
令和３年１２月　寄付一覧表
日付 寄付者 方法 品　　目

12月2日 小田　綾人様 郵送
椎茸1.2㎏、卵10個、レトルトカレー3食、カフェオレパック1本、
ヤクルト7本、缶ミカン3缶

12月2日 天理教教会本部様 来院
ミカン126個、洋梨72個、柿61個、梨27個、焼菓子13箱、焼菓子2袋、
スナック菓子11袋、和菓子6箱

12月3日 小田　綾人様 郵送 大根8本、漬物3袋

12月4日 小梶　静江様 来院 パンジー鉢植1鉢、園芸用土14リットル

12月5日 個人様 来院
バナナ4房、ふかし芋1箱、串団子1箱、佃煮1箱、あん餅6箱、ドーナツ1箱、
袋菓子1箱

12月5日 個人様 郵送 ベビー布団1組

12月6日 小田　綾人様 郵送 洋焼菓子15個、和菓子10個、生ガキ30個

12月6日 個人様 来院 菓子1缶

12月8日 日本鏡餅組合様 郵送 お供え餅1.2㎏1個、越後餅400g10袋

12月9日 個人様 来院 DVD10巻、木工細工キット1組、教材本16冊、絵本1冊、ペンケース1個

12月10日 小田　綾人様 郵送
衣類4着、靴下4足、きし麺8食、焼洋菓子34個、コーヒースティック20本、
ポケットティッシュ4個、ウエットティッシュ4個、味りん干し5袋、干物5袋

12月10日 ボランティアDIWA様 郵送
手作り鞄28点、マフラー1本、ナフキン6袋、お茶漬け海苔17袋、
ツナコーン20袋、ゴボウ2.5㎏

12月10日 個人様 来院 手作りスイートポテト

12月11日 小田　綾人様 郵送
和菓子21個、焼海苔1枚、焼菓子20枚、ハム詰合せ1箱、かりんとう1袋、
吸い物3袋、洋菓子8個、ミカン34個

12月11日 天理教愛大和分教会様 来院 里芋、キャベツ2玉、ミカン、バナナ14本

12月11日 個人様 来院 布団、茶碗

12月14日 小田　綾人様 郵送
缶ビール24缶、ミカン10ｋｇ、ミカン5個、キムチ2袋、豚角煮5切、
食パン1斤、クッキー2缶、焼洋菓子6個

12月15日 天理教教会本部様 来院 アボカド21個、レモン26個、梨26個、ミカン124個、柿11個、洋梨49個、バナナ45本

12月15日 個人様 郵送 玩具138個

12月15日 個人様 郵送 米30㎏

12月15日 天理教郡南心分教会様 来院 お菓子90本

12月15日 個人様 郵送 ミカン10kg

12月16日 小田　綾人様 郵送
豚角煮5切、厚揚げ2切、竹輪4本、こんにゃく1袋、鍋焼うどん4食、
かぼちゃフライ350g、練り物1袋、オムライス2食、フライドポテト400g、鶏肉600g、
漬物1袋、唐揚げ1kg、魚9匹

12月17日 小田　綾人様 郵送
ラーメン10食、焼洋菓子60個、ポン酢1本、豚味噌焼1.5㎏、入溶剤40袋、
里芋1㎏、ネギ1.2kg

12月17日 個人様 来院 イチゴ2パック、キウイ2個

12月18日 個人様 来院 ラグビーボール1個

12月18日 個人様 来院 ぬいぐるみ1体、ディズニー人形1体、バッグ1個

12月19日 岡崎　維子様 来院 ミカン1箱、お菓子8箱

12月19日 小田　綾人様 郵送 ミカン1箱、和菓子1箱、洋菓子2箱、まんじゅう1箱、羊羹1箱、男性下着4枚

12月19日 天理教御空分教会様 来院 ミカン60個、玩具2個

12月20日 おてらおやつクラブ様 郵送 お菓子多数

12月20日 株式会社チュチュアンナ様 郵送 靴下58足

12月20日 個人様 来院 サツマイモ11㎏、じゃが芋10kg

12月20日 個人様 来院 シュークリーム8個

12月21日 東様 来院 ミカン15個

12月21日 個人様 郵送 お菓子80個、タオル12枚、色鉛筆1セット

12月21日 天理教御空分教会様 来院
白菜1個、エノキタケ1袋、焼海苔1袋、キャベツ1個、シメジ1袋、カブ1個、
レタス1個、人参1本、ひじき2袋、ブドウ1房、鯖8切、醤油1本、酢1本、
カレー2パック、餅1パック

12月22日 個人様 来院 冷凍エビ10kg

12月22日 個人様 来院 花束2束

12月22日 ボランティアDIWA様 郵送 レンコン2㎏、ゴボウ1㎏、ミカン18㎏、昆布300g

12月23日 個人様 郵送 本1冊

12月23日 個人様 来院 お菓子2袋

12月23日 個人様 来院 アイスクリーム1箱、バター1箱

12月24日 徳永　正和様 来院 クリスマスチキン9台、クリスマスケーキ4台、クリスマスプレゼント児童分

12月24日 小田　綾人様 郵送
菓子5箱、ハンバーグ2個、明太子1パック、パスタ4袋、田作り2個、
からすみ1パック、釘煮2個

12月25日 個人様 来院
みたらし団子10個、磯部餅10個、クリスマスケーキ2台、ぬいぐるみ3個、
マスク7箱、靴下10足、キーホルダー3個、缶バッジ50個



12月25日 個人様 来院 BTSグッズ20個

12月25日 個人様 来院 本7冊

12月25日 小田　綾人様 郵送 ヤクルト14本、干し柿1袋、菓子3袋、ハム5パック、干物5パック

12月25日 個人様 来院 リンゴ10個、イチゴ1袋、干し芋1袋

12月25日 天理教御空分教会様 来院 漬物1袋

12月26日 小田　綾人様 郵送
魚2パック、パン2個、おかき1パック、ドレッシング2本、落花生2パック、
ドーナッツ5個、ベビーカステラ2パック、カステラ2個、キウイ3個、ジャージ1本

12月26日 個人様 郵送 子ども用マスク33枚

12月26日 天理教御空分教会様 来院 菓子折1箱、シフォンケーキ2台

12月26日 小田　綾人様 郵送 フィナンシェ4本、カステラ1本、洋焼菓子40個

12月27日 天理教教会本部様 来院

食パン10本、御紋菓2箱、笹団子1袋、紅白餅2箱、万田酵素7箱、
レギュラーコーヒー2個、焼菓子1箱、焼菓子7袋、洋菓子1箱、菓子3箱、
米菓16袋、メロン26個、バナナ117本、ミカン296個、キウイ163個、
パパイア10個、イチゴ8パック、鳩サブレ1缶、カマボコ3箱

12月28日 個人様 来院 金一封

12月28日 個人様 来院 オムレッツケーキ6個

12月28日 小田　綾人様 郵送 漬物5袋、餅1㎏、大根3本、味醂干し800g

12月28日 國保　轍男様 来院 大根1本、白菜1玉

12月29日 個人様 来院 白菜1玉、水菜1束、大根1本、鶏肉2パック、豚肉2パック

12月29日 個人様 来院 西瓜1玉、レゴブロック1ケース、ボードゲーム1個、婦人服20着

12月29日 個人様 来院 ぬいぐるみ11袋、鞄1個

12月29日 小谷様 来院 白菜1玉、水菜4束

12月30日 天理教友成分教会様 来院 お菓子詰合せ6個

12月30日 個人様 来院 お菓子3個、煎餅1パック、餅30個、ココア10パック
12月30日 天理教東靖分教会 来院 プリン4個、お菓子4袋、ジュース3本

12月31日 土本　睦信様 来院 ケーキ9個

12月31日 山崎　未来翔様 来院 お菓子5袋

12月31日 國保　轍男様 来院 牛肉300g、豚肉500g、鶏肉1㎏、水菜1束

12月31日 天理餅様 来院 小餅300個

※寄付者のご意向及び個人情報保護の観点より、一部の個人の方のお名前を「個人様」と表記しております。


