
2012年度　寄付リスト

月 ご提供様 ご住所 ご提供品
4月 T様 笠岡市 犬用フード

F様 東京都文京区 首輪・フードボックス・犬用洋服・日用品多数
O様 瀬戸内市 5,000円
M様 岡山市 3,000円
K様 岡山市 洗濯洗剤
M様 岡山市 2,000円
K様 10,000円
O様 岡山市 ネコ用フード

5月 AMAIWANOOKA・KEIAISAIDAIJI 岡山市 14,000円
S様 岡山市 フード
松本様 岡山市 犬用フード・おやつ
藤本様 岡山市中区 トイレシート
坂本様 瀬戸内市 3,000円
角南様 岡山市 500円
河野様 岡山市東区西大寺 バザー用品7点
新見様 岡山市 1,000円
土倉様 岡山市中区高島 2,700円（井戸代として）
山根様 鳥取県倉吉市 キャットタワー・犬用フード
ノエルペットクリニック様 岡山市北区今 猫用フード
小林様 赤磐市 2,000円
真庭動物医療センター様 真庭市 フード多数

6月 Y住研様 岡山市南区箕島 新品のフェンス
E様 岡山市 20,000円
T様 岡山市北区芳賀 トイレシート
S様 岡山市 フード

7月 中藤様 倉敷市 猫用フード・トイレシート・猫用玩具・猫砂・2,000円

平牧様 岡山市 空気清浄器
小西様 倉敷市 倉敷ドッグフード天領ミックス
真庭動物医療センター 真庭市 フード多数
黒住様 岡山市北区 犬小屋・サークル・おむつ・犬用おやつ・トイレシート・ワイヤー

林様 岡山市 犬用リード2本・首輪4個
いっちゃん様 岡山市 ケージ3台

8月 石井様 岡山市 3,000円
西坂様 岡山市 フード多数
真庭動物医療センター 真庭市 フード多数
林様 岡山市 3,000円
オーシーファーム 玉野市日比 犬用無添加おやつ多数
片岡様 岡山市 洗剤
K様 岡山市 トイレシート多数
M様 兵庫県 10,000円

9月 竹内様 猫砂
S様 岡山市 サークル
松原様 真庭市 犬用フード
橋本様 倉敷市玉島 首輪多数
五反田様 玉野市 10,000円
S様 岡山市 フード・うんち袋・トイレシート・バザー品多数
T様 津山市 2,000円
川上様 岡山市 10,000円
南様 フード・3,000円
近藤様 キャットトイレ
濱口様 玉野市 胴輪・トイレシート
M様 香川県 フード多数
青木様 岡山市 5,000円
Y様 岡山市南区 1,000円
石川様 岡山市 10,000円

10月 中務様 岡山市 切手・バザー品
山本様 倉敷市 キャットフード



O様 岡山市 トイレシート
オーシーファーム 玉野市日比 11,078円
H様 笠岡市 フード類・トイレシート・薬・フード入れ・リード他多数

B様 赤磐市 500円
11月 浜野様 倉敷市 木製ﾌｪﾝｽ・消毒剤・猫用ﾄｲﾚ・ﾍﾟｯﾄ用ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ・ﾌｰﾄﾞ・猫用ｸｯｼｮﾝ・犬用ｷｬﾘｰｸﾚｰﾄ

内田様 岡山市 5,000円
I様 岡山市 ネコトイレ多数
S店　様 笠岡市 クッション・座布団他
オーシーファーム 玉野市日比 12,566円

12月 オーシーファーム 玉野市日比 11,137円
M様 岡山市 3,000円
Ｓ様 岡山市 フード・トイレシート
F様 岡山市 5,000円
杉本様 岡山市芳賀 20,000円
M様 岡山市 犬用おやつ
ＳＱＺ岡山様 岡山市 10,000円
内田様 5,000円
光南　溶工様 300,000円
古畑様 倉敷市 犬用リード・服・おむつ
Ｙ様 岡山市 バリケン・ペットシート・フード
T様 岡山市 ペットシート・10,000円
I様 岡山市中区雄町 50,000円
K様 岡山市 印刷代10,000円
I様 岡山市 バザー用品多数

2013年 一般社団法人ｊここむす 神戸市須磨区 100,000円（助成金として）
1月 I様 赤磐市 3,000円

オーシーファーム 玉野市日比 22,903円　犬用おやつ
Ｙ様 岡山市 猫用レトルトパック1箱
M様 10,000円
T様 岡山市北区芳賀 10,000円
O様 倉敷市茶屋町 リード・首輪多数・爪切り・バリカン
Ｓ様 倉敷市 10,000円
T様 60,000円
K様 岡山市 犬用リード・首輪・20,000円
光南　溶工様 100,000円

2月 K様 岡山市中区 ペットシート2袋
オーシーファーム 玉野市日比 16,301円
K様 岡山市中区 フード・おやつ・輸液
Ｙ様 津山市 空気清浄器・バザー用品多数
Ｎ様 フード
光南　溶工様 100,000円
小林美晴様 福山市 20,000円
T様 岡山市 3,000円

3月 O様 倉敷市茶屋町 犬用玩具多数
K様 岡山市中区 5,000円・2,500円
オーシーファーム 玉野市日比 15,072円・犬用おやつ
光南　溶工様 100,000円
米岡様 岡山市 犬用フード多数・犬用おやつ多数
米岡様 岡山市 サークル・犬用フード多数・犬用おやつ多数・トイレシート


