000,000

0

0

0

0

2,157,689,833

98,326,992

587,142

45,395,907

1,563,208,372

223,109,558

45,360,246

65,632,704

0

1,776,820

49,455,644

51,612

361,281,915

0

61,000,000

18,409,149

0

19,429,497

52,631,520

181,500

24,807,553

357,873,985

2,988,520,116

備考

うち日本財団チャリティー自販機からの入金：70,700,365円

うち日本財団チャリティー自販機からの入金：57,578,873円

うち日本財団チャリティー自販機からの入金：38,605,462円

うち日本財団チャリティー自販機からの入金：78,599,831円

うち日本財団チャリティー自販機からの入金：21,827,510円

うち換金手数料：3,618,134円

業務遂行中のため次年度へ継続

業務遂行中のため次年度へ継続

業務遂行中のため次年度へ継続

支出額（単位：円）

※日本財団チャリティー自販機からの寄付総額：282,441,170円（2021年度）

子ども
第三の居場所
基金

銀行振込で寄付 オンラインで寄付

【銀行振り込み先】
銀行名 ： 三菱ＵＦＪ銀行（0005）
支店名 ： きよなみ支店（804）
預金種別 ： 普通

／ 口座番号 ： 2443187
／ 口座名（漢字） ： 公益財団法人日本財団
／ 口座名（カナ） ： ザイ）ニッポンザイダン

【郵便振替をご利用の場合】
口座番号 ： 00130-3-587727 ／ 口座名義 ： 公益財団法人日本財団

難病児
支援基金

銀行振込で寄付 オンラインで寄付

【銀行振り込み先】
銀行名 ： 三菱ＵＦＪ銀行（0005）
支店名 ： きよなみ支店（804）
預金種別 ： 普通

／ 口座番号 ： 2443188
／ 口座名（漢字） ： 公益財団法人日本財団
／ 口座名（カナ） ： ザイ）ニッポンザイダン

【郵便振替をご利用の場合】
口座番号 ： 00150-9-603378 ／ 口座名義 ： 公益財団法人日本財団

夢の奨学金
基金

銀行振込で寄付 オンラインで寄付

【銀行振り込み先】
銀行名 ： 三菱ＵＦＪ銀行（0005）
支店名 ： きよなみ支店（804）
預金種別 ： 普通

／ 口座番号 ： 2443189
／ 口座名（漢字） ： 公益財団法人日本財団
／ 口座名（カナ） ： ザイ）ニッポンザイダン

【郵便振替をご利用の場合】
口座番号 ： 00190-9-514543 ／ 口座名義 ： 公益財団法人日本財団

災害復興
支援
特別基金

銀行振込で寄付 オンラインで寄付

【銀行振り込み先】
銀行名 ： 三菱ＵＦＪ銀行（0005）
支店名 ： 本店
預金種別 ： 普通

／ 口座番号 ： 1660782
／ 口座名（漢字） ： 公益財団法人日本財団
／ 口座名（カナ） ： ザイ）ニッポンザイダン

【郵便振替をご利用の場合】
口座番号 ： 00160-0-266041 ／ 口座名義 ： 公益財団法人日本財団

災害復興
支援
特別基金
 〈新型コロナ
緊急支援〉

銀行振込で寄付 （2022年8月末まで受付予定） オンラインで寄付

【銀行振り込み先】
銀行名 ： 三菱ＵＦＪ銀行（0005）
支店名 ： きよなみ支店（804）
預金種別 ： 普通

／ 口座番号 ： 2443179
／ 口座名（漢字） ： 公益財団法人日本財団
／ 口座名（カナ） ： ザイ）ニッポンザイダン

LOVE
POCKET
FUND

〈新型コロナ
プロジェクト〉

オンライン・銀行振込で寄付

https://love-pocket-fund.jp/

https://www.nippon-foundation.or.jp/donation/charity

HEROs
FUND

銀行振込で寄付 オンラインで寄付

【銀行振り込み先】
銀行名 ： 三菱ＵＦＪ銀行（0005）
支店名 ： きよなみ支店（804）
預金種別 ： 普通

／ 口座番号 ： 2443190
／ 口座名（漢字） ： 公益財団法人日本財団
／ 口座名（カナ） ： ザイ）ニッポンザイダン

日本財団
チャリティー
自販機

申込・お問い合わせ

TOOTH
FAIRY

遺贈寄付

インター
ネット

お電話 0120-892-139
【受付時間】平日9:00～17:00

https://www.tooth-fairy.jp/

申込・お問い合わせ

インター
ネット

お電話 0120-24-2471
【受付時間】平日9:00～17:00

https://izo-kifu.jp/

申込・お問い合わせ

インター
ネット

お電話 0120-331-531
【受付時間】平日9:00～17:00

日本財団　ファンドレイジングチーム

皆様からいただいたご寄付は、困難に直面している子ども
たちや被災地の方々、医療従事者の方々へ、大きな力となっ
て届いています。現場からはたくさんのありがとうの声をいた
だいております。
引き続き、現場の声に寄り添った活動を行ってまいります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

2021年度もたくさんの

あたたかなご寄付を

ありがとうございました。2021年4月〜2022年3月にご寄付いただいた皆様のお名前を、WEBサイトで紹介しています。寄付者
一覧
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