
支援物資のご報告   （２０１６年７月）
月日 都道府県 お名前

7月1日 千葉県 大和田様 猫用ふりかけ w/dフード

7月1日 栃木県 広田様 キャットフード ウェットフード 洗浄綿

7月1日 東京都 横田様 w/dフード

7月2日 千葉県 相澤様 草刈り機用ガソリン フラットファイル スティックのり

7月3日 千葉県 本多様 ファイル プリンター用紙 プリンターインク

7月3日 千葉県 大和田様 新聞紙

7月3日 千葉県 穴山様 トイレ

7月4日 東京都 久富様 ケーキ（人・動物用）

7月5日 静岡県 山村様 シーツ キャットフード

7月5日 千葉県 浅野様 お菓子

7月6日 千葉県 木幡様 猫用ふりかけ 猫用おやつ ウェットフード

7月6日 茨城県 常総カントリー倶楽部様 新聞

7月8日 千葉県 仲村様 キャットフード 犬用おやつ お皿 タオル ドッグフード

7月8日 千葉県 仲村様 ウェットフード

7月8日 東京都 山本様 キャットフード ドッグフード 猫缶 ハガキ 首輪

7月8日 東京都 山本様 猫砂

7月8日 千葉県 大和田様 ゴミ袋

7月9日 大阪府 市橋様 新聞 ドッグフード キャットフード

7月9日 千葉県 鎌田様 タオル

7月9日 東京都 山本様 w/dフード

7月9日 東京都 石井様 コピー用紙

7月9日 千葉県 丹羽様 ケージ キャットフード エビオス

7月10日 東京都 山本様 猫砂

7月11日 神奈川県 岩井様 c/dフード 消化器ｻﾎﾟｰﾄﾌｰﾄﾞ 猫用おやつ ウェットフード 猫缶

7月11日 神奈川県 岩井様 お菓子（人間用）

7月11日 舟崎様 猫砂

7月12日 千葉県 大和田様 キャットフード 高齢猫用流動食

7月12日 千葉県 福間様 新聞紙 アルコールティッシュ ポリ袋

7月12日 東京都 佐々木様 キャットフード

7月12日 千葉県 塩谷様 新聞紙 おやつ

7月12日 千葉県 木幡様 猫用おやつ 高齢用猫缶 ウェットフード

7月12日 静岡県 高田様 キャットフード
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7月14日 千葉県 新山様 爪とぎ キャットフード ウェットフード

7月14日 千葉県 加瀬様 猫フード

7月15日 栃木県 松浦様 新聞

7月15日 京都府 細田様 ポリ袋 ゴミ袋 コピー用紙 キャットフード

7月16日 千葉県 西森様 犬用おやつ かつお ドッグフード w/dフード ウェットフード

7月19日 愛知県 近藤様 タオル 新聞 ブランケット キャットフード 氷まくら

7月19日 愛知県 近藤様 絵はがき

7月19日 福岡県 和田様 ダイエットフード

7月20日 神奈川県 高橋様 猫用おやつ タオルケット 猫缶

7月20日 千葉県 葛西様 消化器サポートフード 猫缶

7月21日 アマゾン 不明 猫砂

7月21日 千葉県 林様 猫缶

7月23日 不明 まるまる キャットフード

7月23日 千葉県 相澤様 新聞紙

7月24日 千葉県 大和田様 ダイエットフード

7月24日 京都府 細田様 トイレットペーパー

7月25日 千葉県 稲垣様 爪とぎ

7月26日 千葉県 山口様 2017年カレンダー

7月26日 千葉県 佐藤様 キャットフード

7月26日 千葉県 本多様 プリンターインク

7月27日 千葉県 香川様 キャットフード ペットシーツ

7月27日 アマゾン 不明 ダイエットフード キャットフード

7月28日 栃木県 広田様 キャットフード

7月28日 アマゾン 不明 フェイスタオル

7月28日 千葉県 宮原様 パル君用ダイエット療法食

7月29日 東京都 ㈱レティシアン様 ドッグフード キャットフード

7月30日 千葉県 香川様 キャットフード

7月30日 東京都 橋本様 ドッグフード 猫砂 ねこおやつ

7月31日 千葉県 本多様 プリンターインク ファイル ボールペンインク

7月31日 千葉県 冨永様 新聞紙 猫缶 ポリ袋 キャットフード またたび


