
支援物資のご報告   （２０１４年９月）
月日 都道府県 お名前

9月2日 埼玉県 菅野様 腎臓サポート ペットシーツ

9月3日 千葉県 古川様 キャットフード フロントライン タオル ハガキ 洗濯バサミ

9月3日 千葉県 古川様 ミルク 切手

9月3日 千葉県 松田様 キャットフード

9月4日 千葉県 本　様 キャットフード ウェットティッシュ おやつ 毛布

9月5日 不明 小嶋様 猫砂

9月5日 東京都 野本様 猫砂 猫缶

9月6日 千葉県 相澤様 ドックフード

9月6日 東京都 原田様 キャットフード

9月6日 長野県 木内様 猫砂

9月7日 東京都 鈴木御夫妻 蒲鉾

9月7日 神奈川県 伊藤様 キャットフード

9月7日 宮城県 キャットフード ウェットティッシュ 新聞紙

9月7日 不明 鳥居様 洗剤

9月8日 千葉県 西森様 キャットフード 猫砂

9月8日 千葉県 長島様 キャットフード 猫砂

9月8日 千葉県 木幡様 猫缶

9月9日 千葉県 本　様 キャットフード 猫缶

9月9日 千葉県 松岡様 はがき

9月10日 千葉県 長島様 キャットフード

9月11日 茨城県 磯部様 キャットフード トイレットペーパー 洗剤

9月12日 千葉県 中村様 はがき 切手

9月12日 千葉県 松田様 猫砂

9月12日 千葉県 関　様 お米

9月13日 茨城県 根本様 キャットフード

9月13日 千葉県 戸井原様 ウェットフード 猫用おやつ

9月14日 神奈川県 田中様 犬　トリマー

9月14日 神奈川県 菊地様 犬　トリマー

9月14日 千葉県 川島様 新聞紙 キャットフード ウェットフード

9月15日 千葉県 大嶋様 猫・犬ドライフード 犬リード 洗濯バサミ

9月15日 千葉県 佐々木様 梨

9月15日 千葉県 木幡様 ウェットフード

9月16日 千葉県 武内様 キャットフード 猫缶 洗剤 スポンジ

9月16日 千葉県 君塚様 オムツ ウェットティッシュ シャンプー

9月16日 東京都 大野様 キャットフード タオル

9月16日 神奈川県 匿名 猫砂 ウェットティッシュ 新聞紙
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月日 都道府県 お名前 ご寄付物資

9月17日 千葉県 有本様 子猫用ウェットフード キャットフード

9月18日 東京都 内田様 キャットフード はがき 切手

9月19日 東京都 高尾様 キャットフード 猫砂 ウェットティッシュ

9月20日 千葉県 浅野様 お菓子

9月20日 千葉県 山口様 新聞紙

9月20日 千葉県 津花様 キャットフード

9月21日 東京都 竹山様 猫砂 ドライフード
9月23日 千葉県 松田様 キャットフード
9月24日 千葉県 本多様 キャットフード 新聞紙

9月24日 不明 原野様 猫砂

9月25日 千葉県 船橋様 猫砂 子猫用ミルク 蚤摂りセット

9月25日 千葉県 橋爪様 毛布

9月26日 東京都 鈴木御夫妻 猫グッズ販売用 水フィルター

9月26日 千葉県 小竹様 カレンダー用写真
9月26日 埼玉県 深町様 子猫用ウェットフード
9月26日 千葉県 小林様 子猫用ドライフード

9月26日 東京都 土居様 お酒

9月26日 千葉県 平原様 子猫用缶詰

9月26日 東京都 石橋様 子猫用缶詰

9月27日 千葉県 花輪様 子猫用ドライフード

9月27日 愛知県 今井様 子猫用缶詰
9月27日 茨城県 小田倉様 ドライフード
9月27日 千葉県 川合様 猫砂 子猫用ドライフード
9月27日 東京都 田村様 子猫用ドライフード ウェットフード

9月27日 千葉県 平原様 子猫用ウェットフード

9月27日 神奈川県 伊藤様 子猫用ドライフード ドライフード 猫砂

9月27日 不明 黒沼様 ウェットフード ドライフード

9月27日 千葉県 渡辺様 子猫用缶詰 カロリーエース PHコントロール おやつ

9月28日 千葉県 西山様 キャットフード
9月28日 不明 アマゾン 子猫用ウェットフード
9月29日 東京都 武藤様 キャットフード SD缶 猫用おやつ
9月29日 千葉県 本　　様 キャットフード ウェットフード カロリーエース ミルク 高齢猫缶詰

9月29日 千葉県 野口様 犬ドックフード
9月29日 埼玉県 長谷川様 キャットフード 子猫用ドライフード 子猫用缶詰
9月30日 不明 原野様 キャットフード 子猫用ウェットフード
9月30日 東京都 久富様 子猫用ドライフード 子猫用ウェットフード
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