ご支援、ありがとうございます。
※ご支援様は、月末締めで翌月にご報告させていただきます

平成３０年度（２０１８年）
ご支援金や物資

ボランティア（労力）

6月

カイ君と風太君の里親様、田口様、大坪様、ヒガシ ミーコ様、奥野様、森田様、市原様、
ジマ様、中野様、古場様、ヒロツ様、田尻様、古賀 ミント様、山野桜様、杉原様
様（福岡市）、櫻井様、中尾様、サンブリッヂ様、
松本様、木挽様（久留米市）、山下様、古賀様（唐
津）、鳥居様、にゃんきち様、福田様、松田様、藤
井様（福岡市）、しいたけ様、松本様、市原様、野
田様、中原様、古川様（吉野ヶ里）、奥野様、浦田
様、ゆみ様、林田様（長崎県）、ひこまろ様、大坪
様、野添様、青山様（熊本県）
、フリーステッチ様、
大山様（対馬市）
、ハマサキ様

5月

田口様、浜崎様、ヒロツ様、ヒガシジマ様、古場様、
森田様（太良町）、新井様、小山内様、中尾様、宮
崎様、ひこまろ様、緒方様（鳥栖市）、にゃんきち
様、レオンママ様、木下様、浦様、野添様、中野様、
奥野様、山本様（愛知県）
、松尾様、常盤様、松尾
様（鹿島市）、大坪様、下田様、原田様、林様、藤
井様（福岡市）
、立花様、藤井様（東京都）蒲地様

ミーコ様、奥野様、平川様（佐世保
市）、大曲様（佐世保市）
、山野桜様、
ミント様、望良ご夫妻様、蒲地様、
市原様

4月

田口様、大坪様、熊井様、ヒロツ様、ヒガシジマ様
伊藤様（福岡県）、長尾様、田尻様、松本様、松尾
様、奥野様、大山様（対馬市）、今田様、馬場様、
野田様、さるる様、山口様、香月様、中原様、レオ
ンママ様、藤井様、福地様、森田様、木挽様（久留
米市）、古川様、ひこまろ様、浦様、林田様（大村
市）
、藤川様（大川市）
、佐藤様（福岡県）、岳間様

ミーコ様、森田様、ミント様、山野
桜様、奥野様、平川様（佐世保市）、
大曲様（佐世保市）、岳間様（佐世
保市）さるる様

平成２９年度（２０１７年）
ご支援金や物資
3月

ボランティア（労力）

カイ君と風太君の里親様、田口様、ヒロツ様、中村 ミーコ様、ミント様、山野桜様、奥
様、ヒガシジマ様、笑う犬様（佐世保市）、櫻井様、 野様、岳間様ご姉妹様（佐世保市）、
松尾様、田尻様、にゃんきち様、常盤様、М様、伊 さるる様ご夫妻様、平川様
藤様（福岡県）
、nons 様、横内様、奥野様、大福様、
黒木様、緒方様（熊本県）
、大坪様、ひこまろ様、
塚本様（唐津市）
、林田様（島原市）
、大坪様（伊万
里市）
、吉田様（佐世保市）
、平野様、岸川様（嬉野
市）、山下様（鍋島）、橋本様、原様（佐賀市）、古
場様、さるる様、宮崎様（伊万里市）、大山様（対
馬市）

2月

カイ君と風太君の里親様、田口様、大坪様、ヒロツ ミント様、奥野様、平川様＆友人２
様、
（福岡県）
、ヒガシジマ様、大坪様（伊万里市）
、 名様、望良ご夫妻様、北原様
ひこまろ様、奥野様、田尻様、佐藤様（福岡県）、
池田様、平川様＆友人２名様、北原様、新井様、藤
川様（東京都）
、古場様、黒田様（太良町）

1月

カイ君と風太君の里親様、田口様、梅崎様、首藤様、 ミーコ様、ミント様、山野桜様、奥
坂本様、橋本様、井上様、もぐ様、奥野様、池田様、 野様、森田様、望良ご夫妻様、平川
村尾様（神戸市）
、ヒロツ様（福岡県）
、田尻様、松 様とご友人 2 名様、さるる様
尾様、林田様、lizy 様、古場様、塚本様、馬場様、
ヒガシジマ様、諸岡様、長尾様、田尻様（佐賀市）
、
百武様（岡山県）
、岡部様（滋賀県）
、織田様（佐賀
市）
、宮崎様、ドッグルーム笑う犬様（佐世保市）

12 月

カイ君と風太君の里親様、大坪様、奥野様、ヒロツ ミーコ様、ミント様、山野桜様、森
様、熊井様、前田様、ヒガシジマ様、小松様、東嶋 田様、奥野様、安富様、さるる様、
様、さるる様、林田様（大村市）、塚本様、宮本様、 望良ご夫妻様、
にゃんきち様、ひこまろ様、松尾様、安富様、梅田
様、愛野様、山口様（嬉野市）
、坂本様、山口様（武
雄）
、坂田様（唐津市）
、藤井様、大田様、レオンマ
マ様、櫻井様、中尾様（有田）、田中様、黒田様、
蒲地様、古場様、のぶちゃん様、井上様、鹿毛様、
安党様、酒井様、村尾様（神戸市）、百武様（岡山
県）

11 月

カイ君と風太君の里親様、熊井様、無津呂様、浜崎
様、樋口様、原様、野田様、武富様、櫻井様、ヒロ
ツ様、松尾様、ひこまろ様、奥野様、兒玉様、池田
様、林田様、吉村様、浦田様、中村様、谷口様、す
どう様、田尻様、黒田様、にゃんきち様、境様、新
郷様、古場様、小松様、晴氣様、ヒガシジマ様、川
内様

10 月

カイ君と風太君の里親様、古川様（佐賀市）、ひこ ミーコ様、ミント様、山野桜様、
まろ様、石塚様（佐賀市）
、岡部様（滋賀県）、平山
様、奥野様、川原様、青山様（熊本県）、馬場様、
岸川様、ドッグルーム笑う犬様（佐世保市）、松尾
様、樋口様、兒玉様、レオンママ様、のぶちゃん様、
池田様、はらまき様、野田様、伊藤様（福岡県）、
西山様、櫻井様（佐賀市）
、新郷様、長野様（岡山
県）
、古場様、松島様（埼玉県）ヒロツ様、百武様

9月

カイ君と風太君の里親様、梅崎様、阿部様、浦田様 ミーコ様、ミント様、山野桜様、森
（太良町）、池田様、古場様、レオンママ様、ひこ 田ファミリー様、さるるご夫妻様
まろ様、古賀様（長崎県）
、広重様、岩村様（嬉野
市）、宮崎様（佐賀市）
、塚本様（唐津市）、村尾様
（神戸市）
、emi 様、大福様、田中様（福岡県）
、林
田様（大村市）、新郷様、川原様、黒田様、ヒロツ
様（福岡県）、しーちゃんママ様、兒玉様（佐世保
市）、さるるご夫妻様、長尾様、ニャン吉様、長野
様（岡山県）
、森田様（太良町）
、織田様（多久市）

８月

カイ君と風太君の里親様、ヒロツ様、無津呂様、東

ミーコ様、ミント様、山野桜様、森
田様、ジョイママ様、望良ご夫妻様、
奥野様、

ミーコ様、ミント様、山野桜様、森

嶋様、長尾様、島原様、古本様、川谷様（武雄）林 田様、ジョイママ様、古本様、望良
田様（大村市）
、吉田様（佐世保）、田中様（福岡県）、 ご夫妻様、
蒲地様、ミーコ様、有森様（鹿島）、田中様（佐賀
市）
、黒田様、キミママ様、塚本様（唐津市）、新郷
様、黒岩様（伊万里市）
、ひこまろ様、岸川様、久
保様、松尾様（多久市）
、岡部様（滋賀県）、大野様、
川﨑様（長崎県）
、鈴木様（吉野ヶ里）
、池田様、木
下様（太良町）
、馬場様、西山様、林様（有田町）
、
F 様、小森様
7月

カイ君と風太君の里親様、小林様、橋本様（鹿島市）、 ミーコ様、ミント様、山桜様、古本
東嶋様、岸川様（佐賀市）
、西間木様（埼玉県）
、中 様、一瀬様、望良ご夫妻様
尾様（有田町）
、大園様（三養基郡）
、太田様（有田
町）、松尾様（鹿島市）
、黒田様（太良町）、西山様
（伊万里市）
、広津様（福岡県）
、本田様（江北町）、
アンママ様、さるる様、織田様（多久市）、小野様
（多久市）
、岸川様（嬉野市）
、ミーコ様、馬場様（有
田町）
、ひこまろ様、美術部様、中野様（福岡県）
、
レオンとマーク様、ヒロツ様（福岡県）、池田様、
岩下様、古本様、田中様（福岡県）、古賀様（福岡
県）、櫻井様（佐賀市）
、江下様（嬉野市）、尾﨑様
（江北町）
、М様、スイートハート湘南様、古場様、
岸川様（佐賀市）
、南條様、久保様（小城市）、長澤
様

6月

カイ君と風太君の里親様、大坪様、熊井様、ヒロツ ミーコ様、山桜様、ミント様、望良
様、東嶋様、白瀧様、村尾様（神戸市）、岸川様、 ご夫妻様、古本様
林田様（長崎県）、松尾様、大古場様、ササキ様、
西山様、М様、中村様、ニャン吉様、西村様、古場
様、ひこまろ様、久保様、松本様、林田様（大村市）
竹下様、武重様、池田様、古本様

5月

カイ君と風太君の里親様、無津呂様、ヒロツ様、梅
崎様、青山様（熊本県）
、前田様、東嶋様、林田様、
大坪様、ASH-BRAND 様、レオンとマーク様、ニ
ャン吉様、浦田様、渕上様、田口様（佐世保市）、
井口様（佐賀市）
、М様、寺崎様（多久市）
、伊藤様
（福岡県）
、織田様（多久市）
、織田様（佐賀市）様、
川崎様（長崎県）、西山様、池田様、一瀬様、古場
様、中野様（福岡県）、青柳様、レオンママ様、松
尾様（鹿島市）
、岸川様、馬場様、岡部様（滋賀県）
カイ君と風太君の里親様、ヒロツ様、深澤様、大坪
様、ハマサキ様、中村様、なっち様、武富様、関様、
さるる様ご夫妻、古本様、田崎様、植田様、林田様
（大村市）
、ひこまろ様、森田様（太良町）、織田様
（佐賀市）
、大野様（吉野ヶ里）
、竹下様、Ｓ様、川
崎様（長崎県）古賀様（佐賀市）
、村尾様（神戸市）
、
蒲地様、藤原様（佐賀市）
、稲川様（東京都）、岡本
様（福岡市）
、田中様（福岡市）
、なりまつ様、西山
様（伊万里市）
、冨田様（久留米市）
、松尾様（鹿島

４月

ミーコ様、山桜様、ミント様、森田
様、一瀬様、杉原様、

ミーコ様、ミント様、山桜様、さる
る様ご夫妻、古本様、西田ファミリ
ー様、望良様ご夫妻、中村姉妹様、
一瀬様、

市）
、ひこまろ様、原様（多久市）、CORIN 様、ヒ
ロツ様（福岡県）、石橋様（久留米市）中村様（福
岡市）
、

平成２８年度（２０１６年）
ご支援金や物資

ボランティア（労力）

３月

カイ君と風太君の里親様、田中様（福岡市）、中村 ミーコ様、ミント様、山桜様、一瀬
様、白瀧、野方様、伊万里商業高等学校生徒会様、 様、古本様、森田様、
菅原様（北海道）、西山様、古本様、首藤様、松尾
様（鹿島）、蒲地様、藤井様、馬場様、小山様、坂
本様、野畑様、渡邊様、レオンとマーク様、川崎様
（長崎県）、西様＆野末様、織田様、森田様、前田
様、S 様、武富様、西山様、東嶋様

２月

カイ君と風太君の里親様、ハマサキ様、東嶋様、中
川様、大坪様、ヒロツ様、熊井様、松尾様（鹿島市）、
綿島様、森田様（太良町）
、ミント様、ひこまろ様、
西川様、ニャン吉様、下釜様、宮岡様、原様、宮原
様、さるる様、レオンとマーク様、ジョイママ様、
ごま助の家族、織田様、堀下様(北海道)、古賀様（福
岡市）
、М様、前田様（鹿島市）
、一瀬様、前田様（武
雄市）、村尾様（神戸市）
、吉岡様（神奈川県）、ド
ッグルーム笑う犬（佐世保市）
、松尾様（佐賀市）
、
畑瀬様、斎藤様、河谷様、中村様、蒲地様、古本様、
ミーコママ様、川野様
カイ君と風太君の里親様、梅崎様、無津呂様、東嶋
様、中村様、林田様、松尾様（鹿島市）、藤井様、
森田様（太良町）、ミント様、サルゲロ陽子、原田
様、新井様、菅原様、長澤様、池田様、渡邊様、西
川様、キミママ様、辻様、大草様、ひこまろ様、野
畑様、М様、野口様、馬場様、
（株）ザ・ペット様、
古本様

ミーコ様、ミント様、山桜様、一瀬
様、望良様ご夫妻、さるる様ご夫妻、
古本様、ジョイママ様

12 月

カイ君と風太君の里親様、ヒロツ様、中村様、大坪
様、ヒガシジマ様、松尾様（佐世保市）ハッピーテ
ール様、ミーコ様、ミント様、馬場様、、松尾様（鹿
島市）
、古本様（武雄市）
、にゃんきち様、古賀様（佐
賀市）、ホリスティックブレンド様、小森様（佐賀
市）
、小森様（白石町）
、江里口様、岡部様（滋賀県）、
松島様（埼玉県）、藤井様、蒲地様、ひこまろ様、
林田様（大村市）
、ヤカン様、古賀様（福岡市）
、徳
久様、美子様、М様、青山様（熊本県）
、中尾様（有
田町）
、川原様、田中様（福岡市）、長野様（岡山県）、
折居様（唐津市）
、古場様、広瀬様、レオンママ様、
一瀬様、森田様（太良町）
、福田様（嘉瀬町）、さる
る様、愛野様、深谷様（愛知県）、中村様、馬場様
（有田町）
、北原様（佐世保市）
、野畑様、大坪様（伊
万里市）

ミーコ様、ミント様、山桜様、杉原
様、松尾様、一瀬様、藤井様、森田
ファミリー様、望良様ご夫妻、さる
る様ご夫妻、蒲地様

１１月

カイ君と風太君の里親様、熊井様、梅崎様、ヒガシ

ミーコ様、ミント様、ジョイママ様、

１月

ミーコ様、山桜様、ミント様、一瀬
様、藤井様、森田様

ジマ様、ムギトラ様、ハッピーテール様、ミーコ様、 山桜様、杉原様、松尾様、一瀬様、
ミント様、馬場様、松尾様（佐世保市）、松尾様（鹿 蒲地様、青木様、こたママ様、藤井
島市）
、古本様（武雄市）
、にゃんきち様、岡部様（滋 様
賀県）
、新郷様（鹿島市）
、藤井様、田中様（福岡市）、
蒲地様、ひこまろ様、田中様（小城市）、キミママ
＆キミちゃん様、溝上様、るなっち様、織田様（多
久市）、こたママ様、ジョイママ様、松尾様（佐賀
市）、ごんちゃん様、レオンママ様、一瀬様、戸澤
様（唐津市）
、松田様（鹿島市）
１０月

カイ君と風太君の里親様、ハッピーテール様、ミー ミーコ様、ケン様、ミント様、杉原
コ様、ミント様、中村様、ヒガシジマ様、廣津様（福 様、ジョイママ様
岡県大野城市）、大坪様、無津呂様、織田様、井上
様（唐津市）
、杉下様（伊万里市）、松尾様、馬場様
（西松浦郡）
、レオンママ＆友人２名様、愛野様（鹿
島市）、大坪様（伊万里市）、藤井様（嬉野市）、古
賀様（福岡県糟屋郡）
、田中様（長崎県東彼杵郡）
、
蒲地様（武雄市）
、前田様（武雄市）
、にゃんきち様、
古場様（武雄市）
、永吉様（武雄市）
、ｼﾞｮイママ様、
松尾様（佐賀市）、ひこまろ様、キミちゃん＆キミ
ママ様、水口様（鹿島市）
、さるる様ご夫妻、馬場
様（鹿島市）
、川原様（嬉野市）
、林田様（長崎県大
村市）
、谷口様（武雄市）
、松尾様（長崎県佐世保市）、
河野様（三養基郡）
、溝口様（唐津市）
、竹下様（長
崎県東彼杵郡）
、とよ様（西松浦郡）

９月

カイ君と風太君の里親様、ハッピーテール様、ミー ミーコ様、ケン様、ミント様、望良
コ様、ミント様、ヒガシジマ様、廣津様（福岡県大 様ご夫妻、杉原様、さるる様ご夫妻、
野城市）
、蒲地様、k,m 様、ミヤザキ様、首藤様、 ジョイママ様
田中様、前田様、梅崎様、新郷様（鹿島市）、野村
様（長崎県佐世保市）
、松尾様、川原様（嬉野市）
、
蒲地様（武雄市）
、にゃんきち様、古場様（武雄市）、
藤井様（嬉野市）
、織田様（多久市）
、久保田様・中
村様（西松浦郡）
、福田様（佐賀市）、堤様（武雄市）、
さるる様ご夫妻、渕上様（杵島郡）、西村様（佐賀
市）、有田陸運様、ひこまろ様、吉田様、馬場様、
野畑様（武雄市）
、馬場様（鹿島市）
、浦田様（嬉野
市）、松尾様（佐賀市）
、ｼﾞｮイママ様、溝口様（唐
津市）
、笑う犬様（長崎県佐世保市）
、松尾様（長崎
県佐世保市）

８月

カイ君と風太君の里親様、ハッピーテール様、ミー ミーコ様、ケン様、ミント様、望良
コ様、ミント様、中村様、ヒガシジマ様、廣津様（福 様ご夫妻、杉原様、太田様ご家族、
岡県大野城市）、野口様、蒲地様、小川様（群馬県 門司様
邑楽郡）
、水口様（鹿島市）
、原田様（福岡県北九州
市）、古場様（武雄市）
、引也様（佐賀市）、今田様
（嬉野市）
、松尾様、古本様（武雄市）
、織田様（多
久市）
、田原様（佐賀市）
、寺本様（熊本県熊本市）、
林田様、ごま助の家族様（武雄市）、コタママ様（唐
津市）、田中様（小城市）
、藤井様（嬉野市）、林田
様（長崎県大村市）、有限会社シーズン様（大阪府

枚方市）
、上田様（武雄市）、野畑様（武雄市）、青
山様（熊本県熊本市）
、愛野様（鹿島市）、太田様（伊
万里市）
、門司様（鳥栖市）
、無津呂様、梅崎様、大
坪様、ハマサキ様、中野様
７月

カイ君と風太君の里親様、ハッピーテール様、ミー
コ様、ミント様、ヒガシジマ様、中野様、福田様（武
雄市）、久保田様（西松浦郡）、岡本様（嬉野市）、キシ
ママ様（福岡県）、山口様（武雄市）、織田様（多久
市）、大古場様（鹿島市）、松尾様（鹿島市）、古場様
（武雄市）、ニャンキチ様、エース様、田中様（唐津
市）、河野様（佐賀市）、林田様（長崎県大村市）、諸岡
様（小城市）、山崎様（武雄市）、常盤様（武雄市）、井
上様（杵島郡）、中尾様（西松浦郡）、原田様（福岡県
北九州市）、鎌井様（多久市）

ミーコ様、ケン様、ミント様、望良
様ご夫妻、杉原様、青木様ご夫妻

６月

カイ君と風太君の里親様、ミーコ様、ミント様、廣津
様、中村様、松尾様（鹿島市）、宮地様、古本様、
千々和様、ヒコマロ様、青山様（熊本県）、谷口様
（武雄市）
、古場様、新井様（嬉野市）
、織田様（多
久市）、松尾様（鹿島市）
、古賀様（三養基郡）、川
田様（兵庫県神戸市）
、蒲地様（武雄市）
、武村様、
中溝様（鹿島市）
、香月様（嬉野市）
、ニャンキチ様、
田中様（唐津市）
、角様（武雄市）、浦川様（武雄市）、
フーチャンママ様、松尾様、宮崎様（嬉野市）、山
口様、溝口様（唐津市）
（佐賀市）、田中様（福岡県）、
野口様（武雄市）
、すみれ園様（杵島郡）
、多賀様、
大坪様、ヒガシジマ様、小林様
カイ君と風太君の里親様、ミーコ様、ミント様、フーチ
ャンママ様、廣津様、熊井様、多賀様、ＴＵ様、ヒ
ガシジマ様、藤井様（嬉野市）、ヒコマロ様、山口様
（武雄市）、古本様（武雄市）、山田様（三養基郡）、小
澤様（唐津市）、北島様（鹿島市）、古川様（武雄市）、
さるる様ご夫妻、蒲地様（武雄市）、西村様（佐賀市）、
井上様（福岡県福岡市）、寺本様、橋村様（鹿児島県
霧島市）、織田様（多久市）、斎藤様（唐津市）、吉田様
（小城市）、矢ヶ部様（小城市）、江頭様（佐賀市）、馬
渡様、松尾様（鹿島市）、渕上様（杵島郡）、平野様（武
雄市）、上田様（武雄市）、松田様（鹿島市）、すみれ園
有志様（杵島郡）、こたまま様、松尾様、すみれ園（白
石町）
カイ君と風太君の里親様、ミーコ様、ミント様、廣
津様、美子様、宮下様、イガラシ様、ヒガシジマ様、
長田様（武雄市）
、斉藤様（福岡県久留米市）
、大古
場様（鹿島市）
、野添様（武雄市）、新井様（嬉野市）、
立花様（武雄市）
、ジョイママ様、さるる様ご夫妻、
東原様（長崎県佐世保市）
、川崎様（武雄市）
、鈴山
様（鹿島市）
、織田様（佐賀市）
、山口様（武雄市）、
野口様（小城市）
、田中様（唐津市）
、藤井様（嬉野
市）、諸岡様（小城市）
、松本様（嬉野市）、吉田様

ミーコ様、ケン様、ミント様、望良
様ご夫妻、杉原様、ジョイママ様

５月

４月

ミーコ様、ケン様、ミント様、さる
る様ご夫妻、望良様ご夫妻、杉原様、
藤井様、ジョイママ様

ミーコ様、ケン様、ミント様、さる
る様ご夫妻、望良様ご夫妻、中村様、
野添様、藤井様、ジョイママ様、山
口様

（佐賀市）
、古場様、香月様（嬉野市）
、溝口様（唐
津市）

平成２７年度（２０１５年）
３月

２月

１月

１２月

１１月

ご支援金や物資
カイ君と風太君の里親様、ミーコ様、中村様、廣津
様、熊井様、中野様、大坪様、hana ママ様、岩下
様（鹿島市）
、野添様（唐津市）
、ヒロ様、ミント様、
田中様（唐津市）
、中野様（武雄市）
、崎元様（藤津
郡）、松尾様（鹿島市）、中尾様（西松浦郡）、織田
様（佐賀市）、こたママ様、さるる様ご夫妻、キミ
ママ様、斎藤様（唐津市）
、藤井様（嬉野市）、東原
様（長崎県佐世保市）
、光武様（西松浦郡）
カイ君と風太君の里親様、ミーコ様、中村様、ミン
ト様、廣津様、小林様、浦川様、湯浅様、さるる様
ご夫妻、藤井様（嬉野市）
、谷口様（武雄市）、ひこ
まろ様、真島様（武雄市）
、光岡様（武雄市）、福田
様（小城市）
、岩下様（鹿島市）
、中村様（武雄市）、
大古場様（鹿島市）
、緒方様（鹿島市）
、溝口様（唐
津市）、香月様（嬉野市）、西川様（西松浦郡）、馬
場様（武雄市）
、古本様（武雄市）、江下様（嬉野市）
、
田中様（唐津市）
、青木様、江口様（伊万里市）
、杉
下様（伊万里市）
、河野様（三養基郡）
、織田様、江
島様（三養基郡）
、匿名様
lenny-tohno 様、レオンママ様、ミーコ様、中村様、ヒ
ロツ様、ＴＵ様、無津呂様、ダイゴママ様、織田様、諸岡
様、中野様、小野様（武雄市）、岩下様（鹿島市）、東原
様（長崎県佐世保市）、田中様（嬉野市）、原田様（福岡
県北九州市）、古賀様（福岡県糟屋郡）、山口様（鳥栖
市）、中園様（福岡県久留米市）、中本様（佐賀市）、馬
場様（鹿島市）、田中様（唐津市）、中尾様（西松浦
郡》、野添様（唐津市）、古賀様（三養基郡）、鎌井様
（多久市）、古本様（武雄市）、川原様（嬉野市）、藤川
様（武雄市）、江下様（嬉野市）、光岡様（武雄市）、山
口様（嬉野市）
ミーコ様、山口様、大坪様、中村様、斎藤様（唐津
市）、中村様（唐津市）、山口様（佐賀市）、馬場様（鹿
島市）、大古場様（鹿島市）、馬場様（西松浦郡）、川原
様（嬉野市）、川原様（嬉野市）、東原様（長崎県佐世保
市）、平川様、古川様（武雄市）、田中様（唐津市）、溝
口様、森永様（杵島郡）、原田様（佐賀市）、織田様（嬉
野市）、織田様、前田様（福岡県南区）、中野様、石津
様（佐賀市）
カイ君と風太君の里親様、ミーコ様、中村様、梅崎
様、前田様、浜崎様、万見仙千代様、木村様、川原
様（嬉野市）、宮島の鹿様（広島県廿日市）、佐保様（福
岡県福岡市）、田中様（武雄市）、斎藤様（唐津市）、石
橋様（杵島郡）、谷口様（武雄市）、田中様（長崎県東彼

ボランティア（労力）
ミーコ様、ケン様、ミント様、さる
る様ご夫妻、望良様ご夫妻、中村様、
野添様、藤井様、こたママ様

中村様、ケン様、ミント様、藤井様、
、望
良様、杉原様、西村様、ジョイママ様、
ミーコ様、杉下様、田中様

中村様、ケン様、ミント様、藤井様、
、望
良様、杉原様、西村様、ジョイママ様、
ミーコ様

ポンタのママ様、ケン様、ミント様、藤
井様、さるる様ご夫妻、杉原様、西村様、
ジョイママ様、ミーコ様

ポンタのママ様、ケン様、ミント様、藤
井様、さるる様ご夫妻、杉原様、西村様、
ジョイママ様、ミーコ様

１０月

９月

８月

７月

６月

５月

杵郡）、吉田様（長崎県佐世保市）、古賀様（佐賀市）、
溝口様（唐津市）、川原様（嬉野市）古本様（武雄市）、
馬場様（西松浦郡）、本山様（福岡県福岡市）、古賀様
（三養基郡）、野口様（武雄市）、藤井様（嬉野市）、山
口様（鳥栖市）、広津様（福岡県大野城市）、東原様（長
崎県佐世保市）、井上様（唐津市）、山口様（佐賀市）、
原様（多久市）、野口様、奥野様、岩下様（鹿島市）、古
場様（武雄市）
lenny-tohno 様、ポンタのママ様、ミント様、藤井様（嬉
野市）、川原様（嬉野市）、平野様（佐賀市）、馬場様
（西松浦郡）、坂口様（武雄市）、堀口様（鹿島市）、井
上様（多久市）、田中様（武雄市）、古場様（武雄市）、
古賀様（佐賀市）、浦川様（藤津郡）、岩田様（唐津
市）、古賀様（三養基郡）、川原様（嬉野市）、外尾様
（鳥栖市）、古川様（武雄市）、さるる様ご夫妻、東原様
（長崎県佐世保市）、井手様（武雄市）、野添様（武雄
市）、前田様（福岡県福岡市）、熊井様、無津呂様
ポンタのママ様、福田様（武雄市）、古川様（武雄市）、
野口様（小城市）、大曲様（武雄市）、ジョイママ様、原
田様（福岡県北九州市）、山口様（伊万里市）、梶山様
（武雄市）、池田様（嬉野市）、石橋様、田中様（唐津
市）、千々岩様（杵島郡）、カイ君と風太君の里親様
ポンタのママ様、ミント様、藤井様（嬉野市）、石水様（武
雄市）、幸山様（熊本県八代市）、立花様（武雄市）、ｐｋ
ｆ様、末藤様、馬場様（武雄市）、渡部様（東京都小金井
市）、松田様（鹿島市）、原田様（福岡県北九州市）、ミ
ーコ様、宮崎様（鹿島市）、田中様（唐津市）、さるる様
ご夫妻、ｋｋアヴェル様（熊本県熊本市）、カイ君と風太
君の里親様、吉田様（長崎県佐世保市）
、徳力様（佐
賀市）
、立花様（武雄市）
、lenny-tohno 様、古賀様（三
養基郡）、阪本様（長崎県東彼杵郡）、野方様（小城市）
斎藤様（唐津市）、堀口様（鹿島市）、諸岡様（小城
市）、川原様（嬉野市）、原田様（福岡県北九州市）、小
宮様（長崎県佐世保市）、ポンタのママ様、ミント様、藤
井様（嬉野市）、江島様（三養基郡）、ミーコ様、馬場様
（西松浦郡）、田中様（唐津市）、lenny-tohno 様、大久
保様（佐賀市）、
藤井様（嬉野市）、ポンタのママ様、江頭様（佐賀市）、
石田様（伊万里市）、馬渡様（武雄市）、野口様（武雄
市）、北野様（佐賀市）、レオンママ様、東島様（佐賀
市）、馬場様（武雄市）、川原様（嬉野市）、ミント様、豊
村様（長崎県松浦市）、田上様（大分県宇佐市）、郷原
様（佐賀市）、lenny-tohno 様、松尾様（鹿島市）、川原
様（嬉野市）、ミーコ様、伊東様（鹿島市）、川野様（伊万
里市）、井上様（唐津市）、川原様（嬉野市）、ネコネコ
様
カイ君と風太君の里親様、馬場様（武雄市）、東嶋様
（佐賀市）、平山様（多久市）、藤井様（嬉野市）、浜崎

ポンタのママ様、ケン様、ミント様、藤
井様、さるる様ご夫妻、杉原様、西村様、
ジョイママ様、ミーコ様

ポンタのママ様、ケン様、ミント様、藤
井様、さるる様ご夫妻、杉原様、西村様

ポンタのママ様、ケン様、ミント様、藤
井様、さるる様ご夫妻、杉原様、西村様

ポンタのママ様、ケン様、ミント様、藤
井様、さるる様ご夫妻、杉原様、西村様、
ジョイママ様、幸山様

本山様、ポンタのママ様、ケン様、ミン
ト様、藤井様、さるる様ご夫妻、杉原様、
西村様

ポンタのママ様、ケン様、ミント様、藤
井様、さるる様ご夫妻、杉原様

４月

様（福岡県東区）、森崎様（佐賀市）、ポンタのママ様、
江頭様（佐賀市）、山﨑様（長崎県島原市）、川野様（伊
万里市）、福田様（武雄市）、木原様（鹿島市）、古賀様
（福岡県福岡市）、川原様（伊万里市）、山田様（武雄
市）、川崎様（杵島郡）、ミント様、木挽様（福岡県久留
米市）、杉光様（嬉野市）、岩谷様（武雄市）、小林様
（武雄市）、池田様（武雄市）、古場様（武雄市）、野添
様（武雄市）、白川様（武雄市）、本山様（嬉野市）、池
田様（武雄市）、さるる様ご夫妻、西村様（佐賀市）、松
田様（鹿島市）、河野様（三養基郡）、中野様（武雄
市）、伊東様（武雄市）、徳永様（鹿島市）、本山様（佐
賀市）、宮島様（鹿島市）、崎元様（藤津郡）
川原様（嬉野市）、高橋様（佐賀市）、lenny-tohno 様、
高柳様（武雄市）、古場様（武雄市）、川原様（嬉野
市）、前田様、嘉村様（佐賀市）、渕上様（佐賀市）、ミン
ト様、ポンタのママ様、川野様（伊万里市）、渡部様、山
田様（佐賀市）、藤井様（嬉野市）、柳原様（長崎県大村
市）、野田様（武雄市）、山﨑様（長崎県島原市）、木原
様（鹿島市）、フーチャンママ様、馬場様（武雄市）、西
村様（佐賀市）、江頭様（佐賀市）、首藤様（唐津市）、
久野様（唐津市）

西村様、ポンタのママ様、ケン様、ミン
ト様、藤井様、さるる様ご夫妻、杉原様

平成２６年度（２０１４年）
３月

２月

１月

ご支援金や物資
ポン太のママ様（杵島郡）、東嶋様（佐賀市）、ミント様、
川瀬様（東京都）、永島様（武雄市）、豊村様（長崎県松
浦市）、木原様（鹿島市）、松雄様（武雄市）、
lenny-tohno 様、前田様（伊万里市）、村上様（鳥栖
市）、馬場様（鹿島市）、川原様（嬉野市）、馬場様（武雄
市）、池本様（福岡県福岡市）、川原様（嬉野市）、野口
様（小城市）、中村様（鹿島市）、緒方様（嬉野市）、川原
様（嬉野市）、野口様（武雄市）、木原様（鹿島市）、(有)
フリーステッチ様(東京都)、斉藤様(唐津市)、１１０７様
１１０７様、ミント様、吉田様（佐賀市）、渡部様（東
京都小平市）
、豊村様（長崎県松浦市）、大古場様（鹿
島市）
、川原様（嬉野市）
、光武様（嬉野市）、川野様
（伊万里市）
、川谷様（武雄市）
、米田様（広島県廿
日市市）
、lenny-tohno 様、中野様（武雄市）
、高橋
様（佐賀市）
、山岡様（福岡県早良区）
、永池様（鹿
島市）
、青木様（武雄市）
、藤井様（嬉野市）、大野様
（武雄市）
、古場様（武雄市）高橋様（佐賀市）、宮
島様（鹿島市）
、ネコネコ様（武雄市）
、さるる様ご
夫妻（福岡県）
ミーコ様（久留米市）
、１１０７様、ミント様、山田様（三
養基郡）
、藤井様（嬉野市）
、古瀬様（武雄市）
、竹下様（嬉
野市）
、山﨑様（嬉野市）
、原田様（福岡県北九州市）
、古川
様（武雄市）
、馬場様（鹿島市）
、古場様（武雄市）
、福田様
（武雄市）
、小嶋様（伊万里市）
、有瀬様（武雄市）
、吉田様

ボランティア（労力）
ミント様、村上様（鳥栖市）、岩根様
（佐賀市）、杉原様、さるる様ご夫妻、
ケン様、１１０７様、

ケン様、ミント様、１１０７様、藤井様、
さるる様ご夫妻、杉原様、大古場様、ネ
コネコ様、

ケン様、ミント様、１１０７様、藤井様、
さるる様ご夫妻、熊井様、杉原様、広津
様、馬場様、古瀬様、竹下様と姪御様

１２月

１１月

１０月

９月

（大阪府大阪城内）
、lenny-tohno 様、竹下様（鹿島市）
、さ
るるさ様ご夫妻、大古場様（鹿島市）
、弟子丸様（佐賀市）
、
熊井様（多久市）
、岸川様（佐賀市）
、広津様（福岡県大野城
市）
、米田様（広島県廿日市市）
ミーコ様（久留米市）
、１１０７様、カイ君と風太君の里
親様、ミント様（伊万里市）
、田上様（大分県）、さ
るるご夫妻、糸山様（佐賀市）
、光武様（嬉野市）
、
藤井様（嬉野市）
、馬場様（鹿島市）、馬場様（武雄
市）
、木場様（武雄市）
、川原様（嬉野市）
、渡部様（東
京都小金井市）
、原田様（福岡県北九州市）、岡部様
（滋賀県甲賀市）
、西村様（杵島郡）、浜崎様（福岡
県福岡市）
、本間様（東京都）
、小野様（佐賀市）
、赤
石様（滋賀県草津市）
、lenny-tohno 様、弟子丸様（佐
賀市）
、藍野様（鹿島市）
、大古場様（鹿島市）、有森
様（鹿島市）
ミーコ様（久留米市）
、１１０７様、フーチャンママ様（杵
島郡）
、カイ君と風太君の里親様、今田様（嬉野市）
、
ミント様、藤井様（嬉野市）
、山下様（武雄市）、川
原様（嬉野市）
、古場様（武雄市）、福田様（武雄市）
、
山口様（武雄市）
、馬場様（鹿島市）、川原様（嬉野
市）
、盲導犬のためのいやしフェア in 佐賀様、川原
様（嬉野市）
、川野様（伊万里市）、さるる夫妻様、
中野様（福岡県太宰府市）
、ワンダー様、吉岡様（長
崎県東彼杵郡）
、弟子丸様（佐賀市）、ネコネコ様、
カイ君と風太君の里親様、lenny-tohno 様、野添様
（武雄市）
、立花様（武雄市）
、熊井様（多久市）
、小
林様（福岡県遠賀郡）
、齋藤様（唐津市）
ミーコ様（久留米市）
、１１０７様、フーチャンママ様（杵
島郡）
、カイ君と風太君の里親様、諸岡様（小城市）
、
荒井様、長澤様（福岡市）
、井上様（唐津市）
、ミン
ト様（伊万里市）
、川野様（伊万里市）
、原田様（北
九州市）
、熊井様（多久市）
、野口様（小城市）、川原
様（嬉野市）
、馬場様（武雄市）
、日高様（宮崎市）
、
平田様（唐津市）
、河野様（三養基郡）
、山田様（佐
賀市）
、島本様（武雄市）
、中村様（鹿島市）、川原様
（嬉野市）
、今田様（嬉野市）
、岡部様（滋賀県甲賀
市）
、藤田様（武雄市）
、滝本様（藤津郡）
、力久様（佐
賀市）
ミーコ様（久留米市）
、１１０７様、フーチャンママ様（杵
島郡）
、カイ君と風太君の里親様（三養基郡）
、阿部様、すず
ちゃん様（佐賀市）
、岡部様（滋賀県甲賀市）、川崎様
（杵島郡）
、馬場様（鹿島市）
、小林様（福岡県遠賀
郡）
、木場様（武雄市）
、東島様（佐賀市）
、lenny-tohno
様、
、前田様（武雄市）
、川野様（伊万里市）、村島様
（武雄市）
、川原様（嬉野市）
、福田様（武雄市）
、織
田様（多久市）
、山下様（武雄市）、野添様（武雄市）
、
ミント様（伊万里市）
、オンリーワン様（静岡県浜松
市）、ホリスティックブレンド社・日本総代理店様（東京

ケン様、ミーコ様、ミント様、１１０７
様、藤井様、さるるご夫妻、杉原様、ネ
コネコ様

江頭様（杵島郡）、熊井様、ミント
様、さるるご夫妻、杉原様、１１０
７様、ケン様

江頭様（杵島郡）、熊井様、杉本様
（武雄市）
、後藤様（武雄市）
、ミン
ト様、さるるご夫妻、杉原様、１１
０７様

ケン様、ミーコ様、ミント様、１１０７
様、藤井様、さるる夫妻様、杉原様、ネ
コネコ様

８月

７月

６月

５月

４月

都渋谷区）
、浜崎様（福岡県東区）、齋藤様（唐津市）
、
久保田様（佐賀市）
、諸岡様（小城市）
ミーコ様（久留米市）
、１１０７様、フーチャンママ様（杵
島郡）
、カイ君と風太君の里親様（三養基郡）
、橋本様（鹿島
市）
、市原様（杵島郡）
、渡部様（長崎県東彼杵郡）
、立花様
（武雄市）
、馬場様（鹿島市）
、齋藤様（唐津市）
、大坪様（杵
島郡）
、川原様（嬉野市）
、河原様（嬉野市）
、ミント様（伊
万里市）
、岡部様（滋賀県甲賀市）
、福田様（武雄市）
、高尾
様（杵島郡）
、田中様（長崎県東彼杵郡）
、野口様（武雄市）
、
西村様（佐賀市）
、山﨑様（武雄市）
、松本様（唐津市）
、川
野様（伊万里市）
ミーコ様（久留米市）
、１１０７様、ケン様（神埼郡）
、藤井
様（嬉野市）
、馬場様（武雄市）
、田上様（大分県宇佐市）
、
渡部様（東京都小金井市）
、小林様（佐賀市）
、川原様（嬉野
市）
、松本様（唐津市）
、中原様（多久市）
、上野様（伊万里
市）
、川原様（嬉野市）
、谷崎様（熊本県熊本市）
、大坪様（福
岡県飯塚市）
、林様（佐賀市）
、渡部様、ミント様（伊万里市）
、
フーチャンママ様（杵島郡）
、山口様（長崎県東彼杵郡）
、馬
場様（鹿島市）
、鷲崎様（佐賀市）
、原田様（福岡県北九州市）
、
河野様（北九州市）
、こはくの里親様（佐賀市）
、lenny-tohno
様、MA 様、YN 様、CI 様
ミーコ様（久留米市）
、１１０７様、藤井様（嬉野市）
、ジョ
イママ様（唐津市）
、オオタ様（佐賀市）
、ケン様（神埼郡）
、
フーチャン様、カイ君と風太君の里親様（三養基郡）
、おか
あちゃん様（佐賀市）
、アキちゃんの里親様（三養基郡）
、JH
様（大野城市）
、MA 様、YN 様、田島様（長崎県東彼杵郡）
、
森様（武雄市）
、lenny-tohno 様、川原様（嬉野市）
、富永様
（鹿島市）
、山田様（江北町）
、ネコネコ様（武雄市）
、脇山
様（唐津市）
、杉下様（伊万里市）
、川原様（嬉野市）
、前田
様（武雄市）
、藤井様（嬉野市）
、池田様（嬉野市）
、古賀様
（佐賀市）
、ミント様（伊万里市）
、馬場様（武雄市）
、田上
様（大分県宇佐市）
ミーコ様（久留米市）
、１１０７様、匿名希望様（横浜市）
、
フーチャン様、古賀様（福岡県）
、房本様（久留米市）
、ケン
様（神埼郡）
、hana ママ様（佐賀市）
、石丸様（佐賀市）
、マ
ック君の里親様（佐賀市）
、ポポちゃんの里親様（佐賀市）
、
はなちゃんの里親様（久留米市）
、ちまぶー様（小城市）
、横
尾様（佐賀市）
、カイ君と風太君の里親様（三養基郡）
、藤井
様（嬉野市）
、ナナの保護主様（多久市）
、norypon 様、光太
郎様（佐賀市）
、lenny-tohno 様、ミント様（伊万里市）
、ラ
ビちゃんの里親様（神埼郡）
、永田様、JH 様（大野城市）
、
溝口様、 MA 様、JH 様、KH 様？、松尾様（武雄市）
、田中
様（長崎県東彼杵郡）
、南里様（伊万里市）
、北野様（福岡県
朝倉郡）
、富永様（鹿島市）
、川原様（嬉野市）
、江頭様（佐
賀市）
、川原様（嬉野市）
、坂本様（嬉野市）
、川原様（嬉野
市）
、小宮様（武雄市）
、原様（佐賀市）
、樋渡様（武雄市）
、
田崎様（武雄市）
、田中様（佐賀市）
、西村様（佐賀市）
１１０７様、トトロのママ様とお連れ様、ケン様（神

ケン様、ミーコ様、ミント様、１１０７
様、藤井様、野口様

ケン様、ミーコ様、鷲崎様、カイ君と風
太君の里親様、JH 様ご夫婦、ミント様、
１１０７様、藤井様

ケン様、ミーコ様、鷲崎様、カイ君と風
太君の里親様、JH 様ご夫婦、ミント様、
１１０７様、藤井様

スズちゃん＆ハルちゃん＆お母様、ケン
様、ミーコ様、夏ママ様とお連れ様、横
尾様、カイ君と風太君の里親様、ラビち
ゃんの里親様とお連れ様、藤原様、JH 様
ご夫婦

１１０７様、ケン様、ジョイママ様、

埼郡）
、匿名様、フーチャン様、田中様（唐津市）、
ジョイママ様（唐津市）
、ミーコ様（久留米市）、房
本様（久留米市）
、下楠園様（佐賀市）
、Ｓ・クルク
ル様、古賀様（佐賀市）
、黒猫弁天様、ラビちゃんの
里親様（神埼郡）
、さるる様（福岡市）
、JH 様（大野
城市）
、かあちゃん様（佐賀市）
、小梅ママ様（佐賀
市）
、TY 様（三養基郡）
、サカキ様（長崎県）
、ヒロ
様（佐賀市）
、TK 様、JH 様、MA 様、lenny-tohno
様、川原様（嬉野市）
、川原様（嬉野市）、馬場様（武
雄市）
、ミユ様（長崎県諫早市）
、河野様（北九州市）
、
前田様（武雄市）
、江口様（武雄市）、ミント様（伊
万里市）
、峰松様（杵島郡）
、梅崎様（伊万里市）
、小
宮様（長崎県佐世保市）
、福田様（武雄市）、井上様
（唐津市）
、大坪様（佐賀市）
、徳永様（伊万里市）

ミーコ様、ナナの保護主様、ラビち
ゃんの里親様、JH 様、藤原様、杉
原様、中本様、ケント様、トトロの
ママ様

平成２５年度（２０１３年）
３月

２月

１月

ご支援金や物資
JH 様（福岡県大野城市）
、トトロのママ様とお連れ
様２名様、ミーミ様（佐賀市）
、アイ君の里親様（伊
万里市）
、フーチャン様、ららぶー様（佐賀市）、ケ
ン様（神埼郡）
、ジョイママ様（唐津市）、ミーコ様
（久留米市）
、ミユ様、河野様（北九州市）
、犬吉様、
さるる様（福岡市）
、夏ママ様とお連れ様、カイ君と
風太君の里親様（三養基郡）
、田中様（唐津市）、小
梅ママ様（佐賀市）
、シャロンの父様（佐賀市）、か
あちゃんママ様（佐賀市）
、メリーちゃんの里親様（佐
賀市）
、YM 様、MA 様、YN 様、AY 様、前田様（武
雄市）
、村島様（武雄市）
、ミント様（伊万里市）、東
郷様（多久市）
、太田様（武雄市）、宮本様（多久市）
、
イトウ様、矢ケ部様（小城市）
、山口様（佐賀市）
、
津上様（伊万里市）
、竹内様、川原様（嬉野市）、藤
井様（嬉野市）
、田中様（長崎県東彼杵郡）、1107 様
１１０７様、ミーコ様（久留米市）
、カイ君と風太君の里親
様（三養基郡）
、さるる様（福岡市）
、ケン様（神埼郡）
、蒲
原様（佐賀市）
、山口様（嬉野市）
、トトロのママ様、ロリマ
マ様（佐賀市）
、フーチャンママ様（杵島郡）
、MH 様（小城
市）
、田中様（唐津市）
、岩切様、S 様（伊万里市）
、クルク
ル様、吉田様（佐賀市）
、K 様（福岡市）
、G 様（千葉市）
、
鷲崎様（佐賀市）
、琥珀の里親様（佐賀市）
、ららぶー様（佐
賀市）
、夏ママ様（佐賀市）
、田中様（佐賀市）
、JH 様、YN
様、MA 様、HM 様、AY 様、山口様（武雄市）
、宮本様（多
久市）
、大渡様（武雄市）
、南里様（伊万里市）
、緒方様（長
崎県佐世保市）
、吉岡様（長崎県東彼杵郡）
、川原様（嬉野市）
、
川原様（嬉野市）
、山口様（佐賀市）
、山口様（武雄市）
、大
平様、山田様（嬉野市）
、田中様（鹿島市）
、杉原様（武雄市）
、
平野様（唐津市）
、CoCo 様（東京都）
、キャロ様

ボランティア（労力）
ケン様、ジョイママ様、ミーコ様、
JH 様とお連れ様、1107 様、さるる
様ご夫婦、夏ママとお連れ様、藤原
様（福岡市）、古川様親子、カイ君
と風太君の里親様ご家族、ナナの保
護主様方、トトロのママ様、ミント
様、藤井様、ネコネコ様

１１０７様、ミーコ様、カイ君と風太君
の里親様ご家族、さるる様、ケン様、蒲
原様、佐藤様とお友達計 5 名、夏ママの
お連れ様、福田様、杉原様、杉本様と後
藤様

唐津市の方、ケン様（神埼郡）
、ミーコ様（久留米市）
、1107 ケン様、ミーコ様、1107 様、さるる様夫

１２月

１１月

様、蒲原様（佐賀市）
、フーチャンママ様（杵島郡）
、小梅マ
マ様（佐賀市）
、さるる様（福岡市）
、琥珀君の里親様（佐賀
市）
、マロンちゃん様、ららぶー様（佐賀市）
、河野様（北九
州市）
、カイ君と風太君の里親様（三養基郡）
、米田様（広島
県）
、雷河君の里親様（佐賀市）とS 様、匿名様（佐賀市）
、
ミエティ様（福岡市）
、匿名様、ロリママ様（佐賀市）
、山崎
様（武雄市）
、川原様（嬉野市）
、福田様（武雄市）
、山田様
（嬉野市）
、山口様（佐賀市）
、岸川様（佐賀市）
、南條様（杵
島郡）
、レオンママ様（鳥栖市）
、前田様（伊万里市）
、高尾
様（杵島郡）
、後藤様（武雄市）
、鶴様（多久市）
、田島様（長
崎県東彼杵郡）
、南里様（伊万里市）
、吉岡様（長崎県東彼杵
郡）
、山崎様（杵島郡）
、古賀様（福岡県福岡市）
、小倉様（埼
玉県春日部市）
、渡邊様（千葉県我孫子市）
、1107 様、JH 様、
河野様、匿名希望様、YN 様、M 様、MA 様、高尾様、MK
様、ネコママ様、深澤様、井原様、生野様
河野様（北九州市）
、カイ君と風太君の里親様（三養
基郡）
、ミーコ様（久留米市）
、高尾ひとみ様、らら
ぶー様（佐賀市）
、マロ様（福岡県田川郡）、ＡＪＬ
ママ様（東京都東村山市）
、江頭様、五十嵐様、山田
様、福留様、田中様、東様、藤瀬様、小梅ママ様（佐
賀市）
、マロンちゃん様、フーチャンママ様（杵島郡）、
さるる様（福岡市）
、夏ママ様とお連れ様（佐賀市）
、
ケン様（神埼郡）
、山口様（佐賀市）、山崎様（小城
市）
、田中様（長崎県東彼杵郡）、川崎様（鹿島市）、野
添様（武雄市）、大川内様（嬉野市）、西村様（佐賀市）、
野田様（武雄市）、大古場様（鹿島市）、坂井様（西松浦
郡）、川原様（嬉野市）、斎藤様（福岡県）、Ｍ様（岡山県
瀬戸内市）、川原様（嬉野市）、光岡様（佐賀市）、藤井
様（嬉野市）、松本様（伊万里市）、福田様（小城市）、小
ヶ倉様（武雄市）、１１０７様、川野様、Ｊ・Ｈ様、Ｍ・Ａ
様、Ｍ様、Ｙ・Ｎ様、Ｍ・Ｙ様、万見仙千代様、Ｓ・
Ｍ様
河野様（北九州市）
、カイ君と風太君の里親様（三養
基郡）
、千住様（佐賀市）
、ＭＯ様（佐賀市）、佐藤様
（佐賀市）
、山下様（佐賀市）
、井上様（唐津市）
、大
野様（佐賀市）
、フーチャンママ様（杵島郡）
、さる
る様（福岡市）
、夏ママ様とお連れ様（佐賀市）、オ
オタ様（佐賀市）
、宮崎様（佐賀市）、ケン様（神埼
郡）
、ミーコ様（久留米市）
、１１０７様、中野様（小
城市）、川原様（嬉野市）、西村様（佐賀市）、村上様（伊
万里市）、大川内様（嬉野市）、佐藤様（東京都江戸川
区）、福田様（武雄市）、カイ君と風太君の里親様（三
養基郡）
、ＡＪＬママ様（東京都）、田中様（長崎県
東彼杵郡）
、馬場様（鹿島市）
、藤井様（嬉野市）
、脇
田様（愛媛県松山市）
、大木場様（鹿島市）、水川様
（嬉野市）
、平井様（鳥栖市）
、生蓮寺様（嬉野市）
、
出口様（藤津郡）
、石崎様、福田様、馬場様、Ｊ・Ｈ様、
Ｍ・Ａ様、Ｔ・Ｕ様、Ｙ・Ｎ様

婦、マロンちゃん様、佐藤様親子とお友
達の子、福田様、杉原様、杉本様と後藤
様、高尾様

ケン様、ミーコ様、高尾ひとみ様、
１１０７様、さるる様夫妻、マロン
ちゃん様、佐藤様親子、夏ママ様と
お連れ様、福田様、藤井様、ネコネ
コ様、杉原様

ケン様、ミーコ様、ジョイママ様、
１１０７様、さるる様夫妻、杉原様、
佐藤様親子、夏ママ様とお連れ様福
田様、藤井様、ネコネコ様、川原様、
杉原様

１０月

９月

８月

フーチャンママ様、かあちゃんママ様（佐賀市）
、カ
イ君と風太君の里親様（三養基郡）
、まる様、ミーコ
様（久留米市）
、ハナ様（佐賀市）、黒猫弁天様、さ
るる様（福岡市）
、山口様（佐賀市）、山崎様（小城
市）
、ケン様（神埼郡）
、松尾様（佐賀市）
、こうめマ
マ様、江頭様（佐賀市）
、蒲原様（佐賀市）、山口様
（鹿島市）
、大平様（春日市）
、ＡＪＬママ様（東京
都）
、山口様（佐賀市）
、ひょっとこマーケット（埼
玉県）
、福田様（武雄市）
、川原様（嬉野市）、荒川様
（群馬県）
、Ｍ様、坂本様（宮城県）、川原様（有田
町）
、匿名（不明）
、岡様（武雄市）、山口様（武雄市）
、
中野様（小城市）
、石崎様（佐世保市）
、西村様（佐
賀市）
、村上様（伊万里市）
、大川内様（嬉野市）
、佐
藤様（東京都）
、Ｚ様（佐賀市）１１０７様、Ｊ・Ｈ
様、Ｍ・Ａ様、Ｍ・Ｎ様、Ｙ・Ｎ様（横浜市の方）
、
Ｒ・Ｍ様
ＡＪＬママ様（東京都東村山市）
、フーチャンママ様、
ミーコ様（福岡県久留米市）
、ハナ様（佐賀市）、Ｍ
様、さるる様（福岡市）
、カイ君と風太君の里親様（三
養基郡）
、山口様（佐賀市）
、山崎様（小城市）、山口
様（唐津市）
、佐藤様（佐賀市）
、夏ママ様とこうめ
ママ様（佐賀市）
、古賀様（福岡市）、ＫＴ様（福岡
市）
、匿名希望様（佐賀市）
、ＭＯ様（佐賀市）、溝石
様（不明）
、福田様（武雄市）
、川原様（嬉野市）
、坂
本様（東京都）
、内田様（白石町）、大川内様（嬉野
市）
、中野様（小城市）
、クローバーリーフ様（大阪
市）
、中島様（長崎市）
、坂本様（東京都）
、川原様（有
田町）
、山崎様（武雄市）
、宮島様（鹿島市）、緒方様
（佐世保市）
、山本様（武雄市）
、米光様（佐賀市）
、
山崎様（白石町）
、深草様（長崎県東彼杵郡）
、１１
０７様、Ｊ・Ｈ様、Ｍ・Ａ様、Ｔ・Ｕ様（伊万里市
の方）
、Ｙ・Ｎ様（横浜市の方）、ミーコ様（福岡県
久留米市）
、古賀様（福岡市）
、匿名希望様（佐賀市）
、
川野様（不明）
原様とお連れ様（佐賀市）
、ＡＪＬママ様（東京都東
村山市）
、ケン様（神埼郡）
、カムイ君の里親様（佐
賀市）
、ミーコ様（福岡県久留米市）、フーチャンマ
マ様、寺崎様（佐賀市）
、山口様（佐賀市）
、犬吉様、
ひーくんママ様（熊本県）
、ロリちゃんママ様（佐賀
市）
、タバ君ママ様、匿名希望様（佐賀市）、山口様
（唐津市）
、於保様（佐賀市）
、西間木様（東京都村
山市）
、中野様（小城市）
、植松様（鹿島市）、川原様
（嬉野市）
、久原様（福岡県福岡市博多区）、鶴田様
（唐津市）
、郷原様（佐賀市）
、飯盛様（武雄市）
、坂
木様（東京都青梅市）
、小林様（武雄市）、牧瀬様（小
城市）
、副島様（佐賀市）
、川野様（伊万里市）、木下
様（福岡県嘉麻市）
、関様（唐津市）、福田様（武雄
市）
、山口様（佐賀市）
、１１０７様、Ｙ・Ｚ様、Ｊ・

さるる様夫妻、カイ君と風太君の里
親様、ケン様、高尾ひとみ様、ミー
コ様、佐藤様親子、こうめママ様、
福田様、藤井様、ネコまま様、ネコ
ネコ様、川原様、１１０７様

ミーコ様、さるる様夫妻、カイ君と
風太君の里親様、夏ママ様とこうめ
ママ様、杉原様、福田様、藤井様、
ネコネコ様、川原様、１１０７様

ケン様、原様とお連れ様、ミーコ様、
犬吉様、テッちゃん様、ロリちゃん
ママ様、佐藤様親子、ネコネコ様、
川原様、藤井様、福田様、１１０７
様

７月

６月

５月

Ｈ様、Ｍ・Ａ様、Ｍ・Ｎ様、横浜市の方、ミーコ様
（福岡県久留米市）
、匿名希望様（佐賀市）、鶴田様
（唐津市）
、川野様（伊万里市）
フーチャンママ様、原様とお連れ様（佐賀市）、バル
君の里親様（佐賀市）
、犬吉様、ひだまり様、森羅様、
ジョイママ様、ミーコ様（福岡県久留米市）
、ケン様
（神埼郡）
、蒲原様（佐賀市）
、川野様（伊万里市）
、
佐藤様（佐賀市）
、福留様（佐賀市）、長澤様（福岡
市）
、匿名希望様（佐賀市）
、森様、まおまお様（兵
庫県西宮市）
、ロリちゃんママ様（佐賀市）、カイ君
と風太君の里親様（三養基郡）
、田中様（佐賀市）福
田様（神埼郡）
、久山様（福岡県糟屋郡）、福田様（武
雄市）
、長崎ライフオブアニマル様（長崎県）
、小林
様（武雄市）
、藤井様（嬉野市）
、緒方様（長崎県佐
世保市）
、川崎様（杵島郡）
、川原様（西松浦郡）
、川
原様（嬉野市）
、1107 様、田上様（長野県）
、坂本様
（東京都）
、田中様（鹿島市）
、美香様（東京都国立
市）
、古賀様（佐賀市）
、伊藤様（岐阜県岐阜市）、ク
マゴロウ様（長崎県西彼杵郡）
、中園様（福岡県西区）、
田中様（長崎県東彼杵郡）
、１１０７様、Ｍ・Ｓ様、
Ａ・Ｉ様、横浜市の方、Ｍ・Ａ様、Ｍ・Ｋ様溝上様、
田中様、川野様（伊万里市）、ひだまり様、福留様（佐
賀市）
、匿名希望様（佐賀市）
、まおまお様（兵庫県
西宮市）
、カイ君と風太君の里親様
ミーコ様（福岡県久留米市）、原様とお連れ様（佐賀
市）、匿名希望様（佐賀市）、ケン様（神崎郡）、長澤様
（福岡県福岡市）、寺崎様（佐賀市）、フーチャンママ
様、Y 様（佐賀市）、マロ様（福岡県田川郡）、ロリちゃん
ママ様（佐賀市）、C 様（小城市）、小柳様（小城市）、F
様（佐賀市）、ららぶー様（佐賀市）、山口様（唐津市）、
金太郎君の里親様（佐賀市）、モモちゃんの里親様（福
岡県小郡市）、犬吉様、カイ君と風太君の里親様（三養
基郡）、K 様（福岡県福岡市）、黒猫弁天様（神埼市）、
山崎様（杵島郡）、大川内様（嬉野市）、川原様（嬉野
市）、倉田様（佐賀市）、田中様（長崎県東彼杵郡）、齋
藤様（福岡県太宰府市）、山中様（杵島郡）、小林様（武
雄市）、川野様（伊万里市）、宮崎様（鹿島市）、増田様
（武雄市）、牛島様（福岡県久留米市）、１１０７様、匿名
希望様（横浜市）、T・U 様（伊万里市）、カイ君と風太君
の里親様（三養基郡）、万見仙千代様（長野県佐久
市）、M・A 様、M・N 様、K・K 様、J・H 様、A・Y 様、桜様
（八尾市）、ミーコ様（福岡県久留米市）、匿名希望様
（佐賀市）、レオンママ様とお仲間様、フーチャンママ
様、ＡnimalＷalk の皆様、ｎｏｒｙｐｏｎ様、匿名様、川野様
長澤様（福岡県）、フーチャンママ様、梶原様（佐賀
市）、橋本様（佐賀市）、田中様（佐賀市）、野田様、蒲
原様（佐賀市、宮崎様（佐賀市）、ミーコ様（福岡県久留
米市）、ジョイママ様（唐津市）、無津呂様（佐賀市）、黒

原様とお連れ様、ひだまり様、森羅
様、ジョイママ様、佐藤様姉妹、ミ
ーコ様、ケン様、野田様、杉原様、
長澤様ご夫婦、ハチミツ様、犬吉様、
ネコネコ様、川原様、藤井様、福田
様、１１０７様

ケン様、ジョイママ様、ミーコ様、原様
とお連れ様、長澤様ご夫婦、杉原様、
川野様、佐藤様姉妹、黒猫弁天様、１
１０７様、川原様、nekoneko 様

佐藤様親子とお友達、長澤様ご夫
婦、ケン様、野田様、杉原様、ミーコ
様、ジョイママ様、ガンちゃんパパ様、
原様とご友人様、１１０７様、川原様、

４月

猫弁天様（神埼市）、ケン様（神崎郡）、横浜の方、川中
様（佐賀市）、はなちゃんの里親様（福岡県久留米市）、
寺崎様（佐賀市）、ガンちゃんパパ様（伊万里市）、匿名
希望様（佐賀市）、原様（佐賀市）、堤様（福岡県小郡
市）、ＭＩＣＯ様（佐賀市）、１１０７様、川野様（伊万里
市）、上野様（長野県飯山市）、古賀様（福岡県糟屋
郡）、江永様（杵島郡）、山口様（武雄市）、川原様（嬉野
市）、野添様（武雄市）
ミーコ様（福岡県久留米市）、長澤様（福岡市）、フーチ
ャンママ様、ガンちゃんパパ様（伊万里市）、ケン様（神
埼郡）、シアン様（神埼市）、ジョイママ様（唐津市）、ココ
とカイアス君の里親様（杵島郡）、山口様（唐津市）、M・
H 様（小城市）、Yoshida 様（佐賀市）、松本様（佐賀
市）、寺崎様（佐賀市）、匿名希望様（佐賀市）、Joshua
Lopez 様&Emily Atkinson 様、クルクル様、倉田様（佐賀
市）、カイ君と風太君の里親様（三養基郡）、どさんこミラ
ファーム様、横浜の方、すずちゃん様、吉田様（佐賀
市）、１１０７様、新井様（杵島郡）、野添様（武雄市）、川
原様（嬉野市）、千々岩様（杵島郡）、愛野様（鹿島市）、
内山様（佐賀市）、阪本様（長崎県東彼杵郡）、馬場様
（西松浦郡）、深田様（埼玉県ふじみ野市）、山崎様（杵
島郡）

nekoneko 様

ケン様、長澤様、野田様とご友人 3 名
様、佐藤様親子、石井様、ガンちゃん
パパ様、杉原様、ジョイママ様、ミーコ
様、清水様、１１０７様、ハチミツ様、山
口様、宮地様、川原様、nekoneko 様

平成２４年度（２０１２年）
３月

２月

ご支援金や物資
原田様親子（●●市）、ミーコ様（福岡県久
留米市）、ショート様（佐賀市）、川野様（唐
津市）、テンスケ様（佐賀市）、長澤様（福
岡市）、マロ様（福岡県田川郡）、ケン様
（神埼郡）、大野様（佐賀市）、田中様（唐
津市）、ジョイママ様（唐津市）、フーチャン
ママ様、無津呂様（佐賀市）、川中様（佐
賀市）、Ｋ様（福岡市）、島内様（三養基
郡）、山口様（唐津市）、メリーちゃんママ
様（佐賀市）、匿名希望様（佐賀市）、田中
様（佐賀市）、豊田様（三養基郡）、寺崎様
（佐賀市）、岸野様（佐賀市）、馬場様（有
田市）、田中様（佐賀市）、中村様（武雄
市）、川崎様（杵島郡白石町）、井上様（唐
津市）、池田様（佐世保市）、野添様（武雄
市）、マロ様（福岡県）、川原様（嬉野市）、
久原様（武雄市）、吉田様（佐賀市）、藤田
様（北海道室蘭市）、國廣様（兵庫県神戸
市）、１１０７様

ボランティア（労力）
原田様親子、杉原様親子、川野様、1107 様、ケン
様、長澤様、カイ君と風太君の里親様、野田様とご
友人 4 名様、石井様、宮地様、メリーちゃんのご家
族様、豊田様とご友人様、川原様、nekoneko 様

ミーコ様（福岡県久留米市）、石井様（佐賀
市）、川野様（唐津市）、山口様（唐津市）、
川中様（佐賀市）、フーチャンママ様とご友

石井様、川野様、宮地様、ケン様、長澤様、メリーち
ゃんのご家族様、杉原様、山口様、原田様親子、１
１０７様、川原様、nekoneko 様

人 様 、杉 原 様 （ 佐賀 市 ） 、長 澤 様 （ 福岡
市）、川原様（嬉野市）、ケン様（神埼郡）、
メリーちゃんのママ様（佐賀市）、T・U 様
（伊万里市）、you 様（福岡県久留米市）、
塚田様、山口様（唐津市）、横浜の方、ナ
ナ様（佐賀市）、田中様（佐賀市）、東島様
（神埼郡）、吉富様（佐賀市）、匿名希望様
（佐賀市）、原田様親子（●●市） 、１１０７
様 、藤 田 様 （ 西 松浦 郡 ） 、福 田 様 （ 武雄
市）、溝部様（唐津市）、松尾様（嬉野市）、
川原様（嬉野市）、宮地様（佐世保市）、Ｋ
様（福岡市）、大久保様（佐賀市）、田中様
（佐賀市）、和田様（三養基郡）、大川内様
（嬉野市）、よしこ様（東彼杵郡）、山下様
（佐世保市）
１月

フーチャンママ様、黒猫弁天様（神埼
市）、三毛のジョジョ様（杵島郡）、ミーコ様
（福岡県久留米市）、ジョイママ様（唐津
市）、ららぶー様（佐賀市）、山口様（唐津
市）、横浜の方、原口様（佐賀市）、川中様
（佐賀市）、長澤様（福岡市）、大久保様
（佐賀市）、副島様（佐賀市）、ハナ様（佐
賀市）、ケン様（神埼郡）、川野様（唐津
市）、碇様（佐賀市）、チョコマロン様（佐賀
市）、匿名希望様（佐賀市）、カイ君と風太
君の里親様（三養基郡）、原田様親子（●
●市）、蒲原様（佐賀市）、メリーちゃんの
ママ様（佐賀市）、ナナ様（佐賀市） ,マロ
様（福岡県田川郡）、匿名様（長崎県佐世
保市）、和田様（三養基郡）、川原様（嬉野
市）、nekoneko 様（武雄市）、山口様（鹿島
市）、レオンママ（鳥栖市）、鶴田様（東松
浦郡）、１１０７様

1107 様、川野様、黒猫弁天様、杉原様、チョコマロ
ン様親子、石井様、メリーちゃんのご家族様、ケン
様、長澤様、宮地様、山口様、犬吉様、原田様親
子 、川原様、nekoneko 様

１２月

山口様（唐津市）、フーチャンママ様、らら
ぶー様、長澤様（福岡市）、ケン様（神埼
郡）、東島様（神埼郡）、川野様（唐津市）、
川中様（佐賀市）、チョコマロン様、黒猫弁
天様、山口様（佐賀市）、石川様（三養基
郡）、マロ様（福岡県田川郡）、田中様（佐
賀市）、匿名希望様（佐賀市）、森羅様、森
永様（佐賀市）、カイ君と風太君の里親様
（三養基郡）、マックくんの里親様（佐賀
市）、ミエティ様、ミーコ様、豊田様（三養基
郡）、町田様（静岡県）、川原様（嬉野市）、
藤原様（嬉野市）、山下様（杵島郡）、大川
内様（嬉野市）、中村様（神奈川県）、川原

杉原様、犬吉様、山口様、石井様、長澤様、ケン
様、チョコマロン様親子、西様、黒猫弁天様、宮地
様、森永様、川原様、1107 様、nekoneko 様

様 （ 嬉 野 市 ） 、山 口 様 ほか ２ 名 様 （ 鳥 栖
市）、河野様（唐津市）
１１月

カイ君と風太君の里親様（三養基郡）、川
野様（唐津市）、M・H 様（小城市）、ららぶ
ー様（佐賀市）、のいまい母様（静岡県伊
東市）、ミーコ様（福岡県久留米市）、池田
様（佐賀市）、山口様（佐賀市）、長澤様
（福岡市）、田中様（佐賀市）、ケン様（神埼
郡）、米田様（広島県廿日市市）、池田様
（佐賀市）、匿名希望様（佐賀市）、川中様
（佐賀市）、黒猫弁天様（神埼市）、横浜の
方、すずちゃん様（佐賀市）、秋月様（嬉野
市）、立石様（武雄市）、諸石様（武雄市）、
雅建設様（福岡県京都郡）、江永様（杵島
郡）、匿名様（佐賀市）、飯盛様（武雄市）、
川原様（嬉野市）、馬場様（西松浦郡）、山
口様（鹿島市）、藤田様（西松浦郡）、匿名
希望支援者様（佐賀市）、川原様（嬉野
市）

ハナちゃんママ様、山口様とお連れ様、峯様、チョ
コ&マロンママ様、ケン様、カイ君と風太君の里親
様、池田様、ハチミツ様、長澤様、宮地様、田代
様、1107 様、浦谷様、犬吉様、黒猫弁天様、八木
様、nekoneko 様、川原様

１０月

永田様（佐賀市）、長澤様（福岡市）、ケン
様（神埼郡）、川野様（唐津市）、山口様
（唐津市）、T 様（福岡県糸島市）、久留米
市の親子３名様、チョコ&マロンママ様（佐
賀市）、川中様（佐賀市）、Ｉ様（杵島郡）、
マロ様（福岡県田川郡）、レオンママ様（鳥
栖市）、山口様（佐賀市）、ミーコ様（福岡
県久留米市）、田代様（佐賀市）、長澤様
（武雄市）、武藤様（佐賀市）、匿名希望様
（佐賀市）、龍様（佐賀市）、Ｔ・Ｕ様（伊万
里市）、横浜の方、カイ君と風太君の里親
様（三養基郡）、すずちゃん様（佐賀市） 、
縣様（東京都中野区）、石橋様（杵島郡）、
首藤様（唐津市）、川原様（嬉野市）、平井
様（鳥栖市）、山下様（武雄市）、武富様
（杵島郡）、古田様（佐賀市）、馬場様（西
松浦郡）、大川内様（嬉野市）、匿名様（長
崎県佐世保市）、ジョイママ様（唐津市）、
ヨキの御祖母ちゃん様、１１０７様

山北様、長澤様、田代様親子、ケン様、犬吉様、チ
ョコ&マロンママ様、山口様とお連れ様、宮地様、尾
崎 様 、ハ ナ ちゃ んマ マ 様 、 1107 様 、八 木 様 、
nekoneko 様

９月

川野様（唐津市）、古田様（佐賀市）、卯野
木様（小城市）、マロ様（福岡県田川郡）、
ケン様（神崎郡）、長澤様（福岡市）、Ｍ・Ｈ
様（小城市）、すずちゃん様（佐賀市）、渕
上様（佐賀市）、カイ君と風太君の里親様
（三養基郡）、ミーコ様（福岡県久留米
市）、匿名希望様（佐賀市） 、レオンママ

清水様、、田代様、ケン様、長澤様、犬吉様、山北
様、1107 様、八木様、nekoneko 様

様（鳥栖市）、房本様（福岡県久留米市）、
匿名様（神奈川県横浜市）、nekoneko 様
（武雄市）、山川様（佐賀市）、谷口様（鹿
島市）、川崎様（杵島郡）、深沢様（長崎県
東彼杵郡）、諸石様（武雄市）、武井様（長
崎県佐世保市）、米田様（広島県）、田久
保様（唐津市）、縣様（東京都）、馬場様
（西松浦郡）、平林様（佐賀市）、川原様
（嬉野市）、橋口様（佐賀市）、広川様（嬉
野市）、１１０７様
８月

Ｋ・Ｓ様（長崎県佐世保市）、川野様（唐津
市）、ケン様（神埼郡）、チョコ・マロンママ
様（佐賀市）、武藤様（佐賀市）、光冨様
（佐賀市）、阿川様（福岡県糟屋郡）、恭子
様（東京都）、長澤様（福岡市）、Ｔ・Ｕ様
（伊万里市）、森さま（福岡市）、渕上様（佐
賀市）、田中様（福岡県八女市）、Ｍ・Ｉ様
（佐賀市）、カイくんのご家族様（三養基
郡）、匿名希望様（佐賀市） 、江中様（福
岡県大川市）、雑種様（武雄市）、深澤様
（長崎県東彼杵郡）、梅崎様（伊万里市）、
米田様（広島県）、山下様（嬉野市）、ミー
コ様（福岡県久留米市）、藤田様（西松浦
郡）、古賀様（？）、川原様（嬉野市）

山北様、ケン様、チョコ・マロンママ様、清水様、長
澤様、田中様、犬吉様、田代様、向井様、1107 様、
八木様、nekoneko 様

７月

野口様(佐賀市）、吉岡様（佐賀市）、ヒロち 犬吉様、ハチミツ様、チョコ・マロンママ様ご家族、
ゃんママ（唐津市）、土井様（佐賀市）、長 クウガクンママ様、山北様、ケン様、長澤様ご夫婦、
澤様（福岡市）、川野様（唐津市）、ケン様 清水様、1107 様、八木様、nekoneko 様
（神埼郡）、川中様（佐賀市）、ミーコ様（福
岡県久留米市）、マロ様（福岡県田川郡）、
石井様（佐賀市）、K・S 様（長崎県佐世保
市）、M 様（長崎県佐世保市）、西様（佐賀
市）、匿名希望様（佐賀市）、チョコ・マロン
マ マ 様 （ 佐 賀 市 ） 、す ず ち ゃ ん様 （ 佐 賀
市）、ジョイママ様（唐津市）、ダイゴママ様
（唐津市）、1107 様 、谷山様（神埼市）、浦
川様（武雄市）、浦田様（嬉野市）、佐野様
（東京都板橋区）、ニクルス・カート様（アメ
リ カ） 、川 原様（ 嬉野市 ） 、江 口様（ 武雄
市）、岩村様（福岡県小郡市）

６月

藤田様（西松浦郡）、八木様（佐賀市）、和
田様（三養基郡）、岩村様（福岡県小郡
市）、井上様（唐津市）、長澤様（福岡市）、
川原様（嬉野市）、豊田様（唐津市）、伊藤
様（福岡県久留米市）、ナナちゃんの保護
主様（佐賀市）、川野様（唐津市）、石川様

山北様、クウガクンママ様、犬吉様、ケン様、長澤
様ご夫婦、チョコ・マロンママ様（一時預かり）、八木
様、nekoneko 様、1107 様

（佐賀市）、三瀬様（佐賀市）、マロ様（福岡
県）、カイくんのご家族様（三養基郡）、ケ
ン様（神埼郡）、ミーコ様（福岡県久留米
市）、チョコ・マロンママ様（佐賀市）、犬吉
様のご親族様、宮地様（神埼市）、佐保様
（福岡県）、すずちゃん様（佐賀市）、田久
保様（佐賀市）、TY 様（三養基郡）、はなち
ゃんのご家族様（福岡県久留米市）、川中
様（佐賀市）、TH 様（佐賀市）、匿名希望
様（佐賀市）、ダルぽん様（三養基郡）、ダ
イゴママ様（唐津市）、森様（福岡市）、野
田様（武雄市）、１１０７様
５月

野口様(佐賀市）、徳久様(長崎県佐世保
市)、末藤様(武雄市）、緒方様(長崎県佐
世保市)、川原様（嬉野市）、nekoneko 様
（武雄市）、八木様（佐賀市）、叶様（杵島
郡）、谷山様（神埼市）、長澤様（福岡県城
南区）、溝上様（武雄市）、山崎様（武雄
市）、田中様（嬉野市）、副島様（嬉野市）、
川原様（伊万里市）、崎元様（藤津郡）、執
行様（嬉野市）、古賀様（唐津市）、野田様
（武雄市）、野添様（武雄市）、チョコ様（佐
賀市）、ミーコ様（福岡県久留米市）、ケン
様（神崎郡）、橋本様（佐賀市）、川野様
（唐津市）、レオンママ様グループ（鳥栖
市）、犬吉様、渕上様（佐賀市）、株式会社
アヴェル様（熊本市）、ＨＮ様（唐津市）、カ
イ君のご家族様（三養基郡）、米田様（広
島県）、ららぶー様（佐賀市）、Ｍ様（佐賀
市）、渕上様（神埼市）、三瀬様（佐賀市）、
井上様（佐賀市）、盛川様（佐賀市）、ハチ
ミツ様

近所のお子様、雑種様、岩村様、nekoneko 様、古
賀様、ケン様、長澤様ご夫婦、山北様、チョコ様、
犬吉様、レオンママ様グループ、岸川様、渕上様、
１１０７様

４月

野口様(佐賀市）、マロ様(福岡県田川
郡）、山口様(長崎県東彼杵郡)、岩村様
(福岡県小郡市）、武井様(佐世保市)、ジョ
イママ様(唐津市）、川原様(伊万里市）、満
田様(杵島郡）、堤様（多久市）、堤様（唐
津市）、北島様（唐津市）、古賀様{唐津
市）、松尾様（唐津市）、和田様（三養基
郡）、大野様（伊万里市）、松尾様（武雄
市）、溝口様（杵島郡）、中島様（武雄市）、
雑種様（武雄市）、川野様(唐津市)、山北
様(佐賀市)、キンちゃんの保護主様、匿名
希望様(佐賀市)、すずちゃん様(佐賀市)、
川中様(佐賀市)、チョコ様(佐賀市

近所のお子様、雑種様、もみじ様、多久島様、岩村
様、ジョイママ様、nekoneko 様、古賀様（一時預
り）、チョコ様、カステラ三郎様、山北様、クウガママ
様、川野様、カイ様ファミリー４名様、ケン様、長澤
様ご夫婦、ららぶー様、犬吉様、ヤマトくんのお姉ち
ゃんとお友達２名様、レオンママ他４名、ハチミツ
様、ミエティ様、光冨様、１１０７様

平成２３年度（２０１１年）
３月

ご支援金や物資
ボランティア（労力）
野口様（佐賀市）、ミーコ様（福岡県久留米 近所のお子様、もみじ様、雑種様、nekoneko 様、ケ
市）、澤田様（藤津郡）、瀧本様（藤津郡）、 ン様、１１０７様、光冨様、ＭＯ様、山北様
梅崎様（伊万里市）、田中様（長崎県東彼
杵郡）、雑種様（武雄市）、元木様（福岡
県）、山下様（佐賀市）、深草様（長崎県東
彼杵郡）、山口様（長崎県東彼杵郡）、松
尾様（唐津市）、川原様（嬉野市）、中尾様
（伊万里市）、和田様（三養基郡） 、匿名
希望様（佐賀市）、ジョイママ様（唐津市）、
ケン様（神埼郡）、ＴＹ様（三養基郡）、ミー
の友人様（長崎県佐世保市）、川中様（佐
賀市）、宮崎様（佐賀市）、長澤様（福岡
県）、佐保様（福岡県）

２月

野添様（武雄市）、河原様(嬉野市)、松本 近所のお子様、もみじ様、雑種様、nekoneko 様、福
様(唐津市)、池田様(長崎県佐世保市)、和 田様、１１０７様、光冨様、カート・出口様、大学生Ｍ
田様(三養基郡)、深草・山口様(長崎県東 様
彼杵郡)、もみじ様(長崎県佐世保市)、草
場様(武雄市)、国清様(鹿島市)、林田様
(嬉野市）、ミーコ様（福岡県久留米市）、１
１０７様、福田様（神埼郡）、川中様（佐賀
市）、ＭＫ様（佐賀市）、古賀様（佐賀市）、
ＭＯ様（佐賀市）、『むさし野』足立様（佐賀
市）、山崎様（小城市)

１月

野口様（佐賀市）、野口様（小城市）、ジョイ 近所のお子様、もみじ様、雑種様、nekoneko 様、福
ママ様（唐津市）、田中様（長崎県東彼杵 田様、蘆原様親子、ネコママ様、トリミングの学生
郡）、M 様（長崎県諫早市）、長岩様（武雄 様、１１０７
市）、満田様（杵島郡）、植松様（鹿島市）、
鈴木様（杵島郡）、トラキチ様（唐津市）、川
崎様（伊万里市）、広重様（佐賀市）、岩下
様（佐賀市）、西村様（佐賀市）、中村様
（武雄市）、うめっち友人Ａ様（長崎県佐世
保市）、うめっち友人Ｂ様（福岡県久留米
市）、キンちゃんの保護主様、松崎様（佐
賀市）、はるか様（佐賀市）、松本様（佐賀
市）、中野様（佐賀市）、福田様（神埼郡）、
樋口様（神埼市）、ミーコ様（福

１２月

野口様（佐賀市）、掛橋様（武雄市）、もみ
じ様（長崎県佐世保市）、ネコママ（唐津
市）、山崎様（武雄市）、堀田様（武雄市）、
みゆき様（長崎県諫早市）、永池様（鹿島
市）、光冨様（佐賀市）、増田様（武雄市）、
小熊様（小城市）、平井様（鳥栖市）、山口

近所のお子様、みゆき様、ネコママ様、ネコネコ
様、もみじ様、１１０７様、うめっち様、レオンママ他２
名、光冨様、長岩様（研修生）

様（武雄市）、和田様（三養基郡）、瀧下様
（福岡県筑紫郡）、ミーコ様（福岡県久留米
市）、１１０７様、キナコ様（武雄市）、ＥＭＡ
様（伊万里市）、ジョイママ様（唐津市）、雑
種様（武雄市）、芦原様（佐賀市）、田中様
（長崎県東彼杵郡）、辻様（唐津市）、緒方
様（長崎県佐世保市）、溝
１１月

岩下様（佐賀市）、田中様（長崎県東彼杵
郡）、もみじ様（長崎県佐世保市）、ねこマ
マ（唐津市）、徳久様（長崎県佐世保市）、
Ｓ Ｕ様 （ 伊 万 里 市 ） 、Ｍ 様 （ 長 崎 県 諫 早
市）、Ｋ様（武雄市）、岩尾様（西松浦郡）、
山田様（三養基郡）、ＵＩ様（佐賀市）、ＭＯ
様（小城市）、江中様（福岡県大川市）、黒
猫パパ様（鳥栖市）、宮崎様（佐賀市）、ミ
ーコ様（福岡県久留米市）、１１０７様、カイ
君のご家族様（三養基郡）、境様（佐賀
市）、ＨＭ様（佐賀市）、うめっち様（三養基
郡）、和田様（三養基郡）、境様（佐賀市）

近所のお子様、みゆき様、ねこママ様、nekoneko
様、もみじ様、１１０７様、うめっち様、福田様、カイ
君のご家族様

１０月

野口様（佐賀市）、Ｍ様（長崎県諫早市）、
カイ様（三養基郡）、野田様（武雄市）、猫
ママ（長崎県〇〇市）、岩下様（佐賀市）、
ネコママ（唐津市）、ＥＮ様（武雄市）、もみ
じ様（長崎県佐世保市）

北川様、安永様、みゆき様、ＥＮ様、もみじ様、雑種
様、近所のお子様、１１０７様、松本様、ねこママ
様、nekoneko 様

９月

野口様（佐賀市）、和田様（三養基郡）、井 諸石様、nekoneko 様、おかあちゃん様、ドッグカフ
上様(唐津市）、筒井様（佐賀市）、M 様（長 ェ様（１１名）、近所のお子様方（5 名）、雑種様、安
崎県諫早市）、山口様（鳥栖市）、斎藤様 永様、北川様、１１０７様、nekoneko 様
（福岡県福岡市）、山口様(伊万里市）、糸
山様(西松浦郡）、田中様（長崎県東彼杵
郡）、島内様（三養基郡）

８月

野口様（佐賀市）、松尾様（武雄市）、永島 松尾様（武雄市）、nekoneko 様、おかあちゃん様、
様(長崎県佐世保市）、山崎様(武雄市）、 近所のお子様方（5 名）、１１０７様
成松様(佐賀市）、藤田様（西松浦郡）、梶
本様(奈良県生駒市）、田中様(長崎県東
彼杵郡）、レオンママ様、糸山様（西松浦
郡）、山口様(伊万里市）、和田様（三養基
郡）、天本様(鳥栖市）、１１０７様

７月

新井様、野口様（佐賀市）、M 様（長崎県
諫早市）、北島様(福岡県大川市）、平川
様(西松浦郡)、安永様(嬉野市)、新宮様
(武雄市)、田中様(長崎県東彼杵郡)、小川
様(三養基郡)、山崎様(武雄市)、高橋様
(武雄市)、H 様(唐津市）、佐賀トヨペットの

ドッグカフェ様（１８名）、山口様、nekoneko 様、おか
あちゃん、近所のお子様方（5 名）、１１０７様

八尋様（鳥栖市）
６月

新井様、野口様（佐賀市）、M 様（長崎県 nekoneko 様、おかあちゃん様、近所のお子様方（5
諫 早 市 ） 、田原 様 (唐 津市 ) 、渡 様 (嬉 野 名）、野崎様、三島様
市)、澤田様(藤津郡)、井上様(唐津市)、武
井様(長崎県佐世保市)、浦川様(武雄市)、
馬場様(鹿島市)、松尾様(武雄市)、福島様
(小城市）、佐賀トヨペットの八尋様（鳥栖
市）

５月

新井様、江口様、野口様（佐賀市）、M 様 nekoneko 様、おかあちゃん様、近所のお子様方（5
（長崎県諫早市）、永石様(武雄市)、松尾 名）、野崎様、三島様、１１０７様
様(武雄市)、長沢(武雄市)、小松様（伊万
里 市 ） 、津 山様 ( 佐賀 市 )、池 上 様 ( 白石
町）、中村様(武雄市)、釣川様(唐津市）、
大坪様(武雄市)、田中様(長崎県東彼杵
郡)、糸山様(佐賀市）、樋渡様(嬉野市）、
久家様(鳥栖市）、藤田様(西松浦郡)、江
頭様(佐賀市)、福田様(神埼市)、吉牟田様
(嬉野市)、示野様（鳥栖市）、小川様（三養
基郡）、池田様、境様（佐賀市）、田中様
（佐賀市）

４月

新井様、江頭様、野口様（佐賀市）、M 様
（長崎県諫早市）、糸山様(佐賀市)、浦川
様(武雄市)、武藤様(小城市)、多久島様
(嬉野市)、脇山様(唐津市)、斎藤様(福岡
県福岡市)、H 様(唐津市)、福地様(佐賀
市)、中村様(武雄市)、池上様(杵島郡)、山
口様(伊万里市)、西岡様(鹿島市）、山崎
様(杵島郡)、井上様(唐津市）、江越様(佐
賀市)、荒川様(三養基郡)、大川様(神埼
市 ） 、小 川 様( 三 養基 郡 )、石 井 様 ( 佐賀
市)、土井様(鹿島市)、山本様(佐賀市)、南
様(福岡県糸島市)、野口様（佐賀市)、藤
田様(西松浦郡)、山田

山崎様、牟田様、nekoneko 様、おかあちゃん様、近
所のお子様方（5 名）、野崎様、三島様、１１０７様

平成２２年度（２０１０年）
３月

ご支援金や物資
ボランティア（労力）
川副様、カイ様（三養基郡）、山田様（三養 Ｍ様、、Ｎ様、Ｙ様（しつけ教室講師）、nekoneko 様
基郡）、川原様（唐津市）、吉開様（福岡県
柳川市）、小川様（三養基郡）、坪上様（佐
賀市）、古賀様（福岡県柳川市）、小野様
（小城市）、福地様（佐賀市）、辻様（佐賀
市）、吉牟田様（嬉野市）、糸山様（佐賀
市）、吉田様（鹿島市）、梶本様（奈良県）、
トラキチ様（唐津市）、川崎様（杵島郡）、藤

田様（西松浦郡）、田島様（佐賀市）、M
様 、永 石 様 （ 武 雄市 ） 、小松 様 （ 伊 万里
市 ） 、１ １ ０ ７ 様 、Ｔ．Ｔ様 、 江 口 様 （ 佐 賀
市）、島崎様（佐賀市）、釘本様（佐賀市）、
永松様（小城市）
２月

内村様、野口様（佐賀市）、１１０７様、納富
様（小城市）、木曾様（大阪府）、M 様（長
崎県諫早市）、西村様（佐賀市）、尾形様
（神埼市）、福田様（小城市）、古賀様（福
岡県柳川市）、藤田様（佐賀市）、福地様
（佐賀市）、境様（佐賀市）、小杉様（佐賀
市）、池田様（佐賀市）、久家様（鳥栖市）、
橋口様（佐賀市）、横田様（神埼市）、糸山
様（佐賀市）、川口様（佐賀市）、小野原様
（佐賀市）、北島様（唐津市）、トラキチ様
（唐津市）、松尾様（武雄市）、藤田様（西
松浦郡）、江島様（佐賀市）、永石様（武雄
市）、梅崎様（佐賀市）、ルミネ

１月

福田様、江頭様、野口様(佐賀市）、北島 Ｍ様、Ｓ様、Ｄ様、Ｋ様、Ｎ様、nekoneko 様
様(佐賀市）、古賀様(福岡県)、松本様(神
奈川県横浜市)、田中様(佐賀市)、H 様(唐
津市)、三瀬様(佐賀市)、蒲原様(佐賀市)、
鹿田様(福岡県筑後市)、塚崎様(佐賀市)、
坂井様(佐賀市）、川原様（唐津市）、福田
様（小城市）、西村様（佐賀市）、荒川様
（三養基郡）、平井様（佐賀市）、島崎様
（佐賀市）、栗山様（佐賀市）、秋月様（嬉
野市）、岩崎様（福岡県糟屋郡）、吉牟田
様（嬉野市）、藤田様（西松浦郡）、永石様
（武雄市）、斎藤様（福岡県福岡市）、河内
野様(武雄市）、武富様(杵島

１２月

Ｍ様、Ｓ様、Ｄ様、Ｋ様、Ｎ様、nekoneko 様

佐久間様、島本様（武雄市）、藤原様(嬉 ＭＴ様、ＡＩ様、Ｍ様、Ｓ様、Ｄ様、Ｋ様、、ＪＹ様、野
野市）、M 様、今里様(武雄市）、永石様(武 崎様、ドッグカフェ様（１５名）nekoneko 様
雄市）、トラキチ様(唐津市）、林田様(武雄
市）、藤田様(佐賀市)、北村様(佐賀市)、
福島様(小城市)、桟様(嬉野市)、江中様
(福岡県大川市)、福地様(佐賀市)、糸山様
(佐賀市）、井上様(唐津市)、藤田様(西松
浦郡)、武井様(長崎県佐世保市)、納富様
(小城市）、野田様(武雄市）、梅崎様(佐賀
市)、田中様(長崎県東彼杵郡）、執行様、
山崎様(杵島郡)、東野様(兵庫県)、きへん
(嬉野市)、樋口様(小城市)、松尾様(武雄
市)、キソ様(大

１１月

島崎様（佐賀市）、今里様（武雄市）、井上
様（唐津市）、永石様（武雄市）、柴田様
（大分県）、安永様（嬉野市）、武井様（長
崎県佐世保市）、梅崎様（佐賀市）、北島
様（福岡県）、村里様（長崎県諫早市）、田
中様（長崎県東彼杵郡）、中島様（鹿島
市）、福地様（佐賀市）、藤田様（西松浦
郡）、神宮様（唐津市）、森永様（佐賀市）、
野口様（佐賀市）、平野様（唐津市）、糸山
様（佐賀市）、永渕様（佐賀市）、有）財基
（佐賀市）、境様（佐賀市）、藤田様（佐賀
市）、福富様（兵庫県）、大神様、島内様
（三養基郡）、石田様（佐賀市）、江口様（

Ｔ様、ＡＩ様、Ｍ様、Ｓ様、Ｄ様、Ｋ様、nekoneko 様

１０月

佐藤様（鹿島市）、福地様（佐賀市）、島崎
様（佐賀市）、杉原様（佐賀市）、野田様
（武雄市）、松尾様（武雄市）、藤田様（西
松浦郡）、永石様（武雄市）、１１０７様、谷
口様（佐賀市）、島本様（福岡県）、福島様
（小城市）、大塚様（佐賀市）、陣内様（多
久市）、円城寺様（佐賀市）、鶴丸様（佐賀
市）、柴戸様（佐賀市）、釘本様（小城市）、
西村様（佐賀市）、杉原様（佐賀市）、大串
様（佐賀市）、柴田様（佐賀市）、井上様
（神埼市）、西村様（佐賀市）

Ｔ様、ＡＩ様、Ｍ様、Ｓ様、Ｄ様、Ｋ様、nekoneko 様

９月

杉原様（佐賀市）、三ヶ島様（佐賀市）、藤
田様（西松浦郡）、佐藤様（鹿島市）、井上
様（唐津市）、中村様（武雄市）、島崎様
（佐賀市）、西岡様（鹿島市）、北島様（福
岡県）、武井様（西松浦郡)、斎藤様(福岡
県)、福島様(小城市)、野田様(武雄市）、
福地様（佐賀市）、古川様（佐賀市）

Ｔ様、ＡＩ様、Ｍ様、Ｓ様、Ｄ様、Ｋ様、nekoneko 様

８月

杉原様(佐賀市）、糸山様(嬉野市)、水田
様(武雄市)、島崎様(佐賀市)、古川様(西
松浦郡)、山田様(鹿島市)、中村様(佐賀
市)、古川様(佐賀市)、高添様(佐賀市）、
野田様(武雄市)、三島様(佐賀市)、原様
(伊万里市)、藤田様(西松浦郡)、馬場様
(鹿島市)、武村様(武雄市)、大久保様(武
雄市)、川畑様(福岡県久留米市）、北島様
(福岡県大川市）、福地様(佐賀市）

nekoneko 様

７月

太田様(伊万里市)、森永様(小城市)、古賀 nekoneko 様
様(杵島郡)、林様(佐賀市)、山崎様(武雄
市)、大隈様（小城市)、三ヶ島様(佐賀市)、
小松様(伊万里市)、立野様(佐賀市)、野田

様(武雄市)、野口様(佐賀市)、瀬口様(福
岡県筑紫郡)、古賀様(福岡県糟屋郡)、木
村様(佐賀市)、中村様(武雄市)、山田様
(鹿島市）、松永様(奈良県北葛城郡)、武
井様(長崎県佐世保市)、梶原様(小城市)、
福地様(佐賀市)、緒方様(佐賀市)、井上様
(唐津市)、坂本様(佐賀市)、藤田様(西松
浦郡)、中川様(佐賀市)、卯野木様(小城
市)、杉原様
６月

小松様(伊万里市）、野添様(武雄市)、森
永様(多久市)、島崎様(佐賀市)、野口様
(小城市）、中川様(佐賀市)、福地様(佐賀
市)、上野様(伊万里市)、島崎様(佐賀市)、
納富様(杵島郡)、藤田様(西松浦郡)、水田
様(武雄市)、大久保様(武雄市)、斎藤(福
岡県)、石田様(佐賀市)、古賀様(杵島郡)、
中村様(武雄市）

５月

島崎様(佐賀市)、山崎様(武雄市)、川崎様
(杵島郡)、秀島様(武雄市)、石田様(佐賀
市)、小松様(伊万里市)、江里口様(唐津
市)、武井様(長崎県佐世保市)、岩崎様(福
岡県糟屋郡)、藤田様(西松浦郡)、烏山様
(武雄市)、谷上様(伊万里市)、山崎様(杵
島郡)、所賀様(藤津郡)、野添様(武雄市)、
井上様(唐津市)、野田様(武雄市)、吉武様
(佐賀市)、徳久様(長崎県佐世保市）、斎
藤 様 ( 福 岡 県 福 岡 市 ） 、前 田 様 ( 西 松 浦
郡)、直塚様(神埼市）

４月

所賀様(藤津郡)、釘本様(小城市)、井上様
(唐津市)、古賀様(神埼市）、伊東様(佐賀
市)、藤田様(西松浦郡)、水田様(武雄市)、
田中様(長崎県東彼杵郡)、島崎様(佐賀
市)、小松様(伊万里市)、田中様(佐賀
市）、原様(伊万里市)、中川様(佐賀市)、
徳久様(長崎県佐世保市)、西村様(佐賀
市)、原様(佐賀市)、広川様(多久市)、中村
様(武雄市）

nekoneko 様

平成２１年度（２００９年）
３月

ご支援金や物資
川崎様、野口様（佐賀市）、藤田様(西松
浦郡)、江口様(武雄市)、佐保様(福岡県春
日市)、松本様(唐津市)、島崎様(佐賀市)、
松尾様(小城市)、浅香様(佐賀市)、本田様

ボランティア（労力）

(長崎県佐世保市)、中川様(鹿島市)、下平
様(武雄市)、金崎様(嬉野市）
２月

川崎様、野口様（佐賀市）、徳久様(長崎
県佐世保市)、岸川様(武雄市)、山崎様(杵
島郡)、釘本様(小城市)、向井様(佐賀市)、
大野様(佐賀市)、藤田様(西松浦郡)、島崎
様(佐賀市)、岩崎様(福岡県糟屋郡)、松永
様(佐賀市)、高田様(佐賀市)、甲斐様(伊
万里市)、井上様(唐津市）、

１月

川崎様、野口様（佐賀市）、松永様(佐賀
市)、古賀様(福岡県糟屋郡)、島崎様(佐賀
市)、井上様(唐津市)、徳久様(長崎県佐世
保市)、槙原様、西村様(佐賀市)、藤田様
(西松浦郡)、武藤様(西松浦郡)、納富様
（小城市)、町野様(京都府長岡京市）

Ｋ様（しつけ教室講師）

１２月

川崎様、黒岩様、小田様(西松浦郡）、戸
上様(鹿島市)、高田様(佐賀市）、宮口様
（武雄市）、西田様（福岡県筑後市）、梶原
様（武雄市）、千々岩様（佐賀市）、平井様
（三養基郡）、河原様（小城市）、藤原様
（嬉野市）

Ｋ様（しつけ教室講師）

１１月

川崎様、野口様（佐賀市）、西村様（嬉野
市）、徳永様（神埼市）、中川様（佐賀市）、
森様（西松浦郡）、ＳＳ様、ＹＦ様（西松浦
郡）、ＨＮ様（佐賀市）、ＹＴ様（佐賀市）、Ｋ
Ｔ様（神埼市）、ＭＮ様（嬉野市）、ＹＴ様
（鹿島市）、ＫＦ様（西松浦郡）、ＫＴ様（佐
賀市）

１０月

西村様（嬉野市）、）、ＫＦ様（西松浦郡）、
ＡＹ様（佐賀市）、ＹＴ様（鹿島市）、ＭＮ様
（嬉野市）、ＨＮ様（佐賀市）、ＳＩ様（唐津
市）、ＴＳ様（佐賀市）、ＴＭ様（佐賀市）、Ｆ
Ｔ様、ＳＮ様（佐賀市）、ＫＮ様（佐賀市）、
ＭＥ様（小城市）

９月

江里口様（唐津市）KＨ様（武雄市）、ＳＥ様
（佐賀市）、ＫＡ様（福岡県）、ＹＥ様（唐津
市）、ＳＭ様（宮城県）

８月

松本様、永渕様（神埼市）、松永様（佐賀
市）、西田様（福岡県筑後市）、ＡＹ様（佐
賀市）、ＯＳ様（武雄市）、Ｈ様（小城市）、
ＮＹ様（佐賀市）、ＹＯ様（福岡県）、ＳＥ様

（佐賀市）、ＭＫ様（佐賀市）、ＨＮ様（福岡
県）、ＥＭ様、ＨＮ様（神埼市）、ＴＫ様（長
崎県）、ＹＮ様（佐賀市）、Ｓ様、Ｍ様、ＣＭ
様（佐賀市）、ＨＮ様（佐賀市）、ＭＴ様（佐
賀 市 ） 、ＹＮ様 （ 佐賀 市 ）、Ｋ Ｍ 様 （武 雄
市）、ＳＩ様（唐津市）、ＹＮ様（佐賀市）、ＳＳ
様（福岡県）、ＳＤ様（鹿島市）、ＹＡ様（小
城市）、ＳＮ様（佐賀市）
７月

黒岩様、中島様、弟子丸様(佐賀市）、田
中様（長崎県諫早市）、ＨＯ様（小城市）、
ＲＭ様（佐賀市）、ＹＡ様（佐賀市）、ＫＩ様
（武雄市）、ＥＫ様、ＭＭ様（愛知県）、Ｓ様
（佐賀市）、ＫＲ様（武雄市）、Ｅ様（唐津
市）、ＭＵ様（佐賀市）、ＫＩ様（福岡県）

６月

徳久様、上瀧様（杵島郡）、西田様（福岡
県筑後市）、ＭＫ様（佐賀市）、ＳＤ様（佐
賀市）、ＫＴ様、ＳＵ様（杵島郡）、ＨＮ様
（福岡県）、ＡＴ様（佐賀市）、ＴＨ様（武雄
市）、ＳＩ様（唐津市）、ＹＡ様（佐賀市）、N
様（佐賀市）、NF 様（武雄市）、RH 様（茨
城県）、HH 様（佐賀市）、N 様（佐賀市）、
KM 様（福岡県）、K 様（佐賀市）、YK 様
（長崎県）、NF 様（武雄市）

５月

ＴＵ様（武雄市）、Ｍ様（武雄市）、ＹＹ様
（杵島郡）、ＹＹ様（伊万里市）、ＭＦ様（嬉
野市）、Ｍ様（佐賀市）、ＡＮ様（武雄市）、
Ｄ様（鹿島市）、Ｋ様（伊万里市）、ＫＫ様
（三養基郡）、ＨＨ様（鹿島市、）、Ｍ様（武
雄市）、Ｉ様・Ｈ様（鹿島市）

４月

黒岩様、ＲＭ様（東京都）、Ｍ様（武雄
市）、ＭＥ様（佐賀市）、ＭＦ様（嬉野市）、Ｓ
様（長崎県）、ＭＴ様（武雄市）、ＭＥ様（佐
賀 市 ） 、 Ｙ Ｙ様 （ 杵 島 郡 ） 、 Ｍ Ｆ 様 （ 嬉 野
市 ） 、ＳＳ様 （福 岡県 ） 、Ｋ様 ・Ｓ様 （長 崎
県）、Ｉ様・Ｈ様（鹿島市）、ＥＫ様、ＭＦ様
（嬉野市）、ＹＹ様（杵島郡）

平成２０年度（２００８年）
３月

ご支援金や物資
ＫＫ様、ＭＦ様（嬉野市）、ＹＫ様・Ｓ様（長
崎県）、ＭＵ様（佐賀市）、Ｏ様（西松浦
郡）、ＫＭ様（福岡県）、ＹＭ様（嬉野市）、
ＭＦ様(嬉野市）、、Ｉ様・Ｈ様（鹿島市）、Ｓ

ボランティア（労力）

２月
１月
１２月
１１月
１０月
９月

８月
７月

Ｎ様(武雄市)、Ｏ様(武雄市）、ＹＫ様(長崎
県）、Ｓ様(長崎県）、ＫＭ様(福岡県）、Ｎ様
(東京都)、ＴＵ様(伊万里市)、ＳＳ様(福岡
県)、ＹＹ様(杵島郡）、Ｋ様(武雄市)、ＹＫ
様(長崎県）
ＭＦ様(嬉野市)、ＡＭ様(西松浦郡）
Ｆ様(嬉野市）
Ｈ様{武雄市）、Ｋ様（長崎県）
Ｍ様(佐賀市)、Ｓ様(長崎県）、Ｋ様（長崎
県）
Ｋ様(長崎県）、Ｆ様（嬉野市）、Ｈ様（東京
都）、Ｔ様（神埼市）、Ｋ様（武雄市）、Ｍ様
(武雄市）、Ｉ様(佐賀市）、Ｆ様（嬉野市）、
Ｍ様（東京都）、Ｔ様（京都府）、Ｎ様（京都
府）、Ｗ様（群馬県）
Ｋ様(長崎県）、Ｆ様（多久市）、Ｔ様（福岡
県）、Ｆ様（嬉野市）
Ｆ様(佐賀市）、Ｆ様(嬉野市）、Ｈ様(唐津
市）

６月
５月
４月

ＡＭ様（しつけ教室講師）

ＡＭ様（しつけ教室講師）

ＡＭ様（しつけ教室講師）
ＡＭ様（しつけ教室講師）

平成１９年度（２００７年）
ご支援金や物資
３月
２月
１月
１２月
１１月
１０月
９月
８月
７月
６月
５月
４月

ボランティア（労力）
ＡＭ様（しつけ教室講師）
ＡＭ様（しつけ教室講師）

ＡＭ様（しつけ教室講師）
ＡＭ様（しつけ教室講師）
ＡＭ様（しつけ教室講師）
ＡＭ様（しつけ教室講師）

