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月 お名前 ご住所 ご提供品
3月 Y.M　様  高知市 犬用ハーネス他
  (株)ヒノキ　様 猫砂多数

祇園アニマルクリニック　様 チュール色々
K.I　様 神奈川県 ゲージ、キャリー、ドッグフード
小路　様 神奈川県 猫用フード
(株)ヒノキ　様 猫砂多数
福島　様 岡山県 猫用フード
若葉会動物病院 看護師　様 岡山市 シャンプー、トイレシート、タオル
匿名 寄付金
武藤　様 東京都 タオルケット
小村　様 広島市 ドッグフード、オヤツ他
池　様 岡山県 犬用ハーネス、シャンプー他
高橋　様 岡山市 猫用フード、バザー品
青山　様 津山市 寄付金

サークル、犬ベッド、犬ドライ・ウェットフード
タオル、バザー品

岡本　様 (くわい里親さん) 寄付金5,000円
オーシーファーム　様 85,746円

月 お名前 ご住所 ご提供品
2月 竹内　様 (なっつ里親さん) 寄付金5,000円

高森様 岡山市 タオル他
E.U　様 千葉県 マナーパンツ、タオル
国本　様 岡山市 猫用フード
後藤　様 横浜市 ベッド、クールマット他
Y.D　様 長野県 猫用おもちゃ
J.T　様 岡山市 寄付金10,000円
上原　様 岡山市 寄付金
Y.T　様 神戸市 寄付金、ペットサークル、ベッド他多数
H.A　様 岡山市 ペットシーツ
S.M　様 岡山市 猫用フード
浅野　様 兵庫県 バザー用品(洗剤)
稲尾　様 岡山市 タオル、切手等
ペットピア　様 フード、おやつ多数
青山　様 津山市 寄付金
中山　様 神戸市 リード、ハーネス等犬用品
平松　様 キャットフード
大田　様 (みるく、ちょこら里親さん) 寄付金10,000円
オーシーファーム　様 87,868円

月 お名前 ご住所 ご提供品
1月 オーシーファーム　様 84,486円

梅本　様 東京都 タオルケット
Y.U　様 犬用ベッド、フード他
嵐ちゃん　様 毛布

河本　様 (モナコ里親さん)





津久見 忠　様 寄付金6,000円
NPO法人保育サポート「あい・あい」様 寄付金
郷良　様 大阪府 キャリー他
Y.N　様 富山県 キャリー、サークル
高見　様 神戸市 タオル、ペットシート、犬用品
荒山　様 猫用フード
青山　様 津山市 寄付金
(株)ヒノキ　様 猫砂多数
D.M　様 寄付金
高浜　様 東京都 タオルケット、犬用フード
佐山　様 倉敷市 犬用フード、ペットシーツ他
柴友サロン　様 犬用品、フード多数

↑2020年
↓2019年

月 お名前 ご住所 ご提供品
12月 オーシーファーム　様 89,884円

柴友サロン　様 犬用フード、おもちゃ他
Y.T　様 大阪府 毛布
大島　様 大阪府 タオル類
F.M　様 広島県 猫用フード
R.H　様 岡山県 毛布、タオル類
西原　様 寄付金10,000円、書き損じハガキ多数
神田　様 大阪市 犬用オムツ他
佐藤　様 東京都 バザー用品、ペットシート他
鈴木　様 神奈川 猫用フード
大塚　様 埼玉県 犬用オムツ
正司　様 中型犬用ケージ、システムサークル、トイレシート
名倉　様 静岡県 犬猫用品多数
津久美 忠　様 寄付金8,000円
K.H　様 山梨県 タオルケット

寄付金10,000円トイレシート、ウェットティッシュ
猫砂、猫ウェット、ドライフード

R.S　様 寄付金
筏津　様 鳥取県 猫用キャリーケース他
Anima-ls　様 寄付金
青山　様 津山市 寄付金
M.T　様 寄付金
奥田　様 神奈川県 犬用品、タオル等

月 お名前 ご住所 ご提供品
11月 オーシーファーム　様 86,977円

フリーステッチ 北沢　様 東京都 犬用フード
北岡　様 北海道 犬用フード、おむつ等
福山平成大学ねこ部　様 パネル展での募金箱設置 6,426円
草信　様 (みよ里親さん) バザー品多数
那須　様 ドッグフード

あっくんとほなみの里親



M.F　様 山口県 バザー品、タオル等
I　様 犬用サークル、オムツ、フード他
祇園アニマルクリニック　様 猫のご飯
平瀬　様 愛知県 犬用オムツ、ペットシーツ他
武原　様 大分県 猫用フード
H.D　様 岡山市 寄付金

月 お名前 ご住所 ご提供品
10月 オーシーファーム　様 84,343円

前田　様 寄付金5,000円
武田　様 愛知県 毛布、タオルケット、タオル、バザー品
A.A　様 京都府 ベッド、毛布、ペットシート、おやつ、タオル
匿名：寄付しえん　様 寄付金30,000円
M.O　様 埼玉県 犬ドライフード、おむつ
クロスケ　様 倉敷市 猫用フード、ペットシート、猫砂
近藤　様 東京都 タオルケット、毛布
田原　様 毛布多数
K.K　様 タオル他
沖　様 岡山市 猫おやつ、フード、キャリーケース
K.I　様 岡山市 犬用フード、シャンプー、トイレシーツ
小林　様 岡山市 犬用歯磨きガム、犬用フード、犬用品
柴友サロン　様 犬用フード、おやつ、本、おもちゃ
宮内　様 倉敷市 寄付金5,000円
ターシャママ　様 横浜市 犬用キャリーケース、犬用レインコート、ギフト券
青山　様 津山市 寄付金
(株)ヒノキ　様 猫砂多数
S.E　様 神奈川県 犬用おもちゃ他
てらお　様 高知県 猫用トイレ
祇園アニマルクリニック　様 犬のご飯
オオタニ ミチエ　様 寄付金2,000円

月 お名前 ご住所 ご提供品
9月 オーシーファーム　様 95,067円

脇本　様 ペットシート、ケージ
M.N　様 バザー品、寄付金1,000円
竹中　様 寄付金5,000円
株式会社フォルム設計　様 岡山市 寄付金
金子　様 東京都 フード、毛布、お皿、他
E.O　様 山梨県 猫トイレ
高橋　様 岡山市 バザー品、犬ウェットフード、おやつ、犬用品
浅野　様 倉敷市 犬フード、オヤツ、オムツ、トイレシート
足立　様 倉敷市 ペットシート3パック
M.U　様 兵庫県 タオルケット
H.M　様 倉敷市 犬用服
青山　様 津山市 寄付金
岡藤　様 猫用ドライフード、缶詰



月 お名前 ご住所 ご提供品
8月 河野　様 徳島県 寄付金

月丸のおうち(株)サプリ　様 ドッグフード
祇園アニマルクリニック　様 犬のご飯
ベルウッド 鈴木　様 犬用品、犬服
宮成　様 徳島県 犬用品、犬服
大熊　様 岡山市 犬トイレシート、犬用品
小椋　様 岡山市 寄付金
オーシーファーム　様 91,350円
西原　様 5,000円と商品券5,000円分
O.S　様 バザー品
Y.T　様 広島県 タオル、毛布
加治　様 大阪府 犬用品、犬服、毛布
天谷　様 大阪府 犬用品多数、犬フード
鳥井　様 群馬県 犬用品、犬ウェット缶多数
㈱ヒノキ　様 猫砂
R.O　様 兵庫県 犬フード、犬用品
J.W　様 埼玉県 タオルケット
青山　様 津山市 寄付金
タカタ　様 猫ドライ、ウェットフード

猫キャリー、ベッド、トイレ、フード、猫用品多数
寄付金2,000円

羽場　様 ペットシート
三坂　様 ケージ、猫トイレ、猫砂、猫ベッド
田中　様 寄付金10,000円
岸本　様 (こまち、ラブ里親さん) 寄付金10,000円
石井　様 倉敷市 寄付金5,000円
柴友サロン　様 犬フード多数、犬おやつ、他
オカモト ヒロコ様 寄付金5,000円

月 お名前 ご住所 ご提供品
7月 オーシーファーム　様 86,993円

大吉の里親さん 猫砂、バザー品
ぱせり　様 毛布多数
草信　様 バザー品多数
M.S　様 ペットシートほか
中村　様 犬ケージ一式

正司　様 (すみれ里親) 犬ドライフード、オヤツ
猫キャリー、猫ベッド、猫砂、トイレシート

山中　様 犬オヤツ、バザー品
サークル2つ、犬ドライ、ウェットフード、タオル、
犬オモチャ、トイレシート、犬用品

赤田　様 岡山市 フード
柴友サロン　様 犬フード多数、おやつ、犬用品
佐野　様 箱ティッシュ、ウェットティッシュ、毛布、敷物多数
Y.T　様 缶詰
山内　様 テニスボール多数
カリン　様 東京都 猫トイレ、キャリー

大阪府橘　様

M.N　様



青山　様 津山市 寄付金
Y.T　様 岡山市 寄付金
T.H　様 瀬戸内市 寄付金
田辺　様 岡山市 犬フード、おやつ
西村　様 ケージ
森岡　様 雑貨
山根　様 バザー品
湯浅　様 猫用トイレ、キャットタワー、猫ハウス、缶詰め
N.K　様 タオル、缶詰め、猫マット
ヨイ　様 岡山市 犬舎

月 お名前 ご住所 ご提供品
6月 オーシーファーム　様 94,900円

中野　様 タオル、工具、洗剤
池田　様 トイレシート、ウンチ袋
中村　様 ドッグフード、フィラリア予防薬
オーシーファーム　様 犬用おやつ多数
兼平　様 大阪府 リュック、ハーネス
柴友サロン　様 犬ドライ、ウェットフード、オヤツ、犬用品
阿部　様 岩手県 キャリー、タオル、犬用品
青山　様 津山市 寄付金
池　様 倉敷市 犬フード多数

月 お名前 ご住所 ご提供品
5月  K.T　様  東京都 軟膏、バザー品

岡田　様 東京都 キャリー3個、ハーネス、リード、タオルケット
オーシーファーム　様 92,617円
坂本　様 バザー用品、猫犬フード
きぬの里親　堀田さん 5,000円
草野　様 3,000円
櫛下町　様 猫トイレ
国体町動物病　院 フード
芳賀　様 東京都 キャリーケース
青山　様 津山市 寄付金
T.S　様 栃木県 犬おもちゃ、毛布
橋本　様 5,000円、電子レンジ

月 お名前 ご住所 ご提供品
4月 オーシーファーム　様 88,965円

鳥居　様 キャリー、毛布、オモチャ、バザー品
岡本　様 岡山市 5,000円
くるみ　様 大阪府 犬フード多数
E.W　様 北海道 犬フード、犬用品
O　様 猫フード
パーム動物病院　様 ドッグフード
D+M　様 首輪、リード、犬の服など多数
中西　様 岡山市 10,000円



矢本様 岐阜県 猫ベッド
O.S　様 バザー品
柴友サロン　様  犬フード多数、おやつ

嵐ちゃん　様 広島県 キャリーバッグ、トイレシート、食器台セット
犬おもちゃ、犬服、犬用品

株式会社ヒノキ　様 ヒノキの猫砂多数
鳥居　様 ベッド、バザー品多数
岸本　様 サークル、おむつ、お皿
木村　様 島根県 タオル、犬用品
青山　様 津山市 寄付金
山下　様 岡山市 130,000円
アオキ キョウミ 様 60,000円


