
2015年度

月 お名前 ご住所 ご提供品

西内　様   トイレシート、犬フード、犬おもちゃ

おだ　様 犬フード（ハートケア）

K　様 10,000円

岸本　様 バザー用品

光田　様 マット

安信　様 犬フード、おしめ

オーシーファーム　様 66,982円

中島　様 犬フード

岡田　様 リード、ブラシ、犬用服

迫　様 10,000円

正本　様 1,000円

K　様 バザー品

O　様 犬i/d缶、タオル

4月



M　様 10,000円

市本　様 タオル、ティッシュ

藤田親子　様 バザー用品

N　様 マット、猫おもちゃ

守安　様 小屋、フード

三村　様 ティッシュ、ウエットティッシュ

須藤　様
猫ミルク、哺乳瓶、ペットシート、キャ
リー、爪切り爪研ぎ、クッション、タオル、
手袋

西坂　様 津山市 犬、猫フード

佐藤　様 キャットフード

石原　様  岡山市  水容器、おむつ、ドッグラン用穴埋め土

S　様 犬フード、犬服

鈴木　様 3,000円

I　様 マット、シート等

K　様 猫フード

4月

5月



ふるかわ　様 犬療養食、シート

K　様 犬小屋、犬療養食、ペットシート、ケージ

上野　様  寄付金

Y　様  寄付金

三村　様 トイレシート、ゴミ袋、フード

柳田　様 大阪 バザー品、衣類、雑貨

富山　様
 ペットシート、ウエットティッシュ、トイ
レットペーパー、ティッシュ

S　様 掃除機、ゴミ袋、ナイロン手袋

O　様 猫ベッド、猫フード

岡山環境保全センター株
式会社　様

10,000円

有限会社プロテック　様 ゴム手袋

上野　様
ティッシュペーパー、トイレットペーパー、
トイレシート

伊藤　様
キャットタワー、サークル、キャリー、
ティッシュペーパー、ゴミ袋等々

いがらし　様 シート、毛布、タオル

5月

6月



H　様 20.000円

山下　様  100,000 円

山本　様 30,000円

藤井　様  犬フード、タオル、マット等

松清　様
トイレットペーパー、ティッシュペーパー、
トイレシート、ウェットティッシュ等

石田　様 ペットシート

木村　様 ペットシート

藤原　様 敷物、マット、犬フード等

西坂　様 津山市 犬、猫フード

西崎　様 バザー品、寄付金（瓶詰コイン）

岸本　様 犬フード、猫砂

岩藤　様 トイレシート

上野　様 トイレシート、ウェットティッシュ、ゴミ袋

M　様 フード、冷却マット、グッズ諸々

6月

7月



K　様 猫トイレ、犬用ケージ

オーシーファーム　様 52,375円

西坂　様 津山市 タオル類(美容院ポパイヘアー様ご協力）

坂本　様 猫フード

小畑 様 寄付金

オーシーファーム様 57,894円

よう子　様
5,000円、トイレシート、犬フード、フロン
トライン

中川　様 毛布

K　様 3,000円

浅野　様 岡山市 犬フード、タオル、器、スプレー等

西坂　様 津山市
寄付金（美作地区教職員組合主催ビーズを楽
しむ会様ご協力）

N様 倉敷市
DVDプレーヤー(7インチ)、小型犬用トイレ
(中古)、超小型犬向き布製キャリーバック(中
古)、使い古しバスマット 

本郷　様  大型犬舎、犬用品諸々

坂野　様 バザー品

7月

8月



藤原　様 トイレシート

村上　様 犬フード、ペットシート

U　様 寄付金

小林　様 10,000円 

N　様 倉敷市 寄付金

河本　様 浅口郡 ペットシーツ、ウェットティッシュ

鷺原　様 倉敷市
寄付金3000円、猫療養食、おやつ、毛布
類、ブラシ、おもちゃ等

吉川　様 広島県 ペットシーツ

M　様 津山市 寄付金3,000円、猫おもちゃ、ペットシーツ

鈴木　様 猫フード

中村　様 バスマット

タケナミ　様
犬フード、ナイロン手袋、タオル、ティッ
シュペーパー等

N　様 倉敷市 寄付金

池上　様
 おもちゃ、犬用雑貨、トイレットペーパー、
スリッパ、カーペットクリーナー、犬用服

8月

9月



太田　様 キャリー、ソフトサークル

S　様 シーツ、フード、おむつ等

W　様 東京都 犬フード、事務用封筒、袋類

松本　様 3,000円

友実　様 1,500円

K 様 岡山市 フードとおやつ

山本　様 寄付金

加藤　様 東京都 ソフトケージ、キャリー、猫トイレ

山田　様 岡山市 寄付金

松崎　様 津山市 バザー品

のの　様 千葉県 寄付金

U 様 玉野市 寄付金

松崎　様 津山市 バザー品

竹林　様 犬フード

10月

9月



いがらし　様 毛布、シート

藤井　様 ペットシート

匿名希望　様 キャリー、バリケン、猫トイレ等

原　様 バザー品

オーシーファーム様 55,990円

バウワウ　様 ドッグフード

嵜田  様 大阪府 猫キャリー

松崎　様 津山市 タオル、雑貨、衛生用品など

磯山　様  津山市 犬用トイレシート、シニア用おやつ（多数）

影山　様 バザー品

和田　様 フード、リード等

HT　様 ティッシュペーパー

井上　様 ペットシート、バスマット

西坂　様 津山市 犬フード

10月



河本　様 浅口郡 ペットシーツ、ウェットティッシュ

澤原　様  岡山市 バザー用品

新井　様  新見市 100,000円

N　様 岡山市 療法食、書き損じハガキ、バザー品等

高坂　様 3000円

山中　様 首輪、おやつ、シート

佐竹　様 バザー品

藤田　様 岡山市
シーツ、ウエットティッシュ、タオル、犬用
寝床、ボディータオル等

石黒　様 ペットシート、ティッシュペーパー、猫砂

Y　様 大阪府
猫トイレ、シート、餌入れ、ウェットティッ
シュ

K　様 岡山市
ペットシート、ウェットティッシュ、ティッ
シュペーパー、ごみ袋、ぺーパータオル

藤本　様 岡山市
バザー品、コピー用紙、子猫用トイレ、トイ
レットペーパー、ペーパータオル

S　様 倉敷市 寄付金

河本　様 浅口郡 ペットシーツ

10月



加藤　様 犬トイレ、犬おしめ

正子　様 犬フード、犬服、コルクマット等

大久保　様 ケージ

常国　様 木製サークル

富田　様 犬フード

真庭動物医療センター
様

フードサンプル多数

若葉会動物病院 点滴セット3回分

高梁東中学校文化祭にて 募金17,182円

大久保　様 ケージ

A　様
ペットヒーター、トイレトレー、ソフトケー
ジ等

黒川　様 ケージ、10,000円

オーシーファーム様 56,951円

妹尾　様 真庭市 切手、ブルーチップ多数

松崎　様 津山市
バザー品、ティッシュ、ゴミ袋、ペットシー
ツ等

11月



清水　様 犬小屋、ケージ

高田　様 20,000円

藤井　様 リードなど

高田　様 バザー品、ティッシュペーパー

山本　様 トイレットペーパー、ティッシュペーパー

岩崎　様 岡山市 ケージ

ニシウラ　様 犬フード

H　様 倉敷市 1,492円

CH　様 ティッシュペーパー、バザー品等

HK　様 バザー品

U　様  玉野市  寄付金

西坂　様 津山市 タオルケット類

永吉　様 ペットシーツ、鎖

進藤　様 猫砂、ケージ、毛布、おもちゃ

11月

12月



畑　様
バザー品、ティッシュ、ウェットティッ
シュ、フード等

蒲原　様 駆虫・予防薬

澤原　様 バザー品

岸本　様 バザー品

山根　様 猫砂

かりかりママ　様 タオル大量

シュシュママ　様 犬フード

松浦　様 ティッシュペーパー、ゴム手袋、ゴミ袋多数

吉川　様 10,000円

オーシーファーム様 53,595円

松崎　様 津山市 バザー品、袋、ウェットシート

N　様 寄付金

岸本　様 バザー品

菱川　様
トイレットペーパー、ティッシュ、ペット
シート等

12月



AH　様 バザー品

Y　様 3,000円

下川　様 ペットシート

M　様 岡山市
20,000円、犬フード、リード、おむつ、
ウェットシート等多数

難波　様 赤磐郡 タオル類、ウエットティッシュ等

塩津　様 ペットシーツ、ティッシュ等

難波　様
ペットシーツ、毛布、マット、おむつ、ペッ
ト用ベッド等

U　様 勝田郡 バザー品大量

山本　様 岡山市 寄付金

西坂　様 津山市 タオルケット類

秦　様 トイレシート、ゴミ袋

中田　様 猫用ケージ

三好　様 犬おもちゃ、フェンス、キャリーバッグ等

西島　様 空気清浄器、バザー品、キャリー

12月



セサミ　様 犬フード、おもちゃ等

村田　様 倉敷市 寄付金

田籠　様 キャリー、猫フード、タオル

T　様 岡山市 寄付金

塩田　様 岡山市 寄付金

岩藤　様 首輪多数、係留用チェーン、犬用服

U　様 玉野市 寄付金

アダチペットショップ
様

犬フード

安井　様 10,000円

S　様 東京都
ペットフェンス、ペットシーツ、トイレット
ペーパー、メッシュトイレトレー、巻き取り
式リード等

西坂　様 津山市 犬フード

K　様 瀬戸内市 トイレシート2袋

じゅんこ　様 猫フード

大川　様 和気町 猫ベッド、おもちゃ

12月

1月



鳴坂　様
吉備中央
町

使い捨て手袋沢山

オーシーファーム様 63,641円

松崎　様 津山市
子猫用トイレ、バザー品、トイレットペー
パー、ティッシュペーパー等

Y　様 10,000円

田原　様 バイオウィル、ペットベッド

河上　様 犬おやつ、ティッシュペーパー等

冨田　様 犬フード

K　様 岡山市 ペットシーツ

蒲原　様 猫フード、トイレチップ

元浜　様
ティッシュ、ウェットティッシュ、ごみ袋、
ゴム手袋

G　様 神戸市
スチールフェンス、防臭敷物、マット、犬お
もちゃ、ウェットティッシュ

K　様 神戸市 キャリー、ソフトキャリー、ぺット用毛布等

平井　様 岡山市 バザー品

H　様 トイレシート

1月



Y　様 犬フード

澤原　様 バザー品

菅沼　様 福山市
商品券、切手、猫フード、ごみ袋、書籍、バ
ザー用品等

H　様 岡山市 寄付金

U　様 玉野市 寄付金

プードック東岡山店　様
係留用チェーン多数、首輪多数、犬おむつ、
猫草、その他フードはじめ犬猫消耗品多数

人見　様 1,000円

横川　様 30,000円、ペットシーツ

本郷　様 岡山市 犬舎

日名　様 猫用木製チップ、毛布、バザー品

オーシーファーム様 52,524円

高橋　様 福山市 寄付金

小林　様 赤磐市 2,000円

川角　様 20,000円

1月

2月



大類　様 ペットシート、首輪、リード

橋爪　様 津山市 タオル、ウェットシート等

S　様 熊本県 フード多数

松崎　様 津山市
ティッシュ、ロールペーパー、ゴミ袋、バ
ザー品など

河井　様 10,000円

原　様 津山市 成猫フード、子猫フード、ペットシーツ

U　様 玉野市 寄付金

セサミ　様 フード

長瀬　様 岡山市 寄付金

空気清浄器、フード、バザー品など

寄付金

大島　様 倉敷市 寄付金

礒部　様 5,000円

愛知県

3月

2月

T　様



Y　様 2,000円

中山　様 NY 寄付金

品川　様 ケージ、トイレ、缶詰、おむつ

澁谷　様 倉敷市 タオル、バザー品など

中川　様 ペットシート

I　様 苫田郡
ケージ多数、小犬用サークル、大型犬用サー
クル

岡山せとうちライオンズ
クラブ　様

10,000円

山本　様 岡山市 寄付金

林　様 東京都 寄付金

横山　様 岡山市 犬舎、ペットシーツ

河原　様 岡山市 3,000円

匿名　様 倉敷市 イベント用バンダナ多数

U　様 玉野市 寄付金

中　様 神戸市
バザー品、ティッシュ、ゴミ袋、消毒液、ハ
ガキ等々

3月



西坂　様 津山市 猫フード、猫砂、ウェットティッシュ

荻野　様 岡山市 ケージ、ベッド、バザー用品

松崎　様 津山市 ティッシュ、ペットシート

3月



27.4.6 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 66,982
27.4.6 私立保育園寄附 8,800
27.4.6 ﾔﾊﾀｺｼﾞﾝｷﾌ 2,873
27.4.10 ｵｵﾀﾆ　ﾐﾁｴ 2,000
27.4.17 ｶｻﾊﾗ　ｶｽﾞｴ 5,000
27.4.20 ｱｵｷ ｷﾖｳﾐ 60,000
27.5.7 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 68,197
27.5.8 ﾊﾀｹﾝｾﾂ 100,000
27.6.15 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 58,086
27.6.16 ｶｻﾊﾗ　ｶｽﾞｴ 5,000
27.7.7. ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 52,375
27.7.16 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾐﾎ 10,000
27.8.5 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 57,894
27.8.17 ｶｻﾊﾗ　ｶｽﾞｴ 5,000
27.8.20 ﾆﾉﾐﾔ　ﾋﾛｺ 2,500
27.9.4 岡山操山ﾗｲｵﾝｽﾞ 10,000
27.9.8 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 55,930
27.9.18 ｵｵﾀﾆ　ﾐﾁｴ 2,000
27.10.6 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 55,990
27.10.16 ｶｻﾊﾗ　ｶｽﾞｴ 5,000
27.11.10 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 56,951
27.12.8 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 53,595
27.12.15 ｶｻﾊﾗ　ｶｽﾞｴ 5,000
28.1.4 ｽｽﾞｷﾄﾓｺ 6,000
28.1.13 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 63,641
28.2.1 ｵｵﾀﾆﾐﾁｴ 2,000
28.2.3 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 52,524
28.2.15 ｶｻﾊﾗ　ｶｽﾞｴ 5,000
28.3.8 ｵｰｼｰﾌｧｰﾑ 54,149


