
日付 お名前/項目 入金 出金 残金

10月6日 青山譲渡会にてご寄付 ¥10,000 ¥10,000

10月15日 J.M様（里親様）よりご寄付 ¥5,000 ¥15,000

Y.Y様よりご寄付 ¥10,000 ¥25,000

J.M様（里親様）よりご寄付 ¥100,000 ¥125,000

Y.T様よりご寄付 ¥10,000 ¥135,000

Y,O様よりご寄付 ¥5,000 ¥140,000

10月16日 W.N様よりご寄付 ¥10,000 ¥150,000

R.O様よりご寄付 ¥5,000 ¥155,000

R.A様よりご寄付 ¥5,000 ¥160,000

J.M様（ボランティアさん）よりご寄付 ¥10,000 ¥170,000

Y.A様よりご寄付 ¥2,000 ¥172,000

O.O様（里親様）よりご寄付 ¥5,000 ¥177,000

Y.W様よりご寄付 ¥10,000 ¥187,000

10月17日 Y.N様よりご寄付 ¥5,000 ¥192,000

M.A様（里親様）よりご寄付 ¥10,000 ¥202,000

S.O様よりご寄付 ¥5,000 ¥207,000

K.N様よりご寄付 ¥5,000 ¥212,000

M.H様よりご寄付 ¥5,000 ¥217,000

10月18日 C,F様よりご寄付 ¥50,000 ¥267,000

H.U様（ボランティアさん）よりご寄付 ¥50,000 ¥317,000

F.S様よりご寄付 ¥3,000 ¥320,000

A.Y様（里親様）よりご寄付 ¥50,000 ¥370,000

S.S様よりご寄付 ¥8,000 ¥378,000

10月19日 Y.S様よりご寄付 ¥2,000 ¥380,000

Y.T様よりご寄付 ¥5,000 ¥385,000

S.I様よりご寄付 ¥2,000 ¥387,000

Y.I様よりご寄付 ¥3,000 ¥390,000

R.M様（里親様）よりご寄付 ¥1,000 ¥391,000

10月20日 B様（ボランティアさん）よりご寄付 ¥20,000 ¥411,000

WISHスタッフよりご寄付 ¥15,000 ¥426,000

M.O様（ボランティアさん）よりご寄付 ¥10,000 ¥436,000

区民まつり募金箱２０日分 ¥13,760 ¥449,760

10月21日 H様（ボランティアさん）よりご寄付 ¥5,000 ¥454,760

10月22日 T.N様（里親様）よりご寄付 ¥10,000 ¥464,760

K.T様よりご寄付 ¥5,000 ¥469,760

10月23日 M.S様よりご寄付 ¥3,000 ¥472,760

T.H様よりご寄付 ¥20,000 ¥492,760

Y.F様よりご寄付 ¥8,000 ¥500,760

Y.I様よりご寄付 ¥100,000 ¥600,760

10月24日 T.S様よりご寄付 ¥3,000 ¥603,760

10月25日 K.W様（里親様）よりご寄付 ¥5,000 ¥608,760

S.T様（里親様）よりご寄付 ¥3,000 ¥611,760

10月26日 J.A様（ボランティアさん）よりご寄付 ¥5,000 ¥616,760

M.W様よりご寄付 ¥3,000 ¥619,760

10月28日 S.A様（里親様）よりご寄付（駒沢譲渡会にて） ¥10,000 ¥629,760



WISH店頭募金箱(１回目） ¥20,000 ¥649,760

区民まつり募金箱２１日分 ¥18,101 ¥667,861

10月29日 F.M様（ボランティアさん）よりご寄付 ¥10,000 ¥677,861

10月29日 M.N様よりご寄付 ¥5,000 ¥682,861

H.O様（里親様）よりご寄付 ¥10,000 ¥692,861

11月2日 J.N様（里親様）よりご寄付 ¥10,000 ¥702,861

K.W様よりご寄付 ¥10,000 ¥712,861

11月3日 A様よりご寄付（青山譲渡会にて） ¥5,000 ¥717,861

11月6日 Y.O様よりご寄付 ¥5,000 ¥722,861

11月8日 10/19　入院前血液検査/抗生物質 ¥8,000 ¥714,861

10/22　診察/レントゲン/血液検査 ¥27,680 ¥687,181

10/22　搬送代 ¥998 ¥686,183

10/23　搬送代 ¥998 ¥685,185

11月9日 K.S様よりご寄付 ¥50,000 ¥735,185

大学病院手術入院費 ¥378,880 ¥356,305

振込手数料 ¥210 ¥356,095

11月11日 J.A様（里親様）よりご寄付 ¥10,000 ¥366,095

R.K様（里親様）よりご寄付 ¥1,000 ¥367,095

11月13日 M.S様（里親様）よりご寄付 ¥7,490 ¥374,585

E.S様（里親様）よりご寄付 ¥5,000 ¥379,585

11月14日 S.O様よりご寄付 ¥3,000 ¥382,585

11月16日 J.K様よりご寄付 ¥10,000 ¥392,585

11月26日 Y様よりご寄付 ¥20,000 ¥412,585

12月4日 WISH店頭募金箱(2回目） ¥46,899 ¥459,484

12月4日 大学病院再診料 ¥11,210 ¥448,274

12月4日 搬送代 ¥984 ¥447,290

12月30日 １１月薬他医療費分 ¥5,200 ¥442,090

12月21日 ACプラネット様よりご寄付 ¥50,000 ¥492,090

1月8日 ACプラネット様よりご寄付 ¥50,000 ¥542,090

1月8日 大学病院再診搬送代 ¥984 ¥541,106

1月10日 大学病院再診手術（ビス摘出） ¥105,600 ¥435,506

術後抗生物質 ¥1,350 ¥434,156

1月24日 抜糸（安田獣医科医院） ¥2,100 ¥432,056

1月24日 搬送代 ¥718 ¥431,338

2月5日 大学病院再診料 ¥9,540 ¥421,798

大学病院再診搬送代 ¥1,026 ¥420,772

2月7日 薬(下痢）他医療費分 ¥2,400 ¥418,372

3月3日 青山譲渡会ガス、駐車場代 ¥2,463 ¥415,909

3月5日 検診レントゲン（安田獣医科医院） ¥3,150 ¥412,759

3月5日 搬送代 ¥737 ¥412,022

3月12日 大学病院再診料 ¥9,540 ¥402,482

3月12日 搬送代 ¥1,053 ¥401,429

3月22日 ACプラネット様よりご寄付 ¥30,000 ¥431,429

3月27日 大学病院再診手術（プレート摘出再生構築）搬送代 ¥1,040 ¥430,389

4月4日 大学病院面会ガス代 ¥1,026 ¥429,363

4月10日 大学病院再診手術（プレート摘出再生構築） ¥224,520 ¥204,843



4月10日 搬送代 ¥1,116 ¥203,727

5月14日 大学病院再診料 ¥9,540 ¥194,187

5月14日 搬送代 ¥1,019 ¥193,168

5月21日 不妊手術（安田獣医科医院）搬送代 ¥713 ¥192,455

5月25日 不妊手術とレントゲン ¥53,000 ¥139,455

5月25日 不妊手術（安田獣医科医院）搬送代 ¥708 ¥138,747

5月29日 ACプラネット様よりご寄付 ¥50,000 ¥188,747

6月3日 不妊手術抜糸（安田獣医科医院）搬送代 ¥698 ¥188,049

6月11日 大学病院再診料 ¥10,850 ¥177,199

6月11日 搬送代 ¥698 ¥176,501

6月25日 大学病院再診料 ¥9,540 ¥166,961

6月25日 搬送代 ¥1,005 ¥165,956

7月23日 大学病院再診料 ¥9,540 ¥156,416

7月23日 搬送代 ¥1,047 ¥155,369

8月19日 搬送代(安田獣医科医院） ¥757 ¥154,612

8月21日 CRP/白血球血液検査(動物病院モルム） ¥6,770 ¥147,842

8月24日 搬送代(安田獣医科医院） ¥757 ¥147,085

8月29日 病理検査、リュウマチ因子検査他(１９日２４日分） ¥25,714 ¥121,371

9月3日 ﾄﾗｲｱﾙ搬送代 ¥1,442 ¥119,929

9月17日 大学病院再診料 ¥12,800 ¥107,129

9月17日 搬送代 ¥1,081 ¥106,048

¥1,056,250 ¥950,202 ¥106,048


