
支援物資のご報告   （２０１２年９月）
月日 都道府県 お名前

9月1日 神奈川県 伊藤様 猫缶
9月2日 千葉県 秦　様 猫砂
9月2日 千葉県 菊地様 ウェットティッシュ ティッシュペーパー スリッパ 写真用紙

9月2日 千葉県 秦　様 猫砂
9月2日 千葉県 菊地様 スリッパ ティッシュペーパー ウェットティッシュ 写真用紙
9月3日 千葉県 可児様 ペットシーツ 猫缶 猫砂 爪きり 耳薬 蚤取り薬
9月5日 千葉県 石井様 ドライフード 猫ベット 猫砂 ペットシーツ
9月5日 千葉県 花島様 ウェットフード
9月5日 東京都 原井様 ケージ ペットの座布団
9月6日 千葉県 加藤様 扇風機 すだれ
9月7日 千葉県 紀村様 ウェットテッシュ 洗剤
9月7日 神奈川県 松田様 ドライフード　
9月8日 千葉県 指田様 ドライフード

9月8日 千葉県 鎌田様 タオル
9月8日 千葉県 山本様 犬の食べ物 ドライフード
9月8日 千葉県 加藤様 ドライフード
9月9日 千葉県 稲本様 ドライフード ウェットシート 猫缶
9月9日 神奈川県 小川様 猫砂 猫缶
9月9日 千葉県 宮崎様 ドライフード 猫缶 コピー用紙
9月9日 千葉県 山村様 ティッシュペーパー 猫砂
9月9日 千葉県 甲斐・永井様 ドライフード パウチ
9月9日 埼玉県 井上様 猫砂
9月9日 千葉県 井口様 ドライフード ペットシーツ 猫砂 猫の入れる椅子
9月9日 千葉県 武長様 ドライフード 犬ドライフード 猫砂

9月9日 千葉県 青柳様 猫砂 ドライフード お茶
9月4日 福岡県 上原様 フェアリーズ

9月12日 東京都 石井様 猫砂
9月12日 東京都 鈴木様 猫缶
9月13日 東京都 佐藤様 ドライフード コロコロ替え
9月14日 東京都 林  様 ドライフード タオル
9月14日 千葉県 松本様 ドライフード スリッパ
9月15日 千葉県 森田様 ティッシュペーパー トイレットペーパー タオル
9月16日 神奈川県 松元様 ティッシュペーパー 犬ドライフード 猫砂 子猫ミルク 猫缶 封筒 コピー用紙

9月16日 千葉県 秋月様 ティッシュペーパー ウェットティッシュ 猫砂
9月16日 東京都 赤塚様 切手 インク ＣＤ
9月17日 神奈川県 塩田様 ドライフード
9月17日 千葉県 中村様 ペットシーツ 猫砂
9月17日 千葉県 篠塚様 ドライフード
9月22日 千葉県 今井様 ドライフード
9月22日 千葉県 佐久間様 ティッシュペーパー 猫砂
9月22日 千葉県 原川様 猫砂
9月23日 千葉県 服部様 ドライフード 猫缶 猫砂

ご寄付物資
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9月23日 千葉県 鈴木様 犬の缶詰
9月23日 東京都 石井様 掃除機 ドライフード 毛布＆シーツ 洗剤 コピー用紙 猫缶
9月24日 大阪府 岡本様 犬用キャリーバック トイレ容器

9月24日 不明 匿名 子猫ドライフード レトルト
9月25日 大阪府 高岸様 ドライフード レトルト 猫缶

9月25日 東京都 永田様 切手＆はがき
9月26日 千葉県 伊藤様 なす
9月26日 千葉県 玉川様 ティッシュペーパー ドライフード

9月26日 千葉県 飯田様 絵本 びわ酒（消毒用） 切手 お菓子
9月26日 千葉県 佐々木様 梨
9月27日 千葉県 北島様 ドライフード 猫缶 猫砂 毛布 タオル
9月29日 東京都 近藤様 ドライフード ティッシュペーパー タオル
9月29日 千葉県 高木様 ドライフード 猫砂
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