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塩川　恵美子　様 子供用おもちゃ 櫻井　孝行　様 歯ブラシ 8本

コーヒー　他 櫻井　聖　様 石鹸 3個

佐野　富子　様 ペットマット 1枚 Ｔ字カミソリ 4本

トイレットペーパー 1パック 粉ミルク 1缶

タオル類 おしりふき 6パック

堀込　元成　様 赤ちゃん用おむつM/L 各1パックずつ だっこひも 1本

堀込　あけみ　様 トイレットペーパー 4ロール タオル類 11枚

子供用肌着 4枚 犬用　ごはん 3缶

赤ちゃん用肌着 3枚 本 8冊

子供用パンツ 3枚 カワノベ　様 離乳食 10食分

赤ちゃん用・子供用靴下 各3足 おしりふき 1パック

フェイスタオル 10枚 お菓子 3袋

おしりふき 3個パック×2 トイレットペーパー 2パック

離乳食 15食分 おむつ 1パック

粉ミルク 2缶 下着 4×2

小口　雅裕　様 ボックスティッシュ 40個 靴下 3足

男性用衣類 3箱分 酒井　ルミ　様 絵本

マスク 4箱 タオル

ブランケット 2枚 子供用衣類

渡辺　由起子　様 ラップ 5本 カルタ

女性用生理用品 1パック 市川　様 たばこ

衣類 1着 ドッグフード

カイロ 1パック キャットフード

菓子　他 毛布

佐野　加奈　様 ぬいぐるみ 女性用防寒服

メモ用紙 1箱 おむつ

消毒液 3本 トイレットペーパー

カレンダー 5本 女性用生理用品

子供用防寒着 1着 平下　佐知子　様 子供用おもちゃ

ジュース 1ケース お菓子

塩川　恵美子　様 タオル類 5枚 トイレットペーパー

台所用品 15個 渡辺　久美子　様 トイレットペーパー

ティッシュペーパー 20個 女性用生理用品

絵本 みゆきの苑　様 生理用品

子供用防寒着 2着 衛生用品

おむつ 1ケース トランプ

衣類 子供用おむつ
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みゆきの苑　様 大人用おむつ 藁間　歌穂　様 下着

トイレットペーパー トイレットペーパー

ドッグフード 佐野　智美　様 お菓子

タオル 離乳食

衣類 缶詰

食品 靴下

米 おしりふき

携帯充電器 18：00頃来て下さったご家族 子供用セット 2箱

四月朔日　雅子　様 はぶらし 望月　健　様 子供用おむつ 4袋

歯磨き粉 大人用おむつ 4袋

靴下 衣類

下着 おしりふき

ジュース 粉ミルク

山本　紀恵　様 タオル 森下　徹　様 トイレットペーパー 4パック

衣類 ご友人の方々 缶詰 5缶

毛布 粉ミルク 1缶

ティッシュペーパー タオル

おしりふき 子供用おむつ 1袋

望月　仁美　様 トイレットペーパー お菓子

子供用下着 おしりふき 1パック

山田　晃子　様 衣類 大人用下着 2袋

食品 大人用おむつ 4パック

佐々木　よう子　様 トイレットペーパー ゆうこ　様 大人用おむつ 1袋

粉ミルク 宇佐美　俊平　様 子供用おむつ 4袋

離乳食 宇佐美　えみこ　様 子供用靴下 3足

毛布 肌着 3着

衣類 粉ミルク 3缶

望月　聖子　様 タオル おしりふき 9パック

トイレットペーパー 離乳食 5食

関　和子　様 靴下 タオル 5枚

タオル トイレットペーパー 14個

トイレットペーパー なべお　様 米　 10kg

マスク 日本酒 3ℓ

小林　千織　様 大人用おむつ お菓子 12個

お菓子 トランプ

離乳食 Café wookies　様 赤ワイン 2本

藁間　歌穂　様 衣類 本 3冊
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おさつ　様 タオル 3枚 田中　様 ティッシュ

ティッシュペーパー 5個 枕

水 1本 離乳食　他

ポカリスエット 1本

女性用生理用品 1袋

ウェットティッシュ 1パック

缶詰 3缶

えりこ　様 おむつ 1袋

カイロ

トイレットペーパー

ゆか　様 おむつ

おしりふき

ミルク

毛布 7枚

電池

タオル 3枚

軍手

井出　哲哉　様 おしりふき 3パック

ご友人の方々 うまい棒 30本

幼児用缶詰 8缶

トイレットペーパー 26

幼児用おむつ 2袋

タオル 10枚

幼児用食品 12

大人用靴下 5足×2

缶詰 8缶

キャンディー 1kg

子供用靴下 6足

子供用おもちゃ

お年寄り用セット 4箱分

カップラーメン 2食

チョコレート 2枚

井上　志津香　様 缶詰 3缶

トイレットペーパー 12個


