
支援物資のご報告   （２０１２年５月）
月日 都道府県 お名前
5月1日 東京都 石井様 離乳食 レトルト
5月1日 長野県 木内様 猫缶
5月1日 埼玉県 匿名　様 レトルト
5月2日 東京都 鈴木様 ガスレンジ 洗濯機 タオル お菓子
5月2日 匿名 匿名　様 猫砂 切手
5月3日 神奈川県 鈴木様 ドライフード 猫砂
5月3日 神奈川県 征矢様 レトルト
5月3日 東京都 原田様 猫缶
5月3日 千葉県 和泉様 猫用品 洗剤 切手
5月3日 千葉県 大西様 タオル 毛布
5月4日 千葉県 久米様 ティッシュペーパー タオル
5月4日 千葉県 鶴岡様 パウチ
5月4日 千葉県 戸叶様 タオル
5月5日 千葉県 村野様 ドライフード ごみ袋
5月5日 千葉県 山下様 ミルク
5月6日 千葉県 林　様 ブレスレット レターセット コースター
5月6日 埼玉県 新部様 猫砂 ドライフード
5月7日 宮城県 岩淵様 お菓子
5月7日 千葉県 塚瀬様 ドライフード
5月7日 東京都 吉成様 ドライフード
5月7日 千葉県 薦岡様 ティッシュペーパー ペットシーツ 手袋 お薬
5月7日 千葉県 小出様 猫缶 毛布

5月10日 千葉県 山本様 シーツ 毛布 タオル
5月10日 兵庫県 吉元様 ドライフード パウチ
5月11日 千葉県 小八重様 猫砂
5月11日 千葉県 西山様 猫砂 猫缶
5月11日 千葉県 小川様 猫缶 ドライフード 文具 猫用ヒーター
5月11日 東京都 坂本様 オシッコパット エサ 猫砂
5月12日 千葉県 服部様 ドライフード 猫缶
5月12日 千葉県 田中様 ドライフード
5月12日 千葉県 小川様 レトルト
5月12日 千葉県 中村様 100万回生きた猫 猫缶 猫砂 衣類 スプーン
5月12日 愛媛県 石川様 ナルトみかん
5月13日 千葉県 浅野様 洗剤
5月14日 千葉県 山口様 ドライフード 猫缶
5月14日 神奈川県 野口様 猫缶 健康食品
5月14日 千葉県 高木様 ティッシュペーパー 猫砂 ドライフード
5月15日 神奈川県 室田様 猫缶
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月日 都道府県 お名前 ご寄付物資
5月16日 東京都 高橋様 切手
5月16日 千葉県 安楽様 にぼし 猫缶 新聞紙 毛布 敷物
5月16日 神奈川県 中村様 犬のおやつ ドライフード 猫缶
5月16日 千葉県 大西様 ショッピングバック タオル
5月18日 茨城県 小川様 ドライフード
5月18日 神奈川県 大塚様 レトルト おせんべい
5月18日 東京都 蒲原様 ドライフード 猫砂
5月19日 茨城県 岩田様 猫缶 レトルト ハガキ
5月19日 佐賀県 永石様 ドライフード
5月19日 東京都 近藤様 新タマネギ タオル
5月19日 千葉県 西村様 ドライフード 猫缶 ノミ駆除 栄養剤
5月20日 千葉県 津花様 ドライフード
5月21日 茨城県 宮沢様 ドライフード 猫砂
5月20日 千葉県 相澤様 スリッパ お花
5月23日 神奈川県 松元様 ティッシュペーパー 猫缶・犬缶 スリッパ ノート・封筒・文房具 募金の雑貨 猫砂
5月23日 千葉県 甲斐・永井様 ドライフード 猫缶
5月25日 埼玉県 神田様 猫缶 レトルト 爪とぎ 洗剤
5月25日 千葉県 篠塚様 ドライフード
5月26日 神奈川県 小山田様 ドライフード 猫缶 初乳ミルク 猫用歯磨き ゼリー
5月26日 千葉県 上遠野様 猫缶
5月27日 神奈川県 鈴木様 ドライフード 猫砂 ミルク 切手 はがき 腎臓サポート
5月27日 千葉県 小川様 猫砂 ドライフード メモ帖
5月29日 千葉県 黒川様 ドライフード フロトライン またたび
5月29日 宮城県 貝塚様 除菌ウェットティッシュ セロテープ
5月28日 東京都 Ｎ社様 ペットフード全般
5月29日 静岡県 Ｐ社様 猫砂
5月30日 東京都 藤田様 ドライフード
5月30日 千葉県 大河原様 ドライフード 猫砂 ミルク お花
5月31日 神奈川県 小林様 猫缶
5月31日 千葉県 田古様 猫用ドライフード 犬用ドライフード
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