
支援物資のご報告   （２０１４年１月）
月日 都道府県 お名前
1月1日 北海道 小泉様 ドライフード

1月3日 東京都 近藤様 ドライフード

1月3日 埼玉県 三矢様 猫・犬フード

1月3日 千葉県 戸村様 猫・犬フード

1月3日 千葉県 石毛様 ドライフード ティッシュペーパー

1月4日 千葉県 木村様 猫・犬フード 猫・犬おやつ 猫おもちゃ

1月4日 東京都 鈴木様 猫ドライフード

1月5日 千葉県 吉浜様 ドライフード 子猫用ミルク

1月6日 千葉県 塙　様 ドライフード レトルト

1月9日 群馬県 牧野様 クッキー

1月9日 愛知県 深見様 ドライフード お花

1月5日 千葉県 服部様 ドライフード お花 香典

1月10日 不明 不明 ドライフード

1月11日 千葉県 平原様 ドライフード 新聞紙

1月12日 千葉県 佐藤様 猫・犬フード ティッシュペーパー ウェットティッシュ 猫砂 コロコロ

1月12日 千葉県 松田様 猫缶

1月12日 埼玉県 若松様 消化器サポート 腎臓サポート

1月12日 千葉県 高秀様 電気毛布 新聞紙 毛布

1月12日 東京都 竹山様 ドライフード 爪とぎ　３個

1月13日 千葉県 本・古川様 ドライフード ブランケット 猫砂

1月14日 千葉県 野間様 タオル

1月14日 東京都 天野様 USAポストカード

1月14日 千葉県 木幡様 お花 猫缶

1月15日 千葉県 三澤様 ドライフード 子猫用ミルク

1月15日 東京都 土居様 お菓子

1月15日 東京都 雅楽川様 お茶

1月16日 千葉県 三澤様 毛布

1月17日 千葉県 松田様 猫缶

1月17日 東京都 グプタ様 ドライフード フロントライン おもちゃ

1月17日 神奈川県 松元様 販売用手提げ 販売用コースター 洗濯バサミ 封筒 おやつ

1月17日 千葉県 加藤様 はまぐり せんべい

1月18日 東京都 岩崎様 ドライフード

1月18日 千葉県 木村様 ドライフード おもち 猫草

ご寄付物資
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月日 都道府県 お名前 ご寄付物資
1月18日 千葉県 加藤様 ドライフード

1月19日 埼玉県 若松様 タオルケット お菓子

1月19日 東京都 田中様 ドライフード ウェットティッシュ

1月20日 千葉県 松田様 キャットフード

1月20日 東京都 竹山様 猫砂

1月21日 千葉県 橋本様 お菓子

1月21日 千葉県 木村様 お菓子

1月22日 東京都 鈴木様 飾りケース 皮手袋

1月22日 アマゾン 不明 犬の缶詰

1月22日 千葉県 大野・石田様 商品券

1月23日 千葉県 草間様 ドライフード

1月23日 千葉県 花沢様 ドライフード

1月24日 千葉県 ツバキの母 お菓子

1月24日 神奈川県 松元様 電気炊飯器 切手・はがき 新聞紙

1月24日 千葉県 千脇様 犬の缶詰 猫ドライフード

1月24日 千葉県 杉本様 猫・犬フード ウェットティッシュ

1月25日 東京都 岡本様 お誕生寺カレンダー 商品券

1月25日 東京都 庄司様 ドライフード キャリーバッグ 掃除用具

1月25日 東京都 安藤様 お菓子

1月26日 東京都 鈴木様 ウェットティッシュ お菓子

1月27日 神奈川県 清野様 猫のえさ 猫砂

1月28日 千葉県 長島様 新聞紙 パウチウェット

1月28日 千葉県 加藤様 キャットフード

1月29日 千葉県 松田様 猫缶

1月29日 埼玉県 けいし様 販売用猫グッズ

1月30日 千葉県 松田様 サプリメント

1月30日 千葉県 小林様 キャットフード

1月31日 千葉県 野間様 タオル

1月31日 千葉県 小林様 猫砂
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