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新型コロナウイルス感染症による万が一を考え、例年よりも開催が少なかった昨年度の譲渡

会ですが、そんななかでも未来に希望が持てるような頼もしく嬉しい瞬間がありました。 

譲渡会会場で販売している児玉小枝さんの著書「老犬たちの涙」を手に取ってくださる方々

の中に、お子さん方がとても多かったことです。タイトルのとおり、老犬たちが置かれてい

る現実と、その犬たちの命と心を守るために私達が出来ることとは何か？が、写真と文章で

とても読みやすく書かれている本です。 

夏休みの読書感想文にと購入してくれた小学生の男の子、学校 

の読書タイムに読みたいと選んでくれた女の子。 

こうした未来を担う世代をはじめ、たくさんの方々がこの本を 

きっかけに、今一緒に暮らしている命やこれから迎える命につ 

いて真剣に向き合ってくれたなら、最後まで幸せに生きぬく人 

と動物がきっとますます増えていくことでしょう。 

そんな希望を持つことが出来ました。 

ぜひご家族皆さまで読んでいただきたい 1 冊です。 
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理事長 保坂美代子 
譲渡会の計画、会計処理、物資のご寄付受取り、助成金申請や行政との連絡・報告などのボラ

ンティアをしております。 

月曜日から金曜日は会社でフルタイムで働いていますので、ボランティアに充てられる時間は

仕事が終わってからの数時間と休日だけです。 

犬猫に接する機会は少ないのですが、時々ピンチヒッターで一時的に預かりをすることもあり

ます。 

事務がメインのボランティアではありますが、皆様からのご寄附をいただいた時は感謝の気持

ちでいっぱいになり、幸せをいただいております。 

頭と体力が続く限りは、活動を継続していこうと思っています。 

 

 

副理事長 猫担当 嵯峨真菜美 
主に団体譲渡としてお預かりした猫の担当をさせていただいております。行政からの猫の引き

取り、預かり、移動、通院、薬・ワクチン・手術の手配、電話受付、譲渡先へのお届けまで、当

団体に来てから嫁ぐまでの猫達の成長を見られるのが私の喜びです。その他、一部の保護主さん

の猫の担当や、フリーマーケットの準備や出店等、仕事以外の自分の時間も毎日充実していて幸

せを感じます。預かりボランティアの皆さんやスタッフ達に日々助けていただきながら、楽しく

活動させていただいております。 

 

 

副理事長 犬担当 阿部鈴子 
犬の譲渡、預かり、行政からの犬の引き取り、犬の相談への対応、預かりボランティアさんとの

連絡、依頼などを担当しています。 

日々の活動は、預かっている子達の世話が中心です。 

週末は譲渡の決まった子のお届けや、預かりさんへの物資を届け、預かっている子達の平日出来

ないケアをします。 

毎日が犬中心に回っていますが、引き受けた子の不安そうな、悲しそうな目がキラキラ輝く目に

なった時、その子達が幸せ切符を掴み、新しい生活に駆け出して行く姿を見た時、疲れも吹っ飛

んでいきます。 

犬たちの笑顔の為に、幸せ切符を掴む為に、これからも微力ながら走り続けたいと思います。 

 

 

副理事長 猫担当 佐々木栄子 
県内在住の一般の方が保護して下さった保護猫の担当をしています。 

保護された猫を「貰って欲しい方」と「飼いたい方」を繋ぎ、猫の幸せを第一に、保護主さんと

貰い手さんの双方が納得ゆく譲渡ができるよう努めています。 

いぬねこのスタッフって、いつも 

どんなことをして 

いるのかな？ こんなことをしているよ♪ 

今回は、譲渡会以外の部分も 

ご紹介しまーす！！ 

スタッフの役割や日々のボランティアについて 



理事 皆川伸子 
今現在の私の役割は、主に保健所や愛護センターに連れてこられたチビ猫さん達のお世話です。 

まだ目も開いていない、へその緒もついたままの子もいます。そういう子にはミルクを飲んでも

らいます。目が開いているし歯もしっかり生えているのに、あまりにも体重が軽いちょっと心配

な子達が来たりします。 

そんな気になる子達が来た時は、すぐに動物病院に連れて行って健康状態を診て頂きます。 

どんな猫さん達でも、順調に育ち新しい飼い主さんが決まった時は、睡眠時間を削ってミルクを

飲ませたり世話をした甲斐があったと思います。 

これからも自分ができる事をできる範囲でやり続けていきます。 

 

 

理事 猫担当 佐藤晴奈  
猫を保護された方々と連携して、新しい飼い主さんを探すボランティアをメインに活動してい

ます。 

猫の一時預かりや、新しい飼い主さんへの猫のお届け、譲渡会での受け付けも担当しています。 

フルタイムで働いていますので、限られた時間での活動にはなります。 

一匹でも多くの猫たちが幸せになる手助けができればとの思いで、周りの皆さんと協力して精

一杯活動させていただいています。 

保護された猫たちが、新しい家族にあたたかく迎えられて、たくさんの愛情を受けて成長してい

る写真を見ることが、日々の活力になっています。 

 

 

監事 加賀智美 
皆様から頂いた大切な会費やご寄付が適切に使われ、正しく会計処理されているかをチェック

したり、ホームページの掲載内容の確認(表示に誤りが無いか、見てくださる皆様に分かりやす

いか)や、事務局の補助業務を行っています。 

１０年前に迷い猫を保護した事がきっかけで当団体に賛同、私自身は人見知りで行動力も無く、

会費だけなら…と始めたのですが、しっぽ達・保護主さんやスタッフと出逢った事で視野が広が

りました。 

役割上、皆様の善意や、スタッフの努力が実った報告に触れる事が多く、やりがいを感じており

ます！ 

 

 

監事 猫担当 中村久美子 
毎月の会計チェック、オリジナルグッズ販売などの事務方を少しと、行政からの猫の引き取り、

猫を譲り受けたい方の電話受付、トライアルが決まった猫のお届け、パウチを食べられるように

なったくらいの子猫の預かりもしています。また、預かりボランティアさんのところから体調の

よくない子を病院に連れて行くこともあります。会報誌の作成では、取材に伺ったり、コーナー

を担当させていただいたりと楽しみながらもそこは素人、もっとがんばらねばと思っています。 

幸せになる子が増えるように、先輩スタッフからアドバイスをいただきながらこれからも日々

丁寧に目の前のことに向き合っていきたいです。 

 

 

今回は、団体を運営する実働スタッフ８名の日々の活動をご紹介しました♪ 

もちろん賛助会員の皆様、預かりボランティアさん、譲渡会を手伝ってくださるスタッフやボラ

ンティアさん、またご寄付や物資のご支援で支えてくださる皆様も大切なサポートメンバーの

一員です！これからも保護っ子達のために、どうぞよろしくお願い致します。 



令和２年度　活動計算書
令和２年４月１日から３年３月３１日まで

（単位：円）
科目

Ⅰ経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 51,000
賛助会員受取会費 405,000 456,000

２．受取寄附金
受取寄附金　　 3,145,980 3,145,980

３．受取助成金等
（1）秋田市新型コロナウイルス支援金 100,000
（2）どうぶつ基金助成金 495,000 595,000

４．事業収益
（1）チャリティーバザー 170,923
（2）手作りマスク販売 143,000
（3）オリジナルグッズ販売 115,610

5,500
85,760 520,793

５．その他収益
受取利息 2
雑収益 5,547

2,138,597 2,144,146
経常収益計 6,861,919

Ⅱ経常費用
１．事業費

人件費
人件費計 0
その他経費
飼育費 344,333
医療費 1,391,893
譲渡会費用 28,280
旅費交通費 404,094
通信費 287,154
売上原価 45,202
備品消耗品費 14,752
保険料 14,500
支払手数料 71,294
支払助成金 1,275,000
雑費 7,454
その他経費計 3,883,956

事業費計 3,883,956
２．管理費

人件費 0
人件費計 0
その他経費
会議費 4,750
事務消耗品 85,218
通信費 74,047
租税公課 10,050
その他経費計 174,065 0

管理費計 174,065
経常費用計 4,058,021

当期経常増減額 2,803,898
Ⅲ経常外収益

１．固定資産売却益 0
経常外収益計 0

Ⅳ経常外費用
１．過年度損益修正損 0
経常外費用計 0

当期正味財産増減額 2,803,898
前期繰越正味財産額 0
次期繰越正味財産額 2,803,898

（１）

（２）

（5）猫砂・猫トイレ・ケージ販売

特定非営利活動法人の名称　　特定非営利活動法人いぬ・ねこネットワーク秋田

金額

（4）書籍販売

任意団体いぬ・ねこネットワーク秋田繰入金

（１）

（２）



令和２年度　貸借対照表
令和２年４月１日から３年３月３１日まで

（単位：円）

科目

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金預金 2,688,608

商品券 0

未収金 0

棚卸資産 165,617

流動資産合計 2,854,225

２．固定資産

固定資産合計 0
資産合計 2,854,225

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未払金 50,327

流動負債合計 50,327

２．固定負債

固定負債合計 0

負債合計 50,327

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 0 0

当期正味財産増減額 0 2,803,898

正味財産合計 2,803,898
負債及び正味財産合計 2,803,898

（単位：円）

Ⅰ 資産の部
１．流動資産

現金預金
手元現金 0
ゆうちょ銀行　当座預金 2,088,012
秋田銀行　普通預金 600,596
商品券 0

未収金 0
棚卸資産 165,617
流動資産合計 2,854,225

２．固定資産
固定資産合計 0 0

資産合計 2,854,225
Ⅱ 負債の部

１．流動負債
未払金 50,327
流動負債合計 50,327

２．固定負債
固定負債合計 0 0

負債合計 50,327
正味財産 2,803,898

金額科目

特定非営利活動法人の名称　　特定非営利活動法人いぬ・ねこネットワーク秋田

金額

令和２年度　財産目録
令和３年３月３１日現在

特定非営利活動法人の名称　　特定非営利活動法人いぬ・ねこネットワーク秋田



計算書類の注記

１．重要な会計方針
　　計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正 NPO法人

会計基準協議会）　によっています。
　 棚卸資産の評価基準及び評価方法

消費税等の会計処理

２．事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。 （単位：円）

事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ　経常収益 0 0
受取会費 0 456,000 456,000
受取寄附金 3,145,980 0 3,145,980
受取助成金等 595,000 0 595,000
事業収益 520,793 0 520,793
その他収益 5,549 0 5,549
旧団体繰入金 2,138,597 0 2,138,597

経常収益計 6,405,919 456,000 6,861,919
Ⅱ　経常費用 0 0

人件費 0 0
給料手当 0 0
臨時雇賃金 0 0
人件費計 0 0 0
その他経費 0
飼育費 344,333 0 344,333
医療費 1,391,893 0 1,391,893
譲渡会費用 28,280 0 28,280
旅費交通費 404,094 0 404,094
通信費 287,154 0 287,154
売上原価 45,202 0 45,202
備品消耗品費 14,752 0 14,752
保険料 14,500 0 14,500
支払手数料 71,294 0 71,294
支払助成金 1,275,000 0 1,275,000
雑費 7,454 0 7,454
その他経費計 3,883,956 0 3,883,956
管理費
会議費 0 4,750 4,750
事務消耗品費 0 85,218 85,218
通信費 0 74,047 74,047
租税公課 0 10,050 10,050
管理費計 0 174,065 174,065

経常費用計 3,883,956 174,065 4,058,021

当期経常増減額 2,521,963 281,935 2,803,898

（１）

科目

商品、貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっています。

消費税は税込み経理によっています。

（2）

1,391,893

0
0
0

520,793
0

0

 ４．

 ５．

（１）

（２）

 １．

 ２．

 ３．

2,203,602

344,333

犬猫保護事業
犬猫保護事業を行うた

めに必要な事業

0
3,145,980

595,000
0

5,549

5,885,126

3,681,524

318,361

 ６． 2,138,597 0

22,907
327,316
232,595

0
11,949

0

0
0

202,432

520,793

11,745

202,432

57,748
1,275,000

6,038

2,755
13,546

0
1,416

3,681,524
00

0 0
0

5,373
76,778
54,559
45,202
2,803

0

（３）

0 0
0 0



＜ご寄附と収益事業の内訳＞　

<預かり犬猫の飼育にかかる費用の内訳>

預かり犬猫のフードや備品は購入した物の他に物資でのご寄附があります。
おおよその金額ではありますが、上のグラフになります。

現金・振込・

金券等, 
2,621,243

募金箱, 
524,737

ご寄附の内訳
フリーマーケット, 

170,923

オリジナル

グッズ, 
115,610

マスク, 
143,000

書籍, 5,500

猫トイレ、猫砂、

ケージ, 85,760

収益事業の内訳

犬, 615,620

猫, 
1,120,606

飼育費用内訳（預かり犬猫別）
フード, 
14,811 備品、消耗品, 

59,667

医療費, 
541,142

預かり犬の飼育費用内訳

フード, 
158,379

備品, 
111,476

医療費, 
850,751

預かり猫の飼育費用内訳

犬用, 
360,000

猫用, 
1,010,000

共通品, 
100,000

物資のご寄附の内訳



<支払助成金の内訳>

・貰われた犬猫の避妊・去勢手術補助

犬4匹　・　猫237匹

・保護された犬猫に対する

猫33匹

・野良猫の避妊・去勢手術の助成金

猫20匹

犬 2020年 猫 2020年

子犬 0 子猫 182

成犬 4 成猫 3

老犬 1 計 185

計 5 保護主さんからの依頼 子猫 201

保護主さんからの依頼 保護犬 0 成猫 24

飼い主さんからの依頼 飼い犬 1 計 225

計 1 飼い主さんからの依頼 子猫 4

合　計 6 成猫 1

計 5

犬猫譲渡数合計 421 匹 合　計 415

※譲渡数には2019年度以前から募集した犬猫も含みます

犬 2020年 猫 2020年

子犬 0 子猫 185

成犬 5 成猫 0

老犬 3 計 185

計 8

犬猫引取合計 193 匹

犬 0

猫 12 （内訳） ホームページ掲載前の子猫7匹

合計 12 ホームページ掲載中の子猫5匹

避妊・去勢手術補助

2020年度の死亡数（2020年4月～2021年3月）

2020年度の譲渡数（2020年4月～2021年3月）

行政からの受入れ
行政からの受入れ

2020年度の行政からの引き取り数（2020年4月～2021年3月）

行政からの受入れ
行政からの受入れ

貰われた犬猫の避妊・

去勢手術補助, 
744,000保護犬猫医療費

一部補助, 
469,000

野良猫不妊手術

助成金, 62,000

支払助成金の内訳



『人生を変える出逢い』・・・皆さんも経験はありませんか？ 

人との出逢いもそうですが、犬や猫との出逢いによって人生が 

すっかり変わってしまった・・・そんな方も多いことでしょう。 

ＮＰＯ法人となって第一号の今号は、この方無くして当団体は語れない 

スタッフであり、犬も猫も預かれる預かりボランティアであり、 

何百匹もの乳飲み子を育てていらした皆川さんに 

団体に携わるようになったきっかけ、 

日々感じることを伺いました。 

 

 

 

 

預かりボランティアさん 

の紹介 

スタッフ 皆川伸子さん 

 

 

 

 

 

あの日、山王のとある交差点で会ってしまった雑種犬。全てはここから始まりました。 

猫用首輪をチャリチャリさせながら横断歩道をこちらに進んで来た子。このままでは車にひかれると思い、

抱き上げていました。あちこち捜しても飼い主らしい人が見つからず、とりあえず家に連れて帰ったのです。 

そんな時、新聞で「いぬ・ねこネットワーク秋田」の立ち上げを知り、あわよくば自分が保護した犬を引き受

けてくれるかもしれないという、無責任で中途半端な気持ちで会員になってしまいました。 

 

あれからうん十年。チョビと名付けたあの子は１４歳で虹の橋を渡り(かなりベタな言い方ですが)、ひょん

な事から９歳で家族の一員となった犬のハナを看取り、元々うちの子だったマルもあちらの世界へ。 

今や私は、母猫から引き離され哺乳しなければ生きていけない小さな小さな猫達の乳母ならぬ乳婆とし

て活動させてもらっています。 

 

これまで多くの子猫達に接してきました。全ての子達が無事に大きくなったわけではありません。もう少し

早くミルクを飲ませていたら、もう少し早く暖めていたら等々、人がやるべき事がたくさんあったはず。 

結果、子猫達の死と向き合わざるを得ない場面が未だに続いています。子猫達がどうして母猫から引き

離され、何で死ななければいけなかったかを考えた時、私の中での結論は１つ。 

 

ほとんどの事柄に人間が関わっているという事実。 

 

インターネット上で観られる幸せそうな猫達やテレビで特集されて注目される猫もいる。一方で、生まれ落

ちた瞬間、いなかった事にされてしまう猫。産んだ事を罵倒される母猫。全て人間がしでかして来た事。 

 

とても身近なペットの事から、地球上に生きている全ての生物の幸せな未来は、 

私達人間の思い一つにかかっているかもしれないと感じます。今より少し賢くならないと、 

「ボーッと生きてんじゃないよ」と誰かちゃんに言われそう。 

あくまでも私見であることは言うまでもありません。 

 

 

捨てられる子いなくなれば、預かりボランティアという活動自体が必要無くなるかもしれません。当団体の

最終目標は不幸な境遇の子がいなくなり、預かることや譲渡する今の活動自体が無くなり、また別の活

動にシフトしていくことかと、スタッフで話すことがあります。しかし、現状はまだまだ目の前にある命を生

かすことだけで精一杯の日々。秋田を、動物も人も幸せな街へ。そのためには、尊い命を・・・捨てないで。

増やさないで。いじめないで。いなくなったら探しましょう。あなたにも、できることが何かあるはずです・・・。 



募金箱のあるお店 

 

 

御所野店 
 

秋田市御所野地蔵田２丁目 1-11 

☎ ０１８－８９３－３５９１ 

 

クリーニング会員募集中 

１０％オフ・ポイント還元など 

特典がいっぱい！ 

 ヴィクトリー 

 

 

今回お邪魔しました募金箱を置いてくださ

っているお店は「クリーニング ヴィクトリー

御所野店」さんです。 

今年オープン１１周年を迎え、自社工場での

丁寧なクリーニングは、Y シャツから布団は

もちろん、復元加工・抗ウイルス加工や、裾上

げなどのお直しと幅広く展開されています。 

お気に入りの白い衣類が黄色に(涙)… 

など諦めてはいませんか？ 生地や汚れ、

洗剤や洗い方の知識と技術、経験に基づ

いたプロフェッショナルの手で甦るかも

しれません！汚れの程度によっては難し

い場合もあるそうですが、諦めてしまう

前にヴィクトリーさんで復元加工をして

みてはいかがでしょうか？ 

お気に入りの衣類、大事に 

長く着続けられたら 

嬉しいですね☆ 

クリーニング ヴィクトリー 

以前小さな子猫を保護し、お世話をしたことも

あるというオーナーご夫妻。保護犬や保護猫のた

めに、何かできることはないかと募金箱を置いて

下さっています。 

ご自宅にはかわいいワンちゃんが２匹、いつもお

仕事からの帰りを待っていてくれるそうです。 

パピヨンの空
そら

くん８歳は、妹にオモチャを譲って

あげる遠慮がちで優しいお兄ちゃん。妹のチワワ、

晴
はる

ちゃん６歳はやんちゃなお姫様タイプ。 

個性豊かなワンちゃんきょうだいのお話し、犬猫

あるある話しに花が咲いたインタビュータイムと

なりました♪ありがとうございました！ 

 
親子と間違われる 

こともあるよ❤ 

クリーニング VICTORY 御所野 

復元加工って？？ 

空くん 

晴ちゃん 



2020年9月

匿名　様 2,000 匿名　様 30,000 鈴木　様 10,000 熊谷　様 2,000 山田　様 3,500

渡部　様 3,000 匿名　様 2,000 匿名　様 2,000 佐々木　様 10,000 秋本　様 30,000

渡辺　様 3,000 匿名　様 10,000 匿名　様 7,000 伊藤　様 3,000 伊藤　様 3,000

佐藤　様 9,000 成田　様 2,100 山田　様 12,000 菊地　様 3,000 小林　様 2,700

三宮　様 50,000 匿名　様 10,000 後藤　様 2,000 嵯峨　様 2,000 匿名　様 21,400

アオキ　様 5,000 鈴木　様 30,000 中島　様 5,000 東　様 5,000 匿名　様 1,000

小丹　様 3,000 田辺　様 3,000 山田　様 5,000 豊島　様 3,000 小松原　様 10,000

佐々木　様 5,000 中田　様 2,000
佐藤　様
らん丸　様

3,000 匿名　様 7,000

ゴトウ　様 3,000 阿部　様 10,000 大森　様 7,000 堀田　様 45,000 匿名　様 2,000

工藤　様 10,000 佐々木　様 30,000 村木　様 10,000 齋藤　様 5,000 佐藤　様 30,000

船木　様 3,000 伊藤　様 10,000 秋本　様 30,000 中田　様 2,000

匿名　様 10,000 赤塚　様 2,000 匿名　様 10,000 渡部　様 5,000 渡辺　様 500

秋本　様 60,000 引地　様 2,000 匿名　様 2,000 渡辺　様 3,000 大山 様 50,000

中田　様 2,000 匿名　様 3,000 加藤　様 2,000 後藤　様 7,000 田口　様 5,000

石塚　様 3,000 森　様 50,000 伊藤　様 3,000 匿名　様 2,000 高山　様 10,000

ササキ　様
イヴベル　様

10,000 松田　様 7,000 平田　様 10,000 土田　様 10,000 加藤　様 8,000

塚本　様 2,000 匿名　様 10,000 渡辺　様 3,000 中田　様 2,000 小林　様 3,200

三好　様 1,000 我孫子　様 2,000 匿名　様 7,000 三好　様 1,000 岩崎　様 10,000

高橋　様 5,000 匿名　様 3,000 匿名　様 2,000 佐藤　様 3,000 安田　様 5,000

匿名　様 7,000 松田　様 2,000 三浦　様 2,000 伊藤　様 10,000 伊藤　様 3,000

藤田　様 2,000 匿名　様 10,000 渡辺　様 500

匿名　様 2,000 匿名　様 3,000 匿名　様 20,000 浅利　様 10,000 三好　様 1,000

ワタナベ　様 500 天野　様 2,000 匿名　様 2,000 匿名　様 2,000 庄内　様 5,000

佐々木　様 10,000 松本　様 5,000 小坂　様 7,000 小林　様 4,500 小松　様 10,000

佐々木　様 5,000 樋渡　様 2,000 中田　様 2,000 伊藤　様 3,000 小松　様 10,000

塚田　様 7,000 池田　様 2,000 挽野　様 2,000 三井　様 2,000 小松　様 7,000

常深　様 7,000 腰山　様 2,000 匿名　様 2,000 市田　様 5,000 ヨシカワ　様 3,000

中田　様 2,000 門脇　様 7,000 磯部　様 10,000 佐藤　様 10,000 岩﨑　様 20,000

戸嶋　様 2,000 櫻田　様 2,000 高橋　様 3,000 匿名　様 10,000

川崎　様 5,000 匿名　様 2,000 奈良　様 50,000 松田　様 3,000 山田　様 1,800

斉藤　様 10,000 匿名　様 2,000 匿名　様 2,000 須田　様 3,000 匿名　様 10,000

高橋　様 5,000 東海林　様 2,000 湊　様 17,000 匿名　様 2,000

匿名　様 200,000 千葉　様 2,000 匿名　様 2,000 三浦　様 10,000 榎　様 7,000

渡辺　様 500 匿名　様 2,000 工藤　様 5,000 中田　様 2,000 神原　様 20,000

鈴木　様 30,000 泉　様 2,000 高橋　様 10,000 阿部　様 10,000 中田　様 2,000

佐藤　様 10,000 佐々木　様 5,000 佐藤　様 3,000 三好　様 1,000 匿名　様 2,000

宅井　様 20,000 渡部　様 2,000 タカハシ　様 10,000 長谷部　様 10,000 佐藤　様 630

三好　様 1,000 匿名　様 7,000 三好　様 1,000 佐藤　様 712 矢萩　様 3,000

伊藤　様 3,000 渡辺　様 500 神田　様 10,000 江口　様 3,000 三好　様 1,000

2020年5月 2020年7月

2020年11月

2020年4月 2020年7月

支援金・支援物資のご報告（2020年4月～2021年3月）

2020年10月

2020年8月

2020年6月

～いつもご支援いただきありがとうございます～

2020年9月



匿名　様 10,000 佐々木　様 10,000 佐々木　様 12,000

渡辺　様 500 ササキ　様 5,000 伊藤　様 3,000

浅野　様 3,000 渡辺　様 10,000 奥山　様 5,000

高橋　様 5,000 菅原　様 10,000 藤嶋　様 10,000

匿名　様 7,000 匿名　様 10,000

安藤　様 3,000 中田　様 2,000

小林　様 4,600 後藤　様 5,000

松田　様 3,000 金平　様 1,000 3,404

伊藤　様 3,000 草皆　様 10,000

ヨシダ　様 3,000 匿名　様 5,000 40,000

高橋　様 2,000 三好　様 1,000 3,696

菅原　様 3,000 匿名　様 20,000 10,000

佐々木　様 10,000 伊藤　様 3,000

矢口　様 8,000 渡辺　様 500 2,247

三浦　様 5,000 三浦　様 10,000 2,716

匿名　様 10,000 大高　様 10,000

ナカガワ　様 3,000 鈴木　様 3,000 1,421

匿名　様 10,000 匿名　様 3,000 2,090

坂口　様 3,000 匿名　様 10,000 12,500

渡辺　様 500 中田　様 2,000

金野　様 2,000 匿名　様 20,000 6,308

匿名　様 2,000 工藤　様 1,000 50,000

中田　様 2,000 加賀谷　様 20,000

佐藤　様 3,000 匿名　様 5,000 50,000

中嶋　様 3,000 腰山　様 10,000

匿名　様 10,000 石垣　様 2,390 50,000

三好　様 1,000 匿名　様 10,000 1,164

佐々木　様 5,000 伊藤　様 3,000 11,000

斉藤　様 2,000 渡辺　様 3,000

アタチ　様 3,000 4,978

齊藤　様 10,000 相馬　様 3,000 1,657

佐藤　様 3,000 高橋　様 1,000

土田　様 7,000 高橋　様 5,000 50,486

佐々木　様 10,000 鈴木　様 8,308 10,000

小林　様 5,000 中田　様 2,000

匿名　様 5,000 匿名　様 3,000 25,640

佐藤　様 10,000 工藤　様 1,000 1,137

伊藤　様 3,000 匿名　様 3,000 6,000

鈴木　様 10,000 渡辺　様 3,000 29,420

平田　様 10,000 匿名　様 105,000

イオン東北（株）　様

古本募金ハピぼん　様

ねこのわ大館　様

（株）雪っ子ライフ　様

古本募金ハピぼん　様

Unique　様

2021年1月

2020年12月

古本募金ハピぼん　様

（一財）横手市増田まんが美術財団　様

古本募金ハピぼん　様

（株）ウィズ　様

2020年4月

2020年5月

2020年6月

古本募金ハピぼん　様

（株）LIFE　FOUNDATION　様

古本募金ハピぼん　様

2020年7月

2020年11月 2020年12月 2021年3月

2021年2月

2021年3月

2020年8月

2020年9月

2020年11月

2020年12月

2021年1月

古本募金ハピぼん　様

手作り工房わんにゃん村　様

古本募金ハピぼん　様

（株）ブロードピーク　様

（株）ブロードピーク　様

2021年2月

2021年3月

（株）ブロードピーク　様

古本募金ハピぼん　様

手作り工房わんにゃん村　様

（株）LIFE　ＦOUNDATION　様

古本募金ハピぼん　様



6,424 21,309

17,446

17,501 4,568

16,121 7,637

26,825

8,597 4,359

9,237 9,265

6,570 21,647

51,039 23,200

25,107

11,130

4,071 5,056

4,648

5,693 7,679

17,950 6,112

1,732

16,780

1,114

8,580

36,552

12,252

7,924

2,736

11,189

7,473

15,465

11,224

5,215

2020年6月 こうほく動物病院　様

2020年4月 2021年2月

天王グリーンランド　様 松野どうぶつ病院　様

あきたこまつ動物病院　手形病院　様

こうほく動物病院　様 砂原動物病院　様

秋田ペット霊園　様 すずのき犬猫病院　様

2020年5月

青葉どうぶつ病院　様 たけくま動物病院　様

たけくま動物病院　様 御所野動物病院　様

天王グリーンランド　様　譲渡会
（キャリア猫の譲渡会）

クリーニング　ヴィクトリー　様

ライトオン　様 かぎしっぽ　様

2020年7月 ご・ぱん　様

ワンニャピアあきた　様　譲渡会 2021年3月

2020年9月 ナポリピッツアCOSICOSI十文字店　様

ワンニャピアあきた　様　譲渡会

2020年10月

美容室ユーミィ　様 司法書士中村美輝事務所　様

2020年8月 かおる動物病院　様

道の駅かみこあに　様 雑貨屋アンビシャス　様

天王グリーンランド　様　譲渡会

～募金箱設置のご協力ありがとうございます～

2020年11月

すずのき犬猫病院　様

天王グリーンランド　様　譲渡会

天王グリーンランド　様　譲渡会

2020年12月

天王グリーンランド　様　譲渡会

ナポリピッツアCOSICOSI十文字店　様

雑貨屋アンビシャス　様

松野どうぶつ病院　様

ワンニャピアあきた　様　譲渡会

道の駅かみこあに　様

（株）グリーンシステム　様

ワンニアピアあきた　様　譲渡会 パステル動物病院　様

イオン 幸せの黄色いレシート

キャンペーン

イオン東北（株）秋田中央店様
（対象期間：2020年4月～2021年2月）

ギフトカードで36，500円いただきました。

お客様から投函していただいた黄色いレシート

合計金額3，652，561円の1％に相当する

36，500円をギフトカードでいただきました。

ペットシーツを購入させていただきました。

ご協力ありがとうございました。



樋渡 様 フリマ用品 猫用フード

入嶋 様 犬用オムツ 佐々木 様 犬用フード 子猫用ミルク 子猫用フード

石井 様 猫用フード 江川 様 a/d缶 おやつ エナジー500 犬猫用フード

沼山 様 犬用フード おやつ 樋渡 様 フリマ用品

フード おやつ タオル 山田 様 フリマ用品

毛布 ベッド 他 村木 様 フリマ用品 タオル

齊藤 様 犬 猫用オムツ 嶋野 様 フリマ用品

畠山 様 フリマ用品 佐藤 様 犬猫用フード エナジー500 a/d缶 流動食

江川 様 犬用フード 佐藤 様 犬用フード お茶

細川 様 子猫用フード 犬用フード 他 すずのき犬猫病院 様 療法食

山田 様 フリマ用品 佐藤 様 流動食 猫砂

佐藤 様 犬用フード 猫用フード 太田 様 子猫フード 猫砂

渡部 様 犬用フード 猫用フード 他

常深 様 猫砂 佐藤 様 犬用フード

伊藤 様 猫用フード 元木 様 猫砂

小林 様 エネルギーちゅーる 奈良 様 猫用フード 缶詰めフード

藤澤 様 犬用フード オムツ

進藤 様 AD缶 栄養補助食品 猫用フード 吉田 様 犬用ケージ リード

糸谷 様 布地 久米 様 子猫用フード 子猫用ミルク 犬猫用フード

佐々木 様 フード 子猫用ミルク ペットシーツ 高橋 様 犬用フード

細川 様 子猫用フード 佐藤 様 フリマ用品

小島 様 ペットシーツ うんち袋 消臭マット 他 鷲谷 様 猫用フード

藤村 様 子猫用フード 中江 様 猫用フード

荒沢 様 ケージ システムトイレ ペレット 犬猫用フード おやつ 

久米 様 子猫用フード ミルク ペットシーツ 毛布他

江川 様 犬用フード 山田 様 フリマ用品

成田 様 犬用フード オムツ 介助用ベルト 小川 様 クレート 缶詰め

猫用フード 犬用フード 福田 様 猫用フード

犬猫用おやつ 鷲谷 様 猫砂

佐藤 様 子猫用ミルク 犬用フード 子猫用フード 江川 様 犬用品 洋服

宅井 様 子猫用フード 樋渡 様 フリマ用品

佐藤 様 フリマ用品 大嶋 様 猫用フード

匿名 様 子猫用フード 後藤 様 犬用缶詰め

フリマ用品

吉田 様 犬用猫用おやつ

太田 様 子猫用フード 子猫用ミルク 富橋 様 猫用フード トイレチップ 猫用グッズ

天野 様 犬用フード おやつ キャリー ペットシーツ渡部 様 猫用ケージ

佐々木 様 猫療養食 今野 様 猫用フード オムツ ペットシーツ

阿部 様 犬用フード 吉田 様 犬用猫用おやつ

中江 様 犬用フード 秋田ペット霊園 様 犬猫用フード おやつ

加藤 様 首輪用布地 佐藤 様 ペットシーツ 猫用フード

秋田ペット霊園 様

ペットフレンドリーパーク 様

藤原様有志ご一同様

2020年8月

2020年6月

物資のご寄付

ペットフレンドリーパーク 様

2020年4月

2020年5月

2020年7月



伊藤 様 猫用フード

高橋 様 a/d缶 松岡 様 犬用フード 子猫用フード 猫砂

高橋 様 猫用フード 子猫用ミルク 佐藤 様 猫砂 子猫用フード

山田 様 猫用フード 爪とぎ 佐々木 様 猫ケージ

鈴木 様 猫用トイレ 本 すずのき犬猫病院 様 犬猫用フード

藤原 様 ペットシーツ カルカンパウチ

佐藤 様 カルカンパウチ 伊藤 様 猫ケージ 猫用トイレ 子猫用フード

高橋 様 カルカンパウチ 江川 様 犬用フード

大嶋 様 フリマ用品 犬用フード 猫用フード 猫砂 

大島 様 衣類 本 犬用オムツ

樋渡 様 毛布 他 糸谷 様 フリマ用品

三浦 様 フリマ用品 高橋 様 カルカンパウチ

三船 様 猫用フード 秋田情報ビジネス専門学校 犬猫用フード 

八木 様 猫用おやつ ペットシーツ

藤澤 様 ペットシーツ 平川 様 子猫用パウチ

すずのき犬猫病院 様 犬用オムツ 石川 様  子猫用フード 猫砂

匿名 様 子猫用ドライフード 佐々木 様 フリマ用犬服

齋藤 様 ペットシーツ 高山 様 子猫用フード 猫砂

高橋 様 ペットシーツ 藤澤 様 犬用パウチ 猫砂

佐々木 様 フリマ用品 老猫用パウチ

佐藤 様 フリマ用品 切手 佐藤 様 子猫用パウチ

加賀谷 様 猫用トイレ 猫砂 嶋野 様 雑貨

犬猫用フード 犬猫用おやつ 山岡 様 猫用フード

犬用オムツ 永瀬 様 フリマ用品

高橋 様 子猫用パウチ 佐々木 様 キャリーケース

藤田 様 子猫用パウチ 佐々木 様 衣類

すずのき犬猫病院 様 猫用トイレ 佐々木 様 猫用ベッド

高橋 様 子猫用ドライフード 佐々木 様 フリマ用品

佐藤 様 猫砂 藤澤 様 子猫パウチ ゆたぽん

吉田 様 犬用猫用おやつ 匿名 様 犬用パウチ

山田 様 フリマ用品 子猫用パウチ 齋藤 様 子猫用パウチ 猫砂

前角地 様 子猫用パウチ 小場 様 猫用ドライフード 子猫用パウチ 

藤澤 様 犬用フード 子猫用ミルク 猫砂 倉田 様 猫砂 子猫用ドライフード

東海林 様 カルカンパウチ ペットシーツ 太田 様 いなば低脂肪パウチ シニア用犬用フード

三浦 様 フリマ用品 岩間 様 犬用フード

成沢 様 猫用フード 中村 様 子猫用パウチ 子猫用ドライフード

嶋野 様 雑貨

長谷川 様 猫用フード 匿名 様 ボディタオル ゆたぽん

樋渡 様 フリマ用品 衣料品 佐藤 様 フリマ用品 切手

和田 様 フリマ用品 樋渡 様 フリマ用品

伊藤 様 雑貨 矢萩 様 猫用フード 犬用フード

2020年10月

秋田ペット霊園 様

2020年11月

2020年9月

2020年8月

秋田ペット霊園 様

ペットビジネス科 様



佐々木 様 商品券

藤澤 様 猫砂 犬猫用フード 犬用猫用ボディタオル 高山 様 カルカンパウチ 子猫用ドライフード

三浦 様 犬用フード 佐藤 様 犬用パウチ 子猫用フード 

荒生 様 猫用フード おやつ 猫用フード ペットシーツ

高谷 様 キャリー バーベキューセット 猫砂 他

高木 様 猫用オモチャ 佐藤 様 フリマ用品 切手

斎藤 様 猫用フード 太田 様 ペット用ボディタオル カルカンパウチ

安藤 様 エプロン 犬服 佐々木 様 湯たんぽ

梅村 様 猫用フード 熊谷 様 オムツ ペットシーツ ちゅーる 療養食

須藤 様 くつ下 藤澤 様 犬猫用パウチ 犬用フード 猫用フード

三浦 様 雑貨 川口 様 猫フード トイレ ベッド キャリー ケージ

藤原様有志ご一同様 様 雑貨 伊藤 様 犬用フード

小浜 様 猫用フード

佐々木 様 フード 犬猫用フード ペットシーツ

木村 様 フード 猫砂 ウェットティッシュ

斎藤 様 犬用フード 高橋 様 子猫用ドライフード

藤澤 様 猫用フード 藤澤 様 犬用ちゅーる 犬猫用フード 防水シーツ 

高橋 様 猫用フード 井黒 様 猫用フード

中江 様 子犬用フード 高橋 様 子猫用ドライフード シニア猫用缶詰

犬猫フード おやつ 佐藤 様 ちゅーる シニア猫用パウチ

タオル 毛布他 吉田 様 犬用おやつ

伊藤 様 犬用品 フリマ用品 秋田ペット霊園 様 犬猫用フード 犬猫用おやつ 

山口 様 犬用フード 子猫用ドライフード 佐藤 様 犬用パウチ

舘石 様 犬用フード おやつ 佐藤 様 流動食 子猫用ドライフード 子猫用パウチ

匿名 様 猫砂 山田 様 フリマ用品 猫用パウチ

佐々木 様 成猫用パウチ ドライフード 子猫用パウチ

匿名 様 猫用フード 子犬用ドライフード

江川 様 犬用フード 木村 様 犬用フード

山田 様 フリマ用品 高山 様 子猫用ドライフード 成猫用ドライフード

齋藤 様 猫用フード おやつ 古川 様 犬用フード ペットシーツ

匿名 様 犬用オムツ 千田 様 猫用フード

鎌田 様 子猫用ドライフード 江川 様 犬用パウチ

服部 様 子猫用パウチ ペットシーツ 匿名 様 犬用パウチ 子猫用パウチ

小西 様 犬用フード 犬のおやつ パウチ 福永 様 犬フード ペットシーツ キャリー 介護用品

設楽 様 犬用パウチ 藤澤 様 ペットシーツ 犬猫フード

太田 様 レンジでゆたぽん 子猫用フード 匿名 様 猫砂

服部 様 ペットシーツ 匿名 様 おしりナップ

大島 様 フリマ用品 鈴木 様 子猫用ドライフード 子猫用パウチ

細川 様 猫用フード ペットシーツ 小板橋 様 犬用フード

鈴木 様 犬用フード 菊地 様 猫砂 猫用トイレ

三浦 様 フリマ用品 高橋 様 犬用パウチ

2020年12月

2021年2月

ペットフレンドリーパーク 様

2021年1月

2020年11月

青森愛犬美容専門学院 様

㈱ブロードピーク 様



齋藤 様 猫用フード ペットシーツ 藤澤 様 オムツ 犬用パウチ 子猫用フード

匿名 様 犬用フード 高田 様 オムツ

武藤 様 犬猫ケア用品 佐藤 様 犬用フード

山田 様 フリマ用品 加藤 様 キャリー 猫首輪用鈴

樋渡 様 フリマ用品 高橋 様 犬用フード

匿名 様 猫用パウチ 吉田 様 犬用おやつ

佐藤 様 犬用パウチ 歯石除去剤 村木 様 マナーオムツ 犬のおやつ

工藤 様 猫ケージ 池田 様 犬用フード

陶 様 ペットシーツ 近藤 様 古タオル

匿名 様 オムツ

加納 様 猫砂 ペットシーツ 猫用フード

佐藤 様 犬用パウチ 子猫パウチ オムツ

高山 様 猫用フード 子猫用パウチ

犬猫フード おやつ 

タオル 毛布 カイロ他

後藤 様 子猫用パウチ

ペットシーツ 猫砂 

ウェットティッシュ他

山田 様 猫用フード

ペットフレンドリーパーク 様

ペットフレンドリーパーク 様

2021年2月 2021年3月

犬と猫の預かりボランティアさん募集

当団体の趣旨にご賛同いただける方で、当団体が行政から引き取りした犬や猫を、新しい飼

い主さんが見つかるまで一時的に預かって、お世話することが可能なボランティアさんを募集

しています。

★あらかじめ預かりできる条件を登録して頂き、お願いする場合は相談の上で依頼します。

決して強要することはありません。

★フードやペットシーツ、猫砂等の費用は当団体で負担します。

★通院が必要な時の病院代は当団体で全額負担します。

★ケージが必要な場合は、貸し出しいたします。

★犬も猫も完全室内飼いをお願いします。

その他、ご質問などございましたら遠慮無くお問い合わせください。

犬担当：阿部 ０８０－３５２８－７５３８

猫担当：嵯峨 ０８０－３４８９－９８７４



 

 

会員の皆様 

 

いつもご支援いただきましてありがとうございます。 

『しっぽ通信』を 2021年 6月中にホームページ上で閲覧できるようにす

る予定です。 

今回、送付いたします振込用紙に、「会報誌の発送」および「振込用紙郵

送」の希望を記載できる箇所がございますので、記載をして会費のお振込

をお願いいたします。 

ご希望を確認し、次号の『しっぽ通信』の発送を行いたいと思います。 

 

すでに会費をお振込の方は、来年度、お振込いただく際に記載をしていた

だくか、またはメールでご連絡ください。 

メールアドレス：info@inuneko-akita.net 

 

よろしくお願いいたします。 
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