
2016年度
月 お名前 ご住所 ご提供品

オーシーファーム　様    66,291円

清水　様 徳島市 療法食

進藤　様 バザー品

内藤　様 犬用バリケン、フードなど

I　様 苫田群 犬用フェンス大量、ケンネルキャブ中、小など多数

松崎　様 津山市 バザー品、ウェットティッシュ、ゴミ袋等

M　様 犬フード、ケージ

S　様
ティッシュ、ゴミ袋、タオル、トイレシート、木製
サークル、ケージ、ゲート

塩見　様 ケージ、キャリー、ペットシート、ペット食器

T　様 ケージ等

青山　様 津山市 寄付金

H　様 横浜市   寄付金

オーシーファーム様 57,954円

中川　様 ペットシート、お皿　ほか

菱川　様 ペットシート、ティッシュ　ほか

もうちゃん里親様 バザー用品

宇野　様 大津市 犬a/d缶、タオル、寄付5,000円

岡山環境保全センター　様 30,000円

新名　様 寝屋川市
犬フード、ティッシュ、ゴミ袋、シート、オムツ、
手袋、バザー品

広沢　様 宇和島市 バザー品

イシダ　様 フード

Ｎ　様 3,000円

辻　様 キャットフード

奥山　様 ドッグミルク

山下　様 100,000円

Ｕ　様 寄付金

青山　様 津山市 寄付金

渡辺　様 岡山市 寄付金

キャシー・スペアリー　様 犬小屋、トイレシート　他

松崎　様 津山市
ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、トイレ
シート他

Ｋ　様 井原市 寄付金

 オーシーファーム様 56,055円

岡藤　様 猫フード

青山　様
掃除機、ケージ、トイレットペーパー、ティッシ
ペーパー、ビニール手袋、犬用食器

片山　様 フード

4月

5月

6月



西坂　様 津山市 犬猫フード、トイレ砂、ウェットティッシュ

Ｎ　様 倉敷市 ペット用クッション、犬フード

片山　様 タオル、バザー品、ビニール袋、箱ティッシュ

菱川　様 箱ティッシュ、トイレットペーパー

石井　様 犬用サークル、トイレシート、フード他

蒲原　様 ペットシート

石黒　様 ペットシート

Ｓ　様 東京都
サークル、ペットヒーター、ひんやりマット、バ
ザー品、他

押谷　様 岡山市 ケージ、ペットヒーター

松崎　様 津山市
ウェットティッシュ、ゴミ袋、ティッシペーパー、
バザー品

山本　様 岡山市 寄付金

Ｓ　様 岡山市 3,000円

Ｔ　様 倉敷市 寄付金

オオタニ　様 2,000円

 Ｈ　様  岡山市  20,000円

ぽちたろう　様 マスク多数、日用品・バザー品多数

オーシーファーム様 56,546円

西坂　様 津山市 犬フード

H.A　様 横浜市 寄付金

青山　様 津山市 寄付金

Ｍ　様 倉敷市 フード類、犬の備品　他

蜂谷　様 岡山市 寄付金

武政　様 岡山市 フード、トイレシート

松崎　様 津山市 バザー品

小畑　様 津山市 寄付金

藤原　様 倉敷市 バザー品多数

澤原 様  岡山市  バザー品　他

Ｍ.Ｔ　様 猫グッズ　多数

オーシーファーム様 63,307円

坂本　様 津山市 フード、リード、バザー品

広沢　様 宇和島市 バザー品

山本　様 西宮市 空気清浄機、タオル

賀井　様 神戸市
犬小屋、ケージ、ハーネス、シート、オムツ、フー
ドほか

鹿濱　様 岡山市 バザー品

宮崎　様 岡山市 ケージ、トイレシート

N.H　様 トイレシート、犬フード、猫フード

松崎　様 津山市 ウェットティッシュ、ゴミ袋

6月

7月

8月



小澤　様 津山市 犬フード、猫フード、犬用オムツ、ゴム手袋　ほか

ﾔﾏｽｲｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ　様 岡山市 寄付金

加藤 　様 倉敷市 フード

Ｉ　様 フード

つくしぼきん　様 10,200円

S　様 バザー品

オーシーファーム　様 56,831円

山口　様 岡山市 1,000円

藤井　様 岡山市
フード、トイレシート、トイレットペーパー、ラッ
プほか

青山　様 津山市 寄付金

H.A　様 横浜市 寄付金

水原　様 中型犬バリケン、ケージ、猫トイレ、リードほか

小若　様 8,000円

のの　様 横浜市 2,000円

PetLife　Potter　様 フードほか

ラッシュ様イベントにてお持
ち込み

ティッシュペーパー、マスク、ごみ袋、ゴム手袋、
ペットシーツ、猫トイレ、猫砂　ほか

中田　様 岡山市 ペットシーツ、猫パウチ

谷　様 倉敷市 バザー品

小澤　様 津山市 バザー品

O．Ｙ　様 吹田市 バザー品

松崎　様 津山市 ウェットティシュ、ゴミ袋　ほか

森岡　様 倉敷市 寄付金、大型犬ケージ

Ｓ．Ｙ　様 倉敷市 ウェットフード缶詰

鈴木　様 6,000円

岡山操山ライオンズクラブ 様 寄付金

 青山　様 津山市  寄付金

オーシーファーム　様 62,978円

藤原　様 倉敷市 寄付金

宮崎　様 岡山市 猫砂

W．Ｋ　様 倉敷市 ケージ、バザー品

中川　様 ペットシート

岸本　様 バザー品、フード

田渕　みあ　様 岡山市 猫フード

Ｎ．Ｎ　様 倉敷市 マット、小型犬用服
ラッシュ様イベント後にてお
持ち込み

ペットシーツ、トイレットペーパー

山口　様 福知山市 タオル、ゴミ袋、書き損じハガキ

難波　様 犬小屋

8月

9月

10
月



Ｎ．Ｋ　様 倉敷市 タオル、マスク、ペット用オムツ、寄付金

天野　様 倉敷市 猫ウェットフード

株式会社ヒノキ　様 ひのきの猫砂　多数

横尾　様 300,000円

松崎　様 津山市 猫フード、ゴミ袋、ウェットティッシュほか

岡本　様 5000円

池脇　様 倉敷市 5000円

岡田　様 岡山市 バザー品

澤原　様 岡山市 バザー品

西坂　様 津山市 犬フード

犬飼　様 トイレシート、ティシュペーパー、犬フード

 柴田　様 サークル、ケージ、犬フード、トイレシート

長尾　様 猫フード

カサハラ　様 5,000円

オーシーファーム　様 72,124円

藤原　様 寄付金

青山　様 津山市 寄付金

Ｓ　様 岡山市 寄付金

宮崎　様 岡山市 犬フード

神田　様 タオル、フード、雑貨など

N.M　様 加賀郡 猫フード

森本　様 釧路市 バリケン、犬用オムツ

辻　様 岡山市 寄付金

小澤　様 津山市 猫フード、犬用オムツ、ウェットティッシュ他

Ｔ　様 総社市 猫フード、ミルク

O.S　様 岡山市 寄付金

佐々木　様 倉敷市 トイレシート、フード、ラップ、ティシュ他

藤原　様 倉敷市 寄付金

樅野　様 東京都 ペットシート、犬フード、猫フード、ひのきの猫砂

Ｓ　様 犬フード

人見　様 5000円

朽網　様 津山市 犬フード

松崎　様 津山市 猫フード、ウェットティッシュ、ゴミ袋

Ｔ．Ｊ　様 高梁市 犬用缶詰

宮崎　様 岡山市 犬フード

オーシーファーム　様 73,526円

青山　様 津山市 寄付金

Ｈ　様 岡山市 20,000円

10
月

11
月

12
月



万波　様 バザー品

Ｋ．Ｋ　様 バリケン

楢村　様 倉敷市 6000円

Ｓ　様 ねこの抗菌マット

山本　様 寄付金

K．K　様 ケージ

セサミ　様 ドッグフード

オーシーファーム　様 犬猫用おやつ多数

山﨑　様 ドッグフード、ウェットフード多数、洋服

マツダ　様
ケージ、サークル、布製サークル、フード、ペット
シートほか

Ｕ．Ｙ　様 玉野市 寄付金

オオタニ　様 寄付金

 青山　様 津山市 寄付金

北川　様 岡山市 寄付金

小澤　様 津山市 ペットシーツ、バザー品　ほか

宮崎　様 岡山市 トイレシート、猫砂、犬ミルク、猫フード

西坂　様 津山市 犬フード

Ｈ．Ａ　様 横浜市 寄付金

滝澤　様 生駒市 ケージ、ペットシーツ、猫フード、おやつ

松崎　様 津山市
猫フード、ペットシーツ、ゴミ袋、ティシュペー
パー

オーシーファーム様 85,635円

安井　様 １0,000円

大森　様 10,000円

太田　様 猫フード

藤原　様 倉敷市 寄付金

新屋　様 トイレシート　バザー品　ご寄付5,000円

正司　様 トイレシート、毛布

Ａ．Ｍ　様 キャットタワー、キャリー

Ｓ　様 猫トイレ、猫ベッド、爪とぎ、おもちゃ

杉　様 毛布　ほか

根本　様 毛布　ほか

(有)赤沢電気　赤沢こむぎ様 ケージ、キャリー等

武川　様 津山市 寄付金

渡辺　様 岡山市 寄付金

Ｏ．Ｓ　様 寄付金

大田　様 １0,000円

ペットピア　様 フード各種

 坂本　様 津山市 フード

12
月

1月

2月



オーシーファーム　様 73,384円

松崎　様 津山市 猫フード、ウェットティッシュ、ゴミ袋

神山　様 岡山市 毛布、ベッド、子猫フード、猫トイレ

長瀬　様 和歌山市 犬フード、猫フード

藤原　様 倉敷市 寄付金

伊藤　様 総社市 3,000円

青山　様 津山市 寄付金

Ｍ．Ｊ　様 岡山市 寄付金

横見　様 マット、シート、毛布、ケージほか

中島　様 トイレシート、子犬用フード

老人保護施設グリーンピース
副理事長　近藤みほ子　様

犬フード

蜂谷　様 岡山市 猫フード、おやつ　ほか

 匿名希望　様 新見市  寄付金

藤井　様 津山市 寄付金

藤原　様 倉敷市 寄付金

吉田　様 赤磐市 トイレシート、オムツ、猫用品、ティッシュ他

青山　様 津山市 寄付金

オーシーファーム様 72,707円

保田　様 津山市 寄付金

大和ハウス工業株式会社倉敷
支店　様

寄付金

藤原　様 倉敷市 寄付金

山田　様 寄付金

山本　様 岡山市 寄付金

石井　様 津山市 タオル、ラグマット、クオカード、ハガキ

松崎　様 津山市 バザー品、ゴミ袋、猫フード

山根　様 バザー品、タオル多数

石原　様 トイレシート、犬フード、オムツ、タオルケット

岡本　様 トイレシート

政安　様 犬フード

茂成　様 クールバンド、ペットシート、タオル、おやつ

白浜　様 倉敷市 ハガキ

Ｓ　様 赤磐市 バザー品

藤原　様 倉敷市 同窓会参加犬用バンダナ多数

大森　様 和気郡 10,000円

河原　様 岡山市 1,000円

ミヤウチ　様 猫フード、ペットシート

澤原　様
ペットフェンス、トイレトレー、バザー品、犬おや
つ

3月

2月



菅波　様 犬フード

タカタ　様 瀬戸内市 トイレシート、ウェットフード、子犬用ミルク

ペットピア　様
犬オムツ、猫フード多数、猫用品多数、犬フード多
数

山本　様 倉敷市 犬フード

O.S　様 寄付金

3月


