
支援物資のご報告   （２０１２年８月）
月日 都道府県 お名前
8月1日 東京都 紺野様 ドライフード
8月1日 東京都 土居様 お菓子
8月2日 三重県 川合様 お菓子
8月2日 東京都 四津谷様 お菓子
8月3日 千葉県 武長様 猫用ドライフード 犬用ドライフード 猫砂
8月4日 東京都 川口様 お菓子
8月4日 千葉県 向後様 パウチフード タオル 毛布
8月5日 千葉県 井上様 猫砂
8月6日 千葉県 秋山様 封筒 切手 猫缶
8月6日 東京都 宇佐見様 ドライフード
8月6日 千葉県 小川様 ドライフード
8月9日 茨城県 宮内様 ドライフード 猫缶
8月9日 東京都 内藤様 ドライフード レトルト食品 ペットシーツ

8月11日 東京都 土居様 お菓子
8月11日 東京都 加藤様 切手
8月12日 神奈川県 合田様 テｨッシュペーパー ペットシーツ タオル お菓子
8月12日 千葉県 田口様 ドライフード
8月12日 東京都 河野様 ドライフード
8月12日 千葉県 鶴岡様 ドライフード
8月12日 千葉県 河合様 ひんやりマット ダンボールハウス
8月12日 千葉県 武長様 ドライフード 犬用ドライフード 猫砂
8月13日 埼玉県 池田様 ドライフード 子猫用ドライフード 猫砂
8月14日 神奈川県 渡辺様 ドライフード 猫缶 猫砂
8月14日 東京都 桧山様 猫砂
8月13日 大阪府 淵上様 レトルト猫、いぬ 猫缶 猫砂 コロコロ おしり拭き

子猫　ミルク わんわんシャンプー ガムテープ プラスティックグローブ
8月13日 東京都 谷川様 お菓子
8月14日 千葉県 安原様 ドライフード 猫缶 ミルク
8月14日 神奈川県 伊藤様 ウェットティッシュ ミルク 猫砂
8月15日 千葉県 野内様 ドライフード
8月16日 千葉県 小川様 ドライフード
8月16日 千葉県 斉籐様 猫砂
8月15日 神奈川県 武藤様 ドライフード
8月16日 愛知県 山本様 猫砂
8月16日 千葉県 小川様 おもちゃ 洗剤
8月19日 千葉県 松本様 ドライフード
8月20日 埼玉県 古川様 ティッシュペーパー 猫用ごはん器 猫砂 ドッグフード 毛布
8月20日 千葉県 柴田様 ドライフード 猫缶 おもちゃ タオル

ご寄付物資
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月日 都道府県 お名前 ご寄付物資
8月20日 東京都 鶴岡様 エプロン
8月21日 千葉県 鈴木様 いぬ缶詰
8月21日 新潟県 富樫様 ドライフード 猫缶
8月21日 千葉県 片野様 ティッシュペーパー 洗剤
8月22日 千葉県 秦　様 お菓子
8月23日 千葉県 杉井様 猫砂
8月22日 埼玉県 上野様 衣装ケース
8月24日 千葉県 吉田様 ドライフード ペットシーツ 猫缶 ハンカチ シーツ 歯ブラシ
8月25日 埼玉県 けいし様 マグカップ大９個 マグカップ小3個 歯ブラシ立て モコモコクッション 猫缶
8月25日 茨城県 多郎浦様 ドライフード
8月25日 東京都 鈴木様 ドライフード
8月25日 東京都 四津谷様 お菓子 タオル
8月26日 東京都 石井様 子猫ドライフード
8月26日 千葉県 河合様 ドライフード 子猫ミルク
8月26日 山形県 鎌田様 切手
8月26日 千葉県 石井様 子猫ドライフード
8月27日 神奈川県 松元様 ウェットティッシュ 犬用ガム 封筒 コピー用紙 領収書 マスク
8月27日 神奈川県 松谷様 キャットフード
8月27日 東京都 Ｎペットフード様 猫缶　大量
8月27日 千葉県 小川様 猫のおもちゃ 電池
8月27日 東京都 加藤様 切手
8月29日 千葉県 市東様 ドライフード 猫砂
8月30日 愛知県 毛利様 犬用虫下し ファーネーター
8月30日 千葉県 高山様 ドライフード
8月30日 千葉県 鈴木様 犬の缶詰 お惣菜
8月31日 神奈川県 堀川様 ドライフード ペットシート 猫砂
8月31日 千葉県 木村様 ドライフード
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