
月 ご提供者様 ご住所 ご提供品

M　様  38,831円分の切手

H　様 ネコトイレ

M　様  岡山市 フード

T　様 津山市 フードサンプル多数

K　様 バザー用品多数

オーシーファーム　様 玉野市日比 32,298円

ハットリ　様 3,000円

木村　様 2,500円

山本　様 3,851円

イトウ　様 5,000円

M　様 岡山市 4,000円

オーシーファーム　様 玉野市日比 15,670円

Y　様 岡山市 ケージ、おやつ、毛布など

Y　様 津山市 バッグ他多数（バザー品）

Y　様 100,000円

光南溶工　様 100,000円

Y　様 倉敷市 ペットシート、バリケン

中田　様 高梁市  バザー品多数

ハットリ　様 3,000円

カヤノ　様  2,000円

アオキ　様  60,000円

片山　様  28,000円

ワンステップ  1,304円

富倉　様  2,000円

山下　様  100,000円

真庭動物医療センター 様  真庭市 フード多数

福島　様 猫用フード各種

千葉　様 岡山市 30,000円

福田　様 倉敷市水島 バリケン・リード

Ｙ　様 兵庫県西宮市 15,000円

切池　様 犬用フード各種

オーシーファーム　様 玉野市日比 21,544円

ハットリ　様 3,000円

前田　様  南区藤田 4,000円

高杉　様  倉敷市 10,000円

太田　様  岡山市北区 20,000円

光南溶工 様 100,000円

Ｈ　様 倉敷市 ペットシート・フードなど

2013年度　寄付リスト

4月

5月

6月

7月



オーシーファーム　様 玉野市日比 36,650円

西崎　様 岡山市 5,000円

中田　様 高梁市 バザー用品

中島　様 岡山市 フェンス、フード、犬グッズ

西滝　様 岡山市 猫缶詰

O　様 瀬戸内市 10,000円

社会福祉法人 岡山千鳥福祉会

特別養護老人ホーム長船荘

理事長 八田武志　様

ハットリ　様 3,000円

三宅　様 10,000円

辻　様 5,000円

Y　様  3,000円

Z　様  2,000円

戸塚　様  10,000円

G　様 倉敷市 10,000円、犬グッズ各種

K　様 岡山市南区 フード多数

オーシーファーム　様 玉野市日比 21,411円　無添加おやつ

妹尾　様 真庭市 トイレシート

S　様 岡山市 ドッグフード

K　様 岡山市 バザー用品各種

O　様 倉敷市 猫用フード

Ｙ　様  トイレシート 

ハットリ　様 3,000円

ヤスモト　様 20,000円

岡本　様 10,000円

かりん　様 436円

K　様 岡山市東区 10,000円

M　様 4,000円

Y　様 3,000円

S・Y　様 100,000円

Z　様 2,000円

H　様 4,000円

近藤　様 岡山市 20,000円

オーシーファーム　様 25,833円

社会福祉法人 岡山千鳥福祉会

特別養護老人ホーム長船荘

理事長 八田武志　様

真庭動物医療センター　様 フード多数

 M　様 岡山市 10,000円

100,000円

7月

8月

9月

50,000円



ペットショップコメット　様 岡山市東区  ドッグフードｻﾝﾌﾟﾙ 1箱

長井　様 猫トイレ＆シート、ベッド、切手

株式会社N・P・I　様 福岡市 犬フード(12.5kg)×42袋

Y　様 岡山市 1,000円

かりん　様

Ｔ　様 津山市 シート、フード等

藤本　様 福山市 タオル多数、犬用おやつ

山根　様 3,000円

千葉　様 30,000円

前田　様 4,000円

M　様 玉野市 猫爪とぎ

板谷　様 岡山市 3,000円

オーシーファーム 　様 54,702円 

H　様  5,000円

ハットリ　様 3,000円

シノハラ　様 2,000円

オカモト　様 3,000円

Ｉ　様 6,000円

Ｎ　様 120,000円

Ｉ　様 岡山市南区 5,000円

A    様 倉敷市 1,000円

横尾　様 倉敷市 施設補修資金＆犬猫医療費用

石原　様 岡山市東区 5,000円S

S　様 東京都 犬フード、グッズ多数

P　様 岡山市 20,419円

S　様 岡山市 5,000円

鈴木　様 岡山市 10,000円

藤森　様 タオル、バザー用品

林　様 迷子札多数

A　様 岡山市 猫フード

田原　様 岡山市 バザー品多数

向山　様 倉敷市 10,000円

前田　様 4,000円

太田　様 3,000円

林　様 4,000円

長塩　様 10,000円

オーシーファーム　様 21,690円

三宅　様 猫首輪

9月

10月

Ｉ   様 岡山市 5,000円

11月



J　様 岡山市 ペットシート

ハットリ　様  3,000円

A　様 倉敷市 犬服、バザー用品ほか

ムカイ　様 10,000円

スズキ　様 10,000円

小野　様 30,000円

A　様 岡山市 バザー用服飾品多数

河内山　様  岡山市

藤井　様 福山市 15,000円

石井　様 高松市 

アダチペットショップ　様 犬猫フード多数

セサミ　様 フード多数

社会福祉法人 岡山千鳥福祉会

特別養護老人ホーム長船荘

理事長 八田武志　様

長井　様 広島県 タオル、清掃用品、ペットシート、缶詰

グランネイルスクール　様 30,000円

中川　様 タオル

I　様 猫用トイレ

M　様 バリケン他

パンの花　友實アート教室　様 15,000円

Ｔ・Ｍ　様  3,000円

前田　様 4,000円

12月

  

光本　様 犬猫フード

杉山　様 ケージ、フード、バザー用品多数

ハットリ　様  3,000円

せとうちライオンズクラブ　様 10,000円

佐竹　様 バザー用品

田辺　様 倉敷市 ケージ、猫フード

Ｈ　様 兵庫県尼崎市 空気清浄器、ケージ

丸川　様 岡山市 猫フード

都志　様 岡山市 ペットシート

長井　様 広島県 猫フード、清掃用品など

村木　様 犬サークル

中川　様 岡山市 猫砂、バザー用品

長瀬　様 岡山市 犬フード、犬グッズ

こくたいちょう動物病院 岡山市 フード多数

オーシーファーム　様 無添加おやつ多数

11月

50,000円

オーシーファーム　様 玉野市日比 5,8022円



岸本　様  10,000円

Ｔ・Ｍ　様  3,000円

佐藤　様 犬おむつ

千葉　様 30,000円

道上　様 1,000円

田村　様 5,000円

ハート薬局　様  3,000円 

パンの花有實アート教室  15,000円 

横川　様  30,000円 

H26 小西　様 ナチュラルフード

 1月 鈴木　様  瀬戸内市 犬猫フード、おやつなど 

藤森　様  タオル一式 

オーシーファーム　様  40,253円 

Ｈ　様 犬サークル

太田　様 3,000円

山根　様 3,000円

山本　様 30,000円

片山　様 犬猫おやつ、お菓子差し入れ

貝原　様 倉敷市 ケージ、バリケン、キャリーケース等

中浜　様 玉野市 ウェットティッシュ、ゴム手袋

高野　様 玉野市 おやつ、ゴム袋、敷物

三浦　様 岡山市 療法食多数

G　様 6,000円

Ｍ　様 5,000円

ダスト産業　様  毛布一式 

小林　様  岡山市 猫トイレ 

佐竹　様  岡山市 バザー用品 

西滝　様  備前市 犬用おやつ、フード 

アダチペットショップ　様 フード多数

野田　様 犬用ケージ

田村　様 犬の服

二宮　様  岡山市 バザー用品多数 

Ｚ　様 岡山市 ゴム手袋多数

金田　様 ティッシュ、ゴミ袋等

(株)光南溶工様 100,000円

三村様 バザー用品

N　様 岡山市 ビニール手袋、消毒用ハンドジェル多数

平山　様 倉敷市 サークル、シート、毛布、食器など

N　様 フード、サークル、犬服などグッズ多数

ハットリ　様  3,000円 



ツヅキ　様  30,000円 

小野　様  30,000円 

東谷　様  500円 

森近　様  5,000円 

安井　様  5,000円 

オーシーファーム　様  34,760円

倉敷夜間ペットクリニック　様 フード多数

10,000円

ペットシート・バザー用品多数 

貝原　様 バスマット多数、 犬猫用のベッド等

岡村　様 子猫トイレ、チップ砂、タオルケット

ココちゃん一家　様 山口県 犬フード、タオル

貝原　様 毛布、ティッシュなど

G　様  6,000円 

赤沢　様  500円 

I　様 猫用フード

オーシーファーム　様  42,000円 

ワンステップ　様 ウェットティッシュ1ケース 

有吉　様 備前市 犬用おむつ

Ｍ　様 トイレットペーパー

マロンズガーデン　様 フード

兵庫県

宍粟市 

社会福祉法人 岡山千鳥福祉会

特別養護老人ホーム長船荘

理事長 八田武志　様

宮崎　様  10,000円

S．O　様 ペットシート・バリケン

Ｈ　様 ペットシート、フード、ティッシュ他

木村　様 犬トイレ

kondo 福春　様 猫２段ケージ

金銅　様 大阪市 10,000円

高野動物病院　様 フード

山本　様 猫の３段ゲージ

のの　様 千葉市 毛布、ゴミ袋

Ｎ　様 奈良県 掃除機

Ｍ　様 猫フード、バザー用品

牧　様 毛布

片山　様 ゴミ袋、清掃用品

大本　様 ペットシーツ、ティッシュ

3月

5,000円 

50,000円

2月

黒川　様 

岡前　様 



A・S　様 5,000円

千葉　様  11,000円 

黒川　様 10,000円

原田　様 5,000円

段林　様 10,000円

前田　様 4,000円

山根　様 1,000円

服部　様 3,000円

杉　様 2,000円

前田　様 4,000円

山本　様 30,000円

3月


