
天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表

日付 寄付者 方法 品　　目

4月1日 個人様 郵送
文旦10㎏、八朔7個、紅芋タルト6個、栗タルト8個、シェルレーヌ10個、
くぎ煮4P、だしの素400g、スープの素150ｇ、塩150ｇ、
レギュラーコーヒー10人前、化粧品1個

4月4日 個人様 来院
子ども服5着、大人服4着、巾着5枚、ハンカチ1枚、マフラー1本、鞄1個、
ペットサーバー1個

4月3日 個人様 来院 ほうれん草1箱
4月8日 個人様 郵送 金一封
4月11日 天理教郡南心分教会様 来院 うまい棒90本
4月14日 個人様 来院 明日葉1袋
4月14日 天理教東靖分教会様 来院 白菜1株、じゃが芋2個、パイナップル1個、メロン1玉、お菓子1袋

4月14日 個人様 郵送
ねぎ4㎏、炭酸飲料1.5ℓ2本、油菓子1箱、くぎ煮300ｇ、婦人服8着、靴2足、
日焼け止め1本、水切り1個

4月17日 個人様 来院 玉子90個
4月18日 個人様 来院 石鹸段ボール3箱分
4月19日 個人様 来院 手づくり玩具（おままごとグッズ一式）
4月19日 天理教東伊豫分教会様 来院 金一封
4月20日 個人様 郵送 筍3本

4月20日
㈱バンビシャス奈良様
奈良自動車学校様

郵送 バンビシャス奈良観戦チケット76枚

4月21日 個人様 来院 筍13㎏
4月21日 個人様 持参 本一冊
4月22日 個人様 来院 金一封
4月22日 個人様 来院 自転車
4月24日 個人様 来院 サンチェ
4月24日 天理教東中央大教会様 来院 金一封
4月26日 個人様 来院 お菓子の詰合せ全児童数分
4月27日 アサヒ軽金属工業株式会社様 郵送 ドクタースムージー1台

4月27日 天理教教会本部様 来院

さくらんぼ108粒、アンデスメロン28玉、ジューシーオレンジ17個、
たんかん10個、キウイ35個、西瓜3玉、セミノール47個、マンゴー20個、
小夏25個、アンコールオレンジ21個、パパイヤ10個、コーラ500ｍｌ2本、
ポカリ500ml2本、焼菓子4箱、煎餅3箱、ジャンボ煎餅2袋、最中2箱、
羊羹1箱、干し柿4袋、食パン17本

4月29日 個人様 来院 新玉ねぎ
4月30日 個人様 来院 自転車（中古）2台
4月30日 個人様 来院 新玉ねぎ、自由帳、幼稚園鞄

平成３０年４月分



天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表
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5月5日 天理教夕張詰所様 来院 トレーニングウェア（上）10着
5月5日 個人様 来院 カップラーメン4箱
5月5日 天理教東靖分教会様 来院 菓子4個、パイナップル1個、ジュース1本
5月5日 個人様 来院 菓子
5月6日 個人様 来院 ジュース1箱
5月7日 個人様 来院 東京バナナ24個

5月7日 個人様 郵送
筍3.5㎏、クッキー1箱、洋菓子詰合せ700ｇ、ジャム2瓶、麦茶2ℓ、
甘酒120ｍｌ30本、巾着1袋

5月9日 個人様 来院 醤油
5月9日 個人様 来院 醤油2本
5月10日 個人様 来院 菓子

5月12日 天理教愛大和分教会様 来院
白菜2玉、大根5本、キャベツ1玉、レタス1玉、絹さや1袋、
グレープフルーツ11個

5月12日 個人様 郵送 ズッキーニ3本、そら豆3.5㎏、えんどう豆4.4㎏、煎餅1箱、衣類15着
5月13日 天理教神聖分教会様 来院 みたらし団子336個、柏餅200個
5月17日 個人様 来院 玉子90個

5月17日 おてらおやつクラブ様 来院

素麺250ｇ、レトルトカレー4人前、シチュールウ2箱、ポップコーン1袋、
バウムクーヘン11切、一口ゼリー40個、ビスケット300ｇ、クッキー2個、
グミ50ｇ、ベビースターラーメン小袋1袋、洋ナシの缶詰210ｇ、
入浴剤1回分、食器洗剤1本

5月17日 個人様 来院 アイス70本

5月18日 個人様 郵送
オレンジ6個、和菓子詰合せ1箱、温泉饅頭9個、おかき500ｇ、茶葉1筒、
片手鍋1個、風呂敷5枚、化粧品2点、靴下1足

5月19日 個人様 来院 アイス2箱
5月19日 個人様 来院 えんどう豆2袋
5月20日 個人様 受取 ケーキドーナツ4個、栗しぐれ1袋、栗饅頭
5月20日 個人様 来院 お菓子1箱
5月21日 個人様 来院 ＱＵＯカード1枚
5月23日 天理教東中央大教会様 来院 金一封
5月23日 個人様 来院 えんどう豆1袋、紫えんどう1袋、そら豆1袋
5月24日 個人様 来院 ケーキ

5月25日 個人様 郵送
デニッシュ6個、味噌680ｇ、佃煮1瓶、オーブントースター1台、
パン焼きトースター1台、衣類4着、蚊取り線香50巻

5月26日 個人様 来院 金一封
5月26日 天理教御空分教会様 来院 ビワ、塩
5月27日 個人様 来院 えんどう豆
5月27日 個人様 持参 プレイステーション本体1台
5月28日 天理教愛大和分教会様 来院 キャベツ1玉、のり1袋
5月28日 個人様 来院 レタス47玉

5月29日 個人様 郵送
冷凍食品（ブラックタイガー500ｇ、カレー4人前、コロッケ6個、
ミニ厚揚げ280ｇ、オムライス4人前、ミックスベジタブル300ｇ、
鯖切身4切、鴨肉1㎏、豚肉300ｇ、干魚1.7㎏

5月29日 個人様 持参 本1冊

5月30日 天理教教会本部様 来院
ラビット西瓜3玉、小玉西瓜5玉、西瓜5玉、ビワ27個、、ジャム2袋、
イエローキング35玉焼菓子1箱、食パン24本、並煎餅11袋、パン2本

平成３０年５月分
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6月2日 個人様 来院 ノート2箱
6月5日 個人様 来院 市松人形2体

6月5日 個人様 郵送
南高梅5㎏、ふところ餅200ｇ、どら焼き13個、ペーパストックバック1.袋、
衣服9着、キルトセット1個

6月6日 個人様 郵送 むつざわ米75㎏
6月7日 個人様 持参 本1冊
6月8日 個人様 郵送 鰹1本、飴200ｇ、ソース1本、唐揚げの素1袋、衣服8着
6月8日 マルハン天理店様 来院 菓子段ボール1箱分

6月8日 天理教東靖分教会様 来院
さつま芋1本、パイナップル1個、林檎1個、みかん1個、菓子6袋、
フルーチェの素3箱

6月9日 天理教愛大和分教会様 来院
じゃが芋48個、人参8本、玉ねぎ11個、いんげん1袋、
グレープフルーツ2個

6月9日 個人様 受取 じゃが芋2袋
6月10日 個人様 来院 ランドセル2台

6月11日 個人様 来院
子供服17着、婦人服8着、子ども靴下5足、大人靴下12足、
ハンガー2セット、歯ブラシ12本、おむつ4枚

6月11日 個人様 来院 おもちゃ
6月13日 個人様 持参 本1冊

6月16日 個人様 郵送
スナック菓子5袋、風船ガム1袋、ビスケット480ｇ、へんば餅1袋、
和菓子1箱、チョコレート菓子2箱、肌着10枚、靴下2足、

6月17日 個人様 来院 ランドセル2台
6月17日 個人様 来院 たまご90個
6月17日 個人様 来院 アイス60個
6月18日 個人様 来院 アイス6箱
6月19日 個人様 郵送 豆2袋、鰹節2切、さくらんぼ段ボール1箱分、ビワ12個、飴3袋
6月21日 天理教愛大和分教会様 来院 米2袋、じゃが芋段ボール1箱分
6月23日 天理教東中央大教会様 来院 金一封
6月24日 個人様 郵送 きゅうり12本、しし唐1袋、じゃが芋1袋、メロン1玉、漬物5袋
6月25日 天理教長柄分教会様 来院 大根1本、キャベツ1本、ピーマン7個、じゃが芋28個、バナナ1房
6月25日 個人様 来院 ドーナツ1箱
6月26日 個人様 来院 鶏飯レトルト10袋、マンゴーケーキ1本、菓子1袋
6月26日 個人様 来院 お菓子の詰合せ54袋

6月26日 個人様 郵送
デニッシュパン6個、クリーム煎餅10枚、炭酸煎餅24枚、芋けんぴ320ｇ、
揚げ饅頭15個、酒饅頭10個、サプリメント1箱

6月27日 天理教教会本部様 来院
西瓜7玉、バナナ47本、ゴールドキウイ47個、キウイ70個、
デラウェア125房、みかん21個、パパイヤ8個、マンゴー12個、パン4本、
菓子20箱、どら焼き1箱、米菓子1袋、食パン24本、おかき12袋

平成３０年６月分



天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表

日付 寄付者 方法 品　　目

7月1日 個人様 郵送

赤飯用煮小豆4缶、じゃがりこ1個、チップスター1本、緑茶茶葉2、
ホウ酸団子2箱、虫コナーズ2箱、ガラスクリーナー1個、洗剤13本、
殺虫パウダー1個、粘着シート3本、延長コンセント1本、ビニール紐3個、
電球12球、蛍光灯9本

7月1日 個人様 来院

金平糖80袋、フルーツゼリー3袋、みぞれ飴玉2㎏、苺ミルク飴2㎏、
マシュマロ90個、チョコクッキー90枚、ビスコ100個、ラングドシャ57袋、
ロールケーキ24箱、チョコケーキ12袋、バナナチョコクッキー28枚、
バナナチョコレート36個、蒟蒻ゼリー22袋、ココナッツサブレ12袋、
ブルーベリーゼリー30個、棒付き飴138本、飴43袋、プチ苺ミルク飴30個、
キャラメル1㎏、チョコ66個、メロンパンクッキー100個、わたがし24袋、
Ｄｏｌｅジュース21本、フルーツ引き飴120個、団子24個、ドロップ飴10缶、
大福190袋、ラムネ1箱、みたらし90本、あんぱん20個、きな粉餅20個、
さくらんぼ25パック

7月2日 個人様 来院 南瓜7個、西瓜5玉
7月2日 個人様 来院 テレフォンカード8枚

7月4日 個人様 郵送
タコ4杯、豆腐ハンバーグ4個、ミニトマト3㎏、煎茶2袋、洋焼菓子10個、
ゼリー14個、焼菓子6個

7月10日 個人様 持参 本1冊
7月11日 天理教愛大和分教会様 来院 じゃが芋59個、南瓜3個、人参20本

7月12日 個人様 来院

黒酢1本、毛布1枚、額1枚、絵画1枚、メトロノーム1台、
シリコンステイ―マー2個、アクセサリートレイ1個、小物入れ8個、
クリップ入りケース2個、アクセサリー1個、下着2枚、ズボン1本、
靴下1足、タイツ14本、かたたき棒3本、盆6枚、ハンカチ29枚、
バスマット2枚、タオル40枚、ジブリ漫画2作品、台布巾5枚、バスタオル1
枚、エプロン1枚、ヘアーアイロン1台、ろうそく6個、鉛筆24本、
ポケットティッシュ6個、ハンガー1本、婦人服2着、地球儀1台、
ボウル2個、食器25点、水筒5本、弁当箱1個、鏡1枚、画用紙2枚、
ノート7冊、便箋4セット、のり6本、ハサミ1本、ペン65本、消しゴム4個

7月13日 天理教教会本部様 来院 西瓜7玉

7月14日 個人様 郵送
ゼリー28個、バウムクーヘン5個、小瓦煎餅16本、サプリメント120袋、
ラムネ200ｇ、ピーマン280ｇ、ミニトマト900ｇ、化粧品5点、靴下5足、
下着5枚、婦人服7着、歯磨き粉4本、ＤＶＤ1枚

7月15日 天理教郡南心分教会様 来院 うまい棒90本
7月16日 個人様 来院 ショートケーキ1箱
7月16日 個人様 持参 アイス16個
7月17日 個人様 来院 玉子90個
7月17日 個人様 来院 アイス4袋
7月19日 個人様 来院 西瓜14個

7月19日 個人様 郵送
スティックシュガー1箱、チョコ苺1箱、いかなごの佃煮600ｇ、
ゼリー詰合せ1箱、鞄1個

7月21日 個人様 郵送
しし唐400ｇ、人参5本、きゅうり4本、乾きくらげ40ｇ、すだち1㎏、
ゼリー11個、ラーメン5食、煎餅54枚、だし醤油200ｍｌ

7月22日 個人様 来院 ドーナツ16個
7月22日 個人様 郵送 佃煮詰合せ1箱、すだち1㎏、衣類2着、スリッパ1足
7月23日 天理教東中央大教会様 来院 金一封

7月23日 個人様 来院
オクラ42本、しし唐11本、ピーマン5個、パプリカ2個、トマト4個、
ゴーヤ2本、なす14本

7月25日 個人様 郵送
ミニトマト730ｇ、焼菓子19個、ゼリー6個、おかき1袋、タオル14枚、
インナーシャツ20着、ジャージ上下1着、ズボン2着、掛布団1枚、
クッション2個

7月27日 個人様 郵送 干物8袋

7月28日 天理教教会本部様 来院
西瓜3玉、巨峰4房、巨峰（ばら）1箱、バナナ68本、パイナップル12個、
桃10個、ピオーネ7房、キウイ35個、マンゴー2個、パパイヤ10個、
デラウェア70房、食パン16本

7月28日 個人様 来院
オクラ42本、しし唐11本、ピーマン5個、パプリカ2個、トマト24個、
ゴーヤ2本、なす14本

7月28日 個人様 郵送 みかんジュース180ｍｌ10本、煎餅48枚、うちわ3枚

平成３０年７月分
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8月1日 個人様 郵送 桃7個、きゅうり7本、大長茄子10本、オクラ30本、巨峰3房

8月5日 個人様 郵送
干物9袋、韓国のり24袋、芋きん1箱、レギュラーコーヒー100杯分、
緑茶2袋、ジュース4本、マヨネーズ2本、サプリ1箱

8月5日 個人様 郵送 菓子パン5個、干しシイタケ1袋、飴1袋
8月4日 個人様 来院 缶コーヒー30本
8月5日 個人様 来院 オクラ1袋、ズッキーニ2本、ピーマン20個、茄子6本
8月5日 天理教愛大和分教会様 来院 米20㎏
8月7日 個人様 郵送 湖魚煮200ｇ、ごぼう2本、あさり2㎏
8月8日 個人様 来院 婦人服4着

8月8日 個人様 来院
服飾用生地55枚、タオルハンカチ8枚、婦人服15着、鞄2個、靴下16足、
サンバイザー2個、寄贈用タオルセット5箱、料理道具セット1箱、
収納ケース2箱、時計1個、水筒1本、マグセット3箱

8月10日 個人様 来院 丸茄子25㎏、ミニトマト200個
8月10日 個人様 来院 きゅうり10本、ゴーヤ8個、オクラ340ｇ、冬瓜1個

8月11日 天理教愛大和分教会様 来院
トマト10個、南瓜3個、茄子12本、西瓜1玉、グレープフルーツ7個、
鰹節2袋

8月11日 天理教長柄分教会様 来院 じゃが芋27個、メロン3個

8月11日 個人様 郵送
ごぼう300ｇ、白茄子2本、小なす15本、きゅうり400ｇ、しし唐350ｇ、
冬瓜5㎏、南瓜1個、いんげん豆150ｇ、ミニトマト450ｇ

8月12日 個人様 来院
もち米ごはん25パック、フルーツ大福20パック、団子菓子48袋、
キャンディーボックス45袋、バタークッキー72袋、チョコクッキー30袋

8月13日 個人様 来院 煎餅1箱

8月14日 個人様 郵送
ウィンナー1袋、牛乳2本、玉子3パック、プリン6個、ヨーグルト1個、
(Ｒ-１)12本

8月15日 天理教教会本部様 来院 バナナ131本
8月16日 個人様 来院 衣類20着
8月16日 個人様 来院 じゃが芋5個、茄子10本、西瓜1玉、ふりかけ1.袋、菓子1袋
8月17日 個人様 来院 玉子90個
8月17日 個人様 郵送 生たこ2杯、桃2個、一口ゼリー2㎏、フェイスタオル2枚

8月20日 天理教愛大和分教会様 来院
しし唐330ｇ、じゃが芋20個、オレンジ4個、メロン1玉、梨2個、
グレープフルーツ2個、菓子3袋

8月20日 個人様 来院

ポップコーン20袋、ラーメン菓子21袋、フーセンガム132個、
ミルクキャラメル大箱5個、クッピーラムネ130袋、ビスコ10箱、
ソフトキャンディ72個、チョコチップクッキー12箱、チップスター16箱、
知育おもちゃ3箱、筆箱4個、シャープペンシル5本、鉛筆3ダース、
折紙5冊、メモ帳10冊、塗り絵3冊、クラフトグッズ11個、消しゴム10個、
マスキングテープ7巻、定規3本、修正テープ3個、スタンプ21個

8月20日 個人様 来院 婦人服11着、鞄1個
8月21日 天理教御空分教会様 来院 キャベツ、レタス、人参、じゃが芋、玉ねぎ、茄子、ピーマン、桃、巨峰、餅
8月21日 個人様 持参 菓子1箱
8月22日 天理教東中央大教会様 来院 金一封

8月22日
奈良クラブ様

有限会社カザマ様
受取 ランドセル3個

8月22日 個人様 来院 衣類100着、漫画40冊
8月25日 天理教境町分教会様 来院 金一封
8月25日 天理教御空分教会様 来院 食パン1斤、のり1袋
8月25日 個人様 持参 本2冊

8月26日 個人様 郵送
ハイチュウ1袋、クッキー2箱、ラムネ1箱、ハッピーターン4袋、醤油3本、
饅頭1箱、焼菓子詰合せ1箱、タオル3枚、洗濯洗剤1箱、
ボディソープ1袋、シャンプー4本、ハンドソープ1本

8月26日 個人様 来院 ビデオデッキ、幼児向け英語教材テープ
8月27日 個人様 来院 ピーマン4㎏

平成３０年８月分



天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表

日付 寄付者 方法 品　　目
9月1日 個人様 来院 冬瓜、茄子、パプリカ、オクラ、ピーマン
9月1日 個人様 来院 ROLAND電子ドラム
9月3日 個人様 持参 本4冊

9月6日 個人様 郵送
素麺30輪、生サブレ12枚、きび団子24個、フィナンシェ8個、
シェルレーヌ10個、ミニ三色団子9本、青のり煎餅20枚

9月8日 天理教東靖分教会様 来院 茄子2本、白菜1玉、人参3本、バナナ2本、菓子4袋
9月11日 天理教愛大和分教会様 来院 キャベツ2玉、人参17本、冬瓜2個、さつま芋7本、グレープフルーツ7個
9月11日 個人様 郵送 婦人服28着
9月13日 個人様 郵送 キャベツ1玉、林檎1個、オレンジ1個、人参2本、素麺6輪、一口チョコ150g
9月16日 個人様 来院 アイスクリーム64個
9月17日 個人様 来院 玉子90個
9月17日 個人様 来院 ドーナツ16個
9月18日 個人様 郵送 梨51個
9月18日 個人様 来院 豆アジ30尾、鯖30尾
9月20日 個人様 来院 ミニ南瓜6個、冬瓜8個、オクラ900g、長南瓜2本
9月20日 天理教御空分教会様 来院 玉ねぎ3個、しめじ3袋、煮干し2袋、鮭7切、豚肉2P、パイナップル1個
9月20日 個人様 郵送 米10㎏、バウムクーヘン18切、一口チョコ300ｇ、ビスケット210ｇ

9月21日 個人様 来院
金一封、干し椎茸2袋、ブトウ2㎏、リンゴジュース12本、
フルーツジュース10ℓ、オリーブオイル1ℓ、和菓子詰合せ1箱、
ドライヤー1台

9月22日 天理教東中央大教会様 来院 金一封
9月22日 個人様 来院 タオルセット23箱、寝具7点
9月22日 個人様 来院 花束2束
9月23日 個人様 来院 じゃが芋20個
9月24日 個人様 来院 鰯20尾
9月24日 個人様 持参 本2冊

9月25日 個人様 郵送
じゃが芋1㎏、珈琲・調味料セット1箱、ラムネ1箱、かりんとう4袋、
衣類20着

9月26日 個人様 来院 金一封
9月26日 天理教御空分教会様 来院 海苔2袋
9月26日 個人様 来院 菓子の詰合せ55袋
9月26日 個人様 来院 花束2束
9月27日 個人様 来院 菓子3袋

9月28日 個人様 郵送
さつま芋1㎏、万願寺唐辛子400ｇ、ポテトチップス400ｇ、煎餅72枚、
洋焼菓子12個、ラスク20枚、紳士服7着、靴下3足、鞄1個、
フェイスタオル10枚、バスタオル2枚

9月30日 天理教教会本部様 来院
林檎154個、みかん180個、パパイヤ10個、マンゴー11個、食パン26本、
中華饅頭2箱、笹団子30個、最中1箱、ソフトフランス10本、
林檎ジャム3缶、バナナ62本

平成３０年９月分



天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表

日付 寄付者 方法 品　　目

10月3日 おてらおやつクラブ様 来院
ナタデココ100ｇ、即席吸物6人分、桃ゼリー1個、コアラのマーチ4個、
ポテトチップス6袋、チョコチップクッキー1箱、スナック菓子3個、泉州タオ

10月3日 個人様 来院 毛布5枚、シーツ1枚、タオル9本
10月3日 個人様 来院 ショートケーキ7切れ
10月4日 天理教愛大和分教会様 来院 米10㎏、かぼちゃ2個、さつま芋9本、てんぷら粉2袋、鰹節大3袋

10月4日 個人様 郵送
さつま芋3本、きゅうり5本、生椎茸150ｇ、柚子ジュース24本、茶葉200g、
紅葉饅頭10個、おっとっと1袋、じゃがりこ1個、ヨーグレット18粒、
京菓子8袋、ハンドタオル2枚

10月4日 個人様 来院 さつま芋5本、アーモンド760ｇ
10月5日 ACEF様 来院 非常食用パン缶詰15個
10月7日 個人様 郵送 みかん2.8㎏、菓子2箱、きなこ餅1箱、焼菓子900ｇ、タオル2本、衣服2着
10月10日 個人様 郵送 金一封、ぬいぐるみ大1体、ぬいぐるみ小8個
10月10日 個人様 来院 食器セット4箱、お盆4枚、茶托5枚、シーツ1枚
10月10日 個人様 来院 柿
10月11日 個人様 郵送 自由ノート30冊、学習ノート130冊
10月12日 個人様 来院 柿27個
10月12日 個人様 来院 綿菓子機1台

10月15日 個人様 郵送

干し椎茸35ｇ、もち麦560ｇ、マドレーヌ5個、ミルククリームサンド5個、
煎餅12枚、羊羹2本、かりんとう6袋、惣菜の素2袋、花器1瓶、大皿4枚、
コーヒーカップ1組、湯飲み1組、飾り物2点、着物3着、スリッパ1足、
鞄3個、婦人服3着、トイレマット2枚、生地1枚、人形11体

10月15日 天理教郡南心分教会様 来院 うまい棒90本
10月16日 個人様 来院 柿20.5㎏

10月17日 個人様 来院
プリンタ1台、鳩時計1台、絵皿6枚、ランチョンマット5枚、手提げ鞄6枚、
人形1体、児童文庫6奪、カレンダー1冊、ハロウィン飾り1袋、ころ餅1巻、
黒豆あわせ焼10個

10月17日 個人様 来院 玉子90個
10月17日 個人様 持参 本1冊
10月22日 中田電業社様 来院 柿40㎏

10月22日 個人様 来院
大根7本、白菜3玉、さつま芋3.7㎏、グレープフルーツ9個、柿14個、
みかん2.1㎏、パイナップル2個、麩2袋、だしの素1箱、花かつお70ｇ、
麦茶56袋、ふりかけ2袋、昆布1袋

10月23日 天理教東中央大教会様 来院 金一封
10月23日 個人様 受取 金一封

10月23日 個人様 来院
子ども服23着、小学校ポロシャツ11着、中高制服13着、鞄3個、帽子1個、
スパイク2足、運動靴1足、サンダル3足、体育館シューズ1足

10月24日 個人様 郵送
林檎32個、味噌1.1㎏、洋焼菓子20個、甘酒1.4㎏、皿1枚、のれん2枚、
鞄4個、ティッシュケース1個

10月25日
（公財）日本教育公務員弘済会

奈良支部様　及び　（株）花の大和様
郵送 チューリップ球根100球

10月25日 写真の天馬様 来院 みかん14㎏
10月25日 個人様 来院 金一封
10月26日 天理教田根森分教会様 来院 林檎30個、林檎ジュース20本
10月26日 個人様 来院 米150㎏
10月26日 個人様 来院 金一封
10月26日 個人様 来院 お菓子の詰合せ60袋
10月27日 ボランティアＤＩＷＡ様 来院 靴下100足
10月28日 個人様 郵送 落花生230ｇ、和生菓子30個、和菓子詰合せ1箱、中国菓子12個
10月31日 個人様 郵送 金一封

10月31日 個人様 来院

ハーブウィンナー2.5㎏、新米60㎏、ガム20個、ビスケット菓子4袋、
クッキー菓子2袋、プレッツェル菓子2袋、チョコレート菓子2袋、
パイ菓子2袋、スナック菓子3袋、アポロ大1本、マーブルチョコ大1本、
チョコベビー大1本、うまい棒90本、フーセンガムボトル3個、
ビーフジャーキー等（駄菓子）80枚、漫画72冊

10月31日 個人様 郵送

掃除機2台、ラジオカセットレコーダー1台、ペットボトル用保冷器1本、
体重計1台、カーペットクリーナー1台、防水ＣＤプレイヤー1台、
ケトル1台、脱臭器2台、貯金箱1個、花瓶1台、化粧品3点、タオル3枚、
ハンカチ1枚、レインコート1着、灰皿1枚、本15冊

10月31日 個人様 来院 菓子76袋

平成３０年１０月分



天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表

日付 寄付者 方法 品　　目

11月2日 個人様 来院
柚子10個、ハンガー15本、婦人服27着、髪飾り2個、ネックレス5個、
鞄6個、バインダー1冊、手帳2冊

11月3日 個人様 来院
鉛筆大2箱、鉛筆6ダース、シャーペン30本、シャーペン芯3箱、
消しゴム2箱

11月4日 個人様 郵送
さつま芋4.2㎏、高野豆腐3袋、磯部缶1缶、マドレーヌ10個、机2台、
絵画1枚、カレンダー1冊、衣類15着

11月5日 大阪南ロータリークラブ様 郵送
ラグビーボール5個、フットボール用フラッグ20セット、ポール6個、
ゲームベスト20枚、空気入れ1本

11月6日 個人様 郵送
飴3袋、ラムネ300ｇ、スティックゼリー47本、紅白饅頭9個、
ブルボンアソート1袋、コインカウンター1台、靴2足

11月6日 個人様 来院 巾着2枚、ベビースタイ2枚
11月7日 天理教御空分教会様 来院 シュークリーム10個
11月11日 天理教教会本部様 来院 アールスメロン12玉、小玉西瓜22玉、みかん116個、バナナ31本
11月11日 天理教共成分教会様 来院 木製つみき、ビニールプール（大）、パズル、おもちゃ
11月11日 個人様 来院 アイス2箱

11月13日 個人様 郵送

みかんの缶詰6缶、お茶漬けの素100g、ティーバック25人前、鉄鍋1枚、
木箱1個、デジタル血圧計1台、爪切り1個、エチケットブラシ1個、
財布1個、クリアホルダー1枚、のし袋49枚、ペーパーストッカー2枚、
メモ帳10冊、サインペン2本、油性マーカー2本、鉛筆14本、ごみ袋150枚、
密封袋90枚、キーホルダー2個、ハンカチ1枚、手首ウォーマー1組、
靴下9足、子ども服41着、草履1組、冷凍食品（ちゃんぽん6食、
中華丼2色、牛肉2㎏、焼きそば9食、鮭8切）

11月15日 個人様 郵送 米菓66枚、杏ゼリー18人前、洗濯洗剤656ｇ、靴4足、婦人服5着、靴下6足
11月15日 天理教郡南心分教会様 来院 うまい棒90本
11月15日 個人様 郵送 方眼ノート160冊

11月15日 天理教愛大和分教会様 来院
米20㎏、大根11本、ちんげん菜7個、白菜3玉、さつま芋13本、
いんげん300ｇ、キャベツ1玉、ブロッコリー1房、オレンジ26個、
べったら漬け1袋

11月17日 個人様 来院 玉子90個

11月19日 個人様 来院
米20㎏、里芋1.5㎏、ほうれん草900ｇ、キャベツ3㎏、白菜4.5㎏、
ブロッコリー1房、大根1本、人参3本

11月21日 個人様 来院 柿75個

11月21日 個人様 郵送

白菜2個、大根4本、人参2本、丸かぶ6個、さつま芋1.2㎏、
プロセスチーズ210ｇ、昆布の佃煮400ｇ、干し海老130ｇ、焼菓子13個、
洋菓子1箱、折りたたみ傘5本、歯磨き粉7本、洗顔料1本、
旅行用シャンプーセット1個、メモ帳1冊、ビーチサンダル1足

11月23日 天理教東中央大教会様 来院 金一封

11月24日 個人様 郵送

柿7.5㎏、玉ねぎ3玉、衣類5着、帽子1個、靴1足、靴下11足、軍手3組、
アームウォーマー2組、バドミントンラケット2本、バドミントン羽1個、
ごみ袋2袋、紙皿20枚、割りばし100膳、プラフォーク20本、ピーラー1個、
花瓶1個、裁縫セット1個、鞄1個、荷造り紐3個、石鹸3個、シャンプー4本、
コンディショナー2本、ボディソープ4本、洗濯のり7本、洗剤8本、
たわし1個、パイプ詰まり取り1本

11月27日 個人様 来院 菓子10個、古着6着、子ども用スリッパ1足
11月28日 ワールド大阪ロータリーEクラブ様 来院 金一封
11月28日 全国シャンメリー協同組合様 郵送 シャンメリー20本

11月28日 個人様 郵送

あられ1袋、ビスケット2袋、塩饅頭1箱、海苔2缶、缶詰2個、
冷凍食品（オムそば7食、栗おこわ3袋、ポテトチーズ焼き3食、
ロールキャベツ1袋、牛すじ煮込み2袋、栗南瓜350ｇ）、タッパー7個、
カーペットクリーナー1台、ブラインドクリーナー1個、ポット3本、
スポンジ1個、鍋3個、電子レンジ専用調理器具4個、皿3枚、
料理器具10個、ダンベル10個、入浴剤50個、衣類5着、メモ帳1冊、
オセロ1台、ファイル3枚、鞄1個

11月29日 個人様 来院 さつま芋22㎏
11月30日 個人様 来院 婦人服41着

平成３０年１１月分



天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表

日付 寄付者 方法 品　　目
12月1日 個人様 持参 本1冊
12月3日 個人様 来院 みかん3箱
12月4日 チュチュアンナ様 郵送 靴下50足

12月4日 個人様 受取
学習机2台、乾燥機1台、椅子1台、コンパス2本、付箋多数、文庫本12冊、
定規5本、色鉛筆2セット、折紙400枚、折紙ケース1個

12月4日 個人様 郵送
マドレーヌ9個、バウム1箱、菓子詰合せ1缶、数珠2個、駒5個、
水鉄砲2本、衣類10着、蒸し器1台、保温鍋1台、物干し1台

12月8日 個人様 郵送
干物7袋、茶葉2缶、ちりめんじゃこ1箱、ハム詰合せ1箱、おわせ節1箱、
ミルフィーユ1箱、コーヒー詰合せ1箱、マフラー1本、人形1体、
洗濯洗剤1箱、詰替え洗剤7袋

12月9日 天理教東靖分教会様 来院
大根1本、白菜1玉、人参3本、林檎3個、梨1個、ミネラルウォーター2本、
味付き海苔3袋

12月9日 個人様 来院 柿12個
12月9日 個人様 来院 お菓子の詰合せ50個
12月10日 日本鏡餅組合様 郵送 鏡餅1個、切り餅400ｇ10個
12月10日 個人様 来院 大根5本

12月10日 個人様 来院
金一封、ポークソーセージ1㎏、インスタント紅茶1㎏、
ころもち（バラ詰）1缶、チョコレート600ｇ、チョコ菓子24小、米菓32枚、
フリーザーパック40枚、手芸品1袋、タオル65枚、布巾6枚

12月11日 個人様 郵送
牡蠣20個、うるめ鰯10尾、みかん20個、蒸し饅頭26個、チョコ菓子600ｇ、
かりんとう10袋、味付き海苔2缶、佃煮2瓶、煎餅42枚、
ブルーベリージャム3瓶、ネクタイ3本

12月13日 奈良県運動用具小売協同組合様 受取 バランスボール3個
12月14日 学校図書館によい本いっぱい運動推進連盟様 郵送 児童図書77冊

12月15日 天理教愛大和分教会様 来院
じゃが芋22個、白菜3玉、キャベツ2玉、レタス1玉、大根3本、瓜1本、
柿5個、林檎3個、お菓子5袋

12月15日 個人様 来院

うどん4.5㎏、筍水煮3瓶、ピザ1箱、玉子60個、蒟蒻1㎏、さくらんぼ1箱、
パイナップル2㎏、苺2箱、バナナ1房、ケーキ1.5㎏、ゼリー12個、
チョコレート菓子2箱、チョコ詰合せ1袋、紅茶茶葉300ｇ、
フィンガーパペット1体

12月16日 個人様 郵送 缶ジュース100本

12月16日 個人様 郵送
ハム・ベーコン詰合せ1袋、出汁・スープの素5種、佃煮セット1箱、
茶葉1缶、菓子詰合せ2箱

12月17日 個人様 来院 みかん61.5㎏
12月17日 個人様 来院 玉子90個

12月19日 個人様 来院
ポテトチップス50個、ルマンドクッキー48箱、パックジュース54本、
クッキー6袋、コアラのマーチ6箱、たべっこ6箱、おもちゃ3種、
色鉛筆2箱、ノート11冊

12月19日 個人様 来院 生醤油2本、サラダ油2本、ごま油1本、オリーブオイル1本

12月19日 個人様 郵送
蓮根5本、キャベツ2玉、酒粕漬2袋、干物8袋、キムチ2.5㎏、ポリ袋10枚、
クリップ10個、下着3枚

12月20日 個人様 来院 固形石鹸3箱
12月20日 個人様 来院 三角コーン18本
12月21日 （株）codomo様 来院 お菓子の詰合せ70袋
12月21日 個人様 来院 衣類40着、鞄1個、靴4足
12月21日 個人様 郵送 金一封

12月21日 個人様 郵送

当て物おもちゃセット2個、キャラクターマグカップ型ペン立て6個、
激釣りフィッシングゼリー6個、実験つぶニョロ6個、うんこちよがみ6個、
シャケといくら・たいやき6個、THE　DARK6個、部活マスコット6個、
フライドチキンバスフィズ6個、自分で作るスーパーボール6個、
バランスブロックゲーム6個、恐竜・さかなのたまご6個、
フリクションF1カー6個、ミニオンズエコカイロ6個、コウペンちゃん6個、
ミニオンおでかけカードケース6個、パズルバンク6個、DNくつした6個、
ミニオンズクッキー＆キャンディマスコット6個、昆虫の森6個、
うんこいっぱいフレークシール6個、ポケモンシリコンキャラブレス6個、
ポケモンボールチェーンマスコット6個、マジックリング6個

平成３０年１２月分（１／２）



天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表

日付 寄付者 方法 品　　目
12月22日 天理教東中央大教会様 来院 金一封
12月23日 天理教教会本部様 来院 アールスメロン2玉、みかん382個
12月23日 天理教愛大和分教会様 来院 米20㎏、白菜2玉
12月23日 天理教光司分教会様 来院 ラスク200袋
12月23日 兼好様 来院 オレンジジュース24本、リアルゴールド24本
12月23日 個人様 来院 水菜2束、サラダ水菜2束、大根3本
12月23日 個人様 来院 ジュース2本

12月23日 個人様 郵送
いくら1箱、数の子1箱、饅頭2箱、ビスケット2箱、ラスク1箱、焼菓子1箱、
みそ、みかん

12月24日 個人様 来院 ローストチキン9羽、シャンメリー40本、シートケーキ4台、
12月24日 個人様 来院 みかん1箱、靴7足、衣類18着
12月24日 個人様 来院 玩具
12月24日 個人様 来院 ケーキ3ホール
12月24日 個人様 来院 プレゼント全児童数分
12月25日 天理教加古大教会様 来院 幼児服140着
12月26日 個人様 来院 お菓子の詰合せ56袋
12月26日 個人様 来院 お菓子の詰合せ大袋1個

12月27日 個人様 郵送

里芋600ｇ、漬物2袋、林檎10個、メロン1個、チョコレート菓子15個、
カステラ1本、紅葉饅頭15個、洋焼菓子20個、金平糖130ｇ、昆布飴250ｇ、
珈琲飴130ｇ、ビスケット12枚、オリーブオイル2本、
インスタントコーヒー80ｇ、タオル2枚、靴下13足、

12月27日 天理教教会本部様 来院
みかん429個、キウイ204個、林檎95ｇ、あたご梨23個、マンゴー10個、
バナナ75本、あたご柿1個、カステラ1本、食パン33本、笹団子30個

12月29日 個人様 郵送 餅15㎏、白菜1玉、大根5本、漬物5種、ねぎ200ｇ
12月29日 個人様 来院 電子辞書1台、チョコレート1箱、ピーナツバター2個、ジャム2個
12月31日 個人様 郵送 牡蠣1箱
12月31日 個人様 来院 豚肉2P、鶏肉2P、白菜2玉、大根2本
12月31日 個人様 持参 じゃがりこ12個

平成３０年１２月分（２／２）



天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表

日付 寄付者 方法 品　　目

1月3日 天理教愛大和分教会様 来院
白菜2玉、レタス3玉、大根5本、ほうれん草3㎏、林檎14個、
オレンジ22個、新巻鮭1匹、バウムクーヘン3袋、

1月3日 天理教田根森分教会様 来院 林檎30個
1月4日 個人様 来院 椎茸7.1㎏、かぶ1個
1月4日 天理教共成分教会様 来院 餅20個、林檎3個、バナナ2房
1月4日 天理教御空分教会様 来院 餅、白菜、レタス、人参、大根、じめじ、昆布、パイナップル、林檎、みかん
1月5日 天理教東靖分教会様 来院 大根1本、人参6本、バナナ1房、林檎5個、菓子3袋、パン1袋

1月5日 個人様 郵送
どら焼き15個、焼きティラミス18個、栗ごろも10個、
焼き洋菓子詰合せ1箱、飴3袋、パック野菜ジュース2本

1月6日 天理教長柄分教会様 来院
キャベツ1玉、大根3本、さつま芋3本、じゃが芋16個、みかん19個、
林檎2個

1月6日 個人様 来院 苺2パック
1月6日 個人様 郵送 魚干物10袋、乳酸菌飲料21缶

1月8日 個人様 郵送
酒2本、醤油3本、珈琲豆1.5㎏、焼海苔320ｇ、かりんとう6袋、饅頭2箱、
米菓470ｇ、煎餅42枚、洋半生菓子250ｇ、食パン2斤

1月12日 個人様 持参 ぬいぐるみ20体

1月13日 天理教神聖分教会様 来院
赤飯100パック、苺大福100個、輪投チョコ2箱、ゼリー2箱、
チョコ菓子6箱、きな粉餅1パック、ロールケーキ1パック、
棒付キャンディ1袋、プリン1箱

1月13日 天理教愛大和分教会様 来院
餅15㎏、白菜4玉、キャベツ2玉、レタス1玉、ほうれん草3㎏、水菜1束、
人参9本、バナナ11本、柿7個

1月14日 個人様 郵送
林檎9個、柚子8個、煎餅おかき1箱、チョコレート菓子1箱、衣類10点、
入浴セット一式

1月14日 個人様 持参 本3冊
1月15日 岡本株式会社様 受取 靴下段ボール2箱分
1月15日 奈良県運動用具小売協同組合様 受取 サンダル10足
1月15日 天理教郡南心分教会様 来院 うまい棒90本
1月17日 個人様 来院 玉子90個

1月18日 個人様 郵送
餅6㎏、酢4.5ℓ、海藻3㎏、バターロール6個、アーモンドスカッチ1袋、
ビスケット1袋、キーホルダー2個

1月19日 個人様 来院 チキンラーメン300食分、お茶漬海苔60袋、アップルティ18袋
1月21日 個人様 来院 ボディソープ3本、カレールウ2箱、うどん10輪、素麺65輪、蕎麦7輪
1月24日 天理教東中央大教会様 来院 金一封
1月24日 個人様 来院 くくり紐120ロール
1月24日 個人様 来院 植木鉢90個
1月26日 個人様 来院 靴下30足
1月26日 個人様 郵送 はりま焼1袋、和菓子詰合せ1箱、ねぎ

1月27日 個人様 来院
ういろう1本、おかき1袋、だし醤油1本、みかん10個、お好み焼き1ケース、
栄養ドリンク1ケース

1月29日 個人様 来院 ランドセル1個、子ども服5着、巾着2枚
1月29日 個人様 来院 ドーナツ20個
1月30日 個人様 来院 アイス20個
1月31日 個人様 来院 子ども服40着、靴下3足、タイツ1本、ベルト1本、玩具2個
1月31日 個人様 来院 プリン6個

平成３１年１月分



天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表

日付 寄付者 方法 品　　目
2月3日 吉方庵様 来院 三輪福来50個
2月3日 個人様 来院 お菓子2袋
2月3日 個人様 来院 玉子20個、ロールパン30個、ウィンナー大袋2個
2月3日 個人様 来院 讃岐うどん1袋、お菓子3袋
2月5日 DIWA様 郵送 人参8㎏、ごぼう5㎏、里芋12㎏、みかん5㎏
2月6日 天理大学様 来院 ボールペン50本

2月6日 天理教東靖分教会様 来院
大根1本、人参1本、オレンジ1個、林檎4個、バナナ4本、
ミネラルウォーター1本、お菓子6袋

2月6日 個人様 来院 苺2パック

2月6日 個人様 郵送
ハム1㎏、干し芋1.1㎏、日高昆布200ｇ、ちりめんじゃこ500ｇ、
かりんとう1袋、林檎パックジュース12本

2月8日 個人様 来院 マフラー1本、上着3着
2月9日 株式会社ユーハイム関西支社様 郵送 焼菓子詰合せ23箱
2月9日 個人様 来院 ドーナツ10個
2月10日 個人様 来院 ぬいぐるみ15体、おもちゃ小物70点
2月10日 個人様 来院 食パン2斤、お菓子2袋

2月11日 天理教教会本部様 来院
梨3個、青林檎2個、林檎35個、伊予柑48個、キウイ181個、
ネーブルオレンジ7個、バナナ16本、ポンカン9個、みかん23個、
八朔38個、焼菓子9箱、洋菓子1個、和菓子1箱、クッキー1箱、煎餅10袋

2月11日 個人様 郵送 節分豆600ｇ、どら焼き1箱、煎餅1缶
2月14日 個人様 来院 チョコ詰合せ53袋

2月14日 おてらおやつクラブ様 来院
レトルトパウチ親子丼9個、りんご4個、ポテトチップス12袋、
うまい棒4本、羊羹3本、焼菓子1箱、缶飲料6本、

2月14日 個人様 来院

金一封、惣菜瓶詰15種、おかき1.5㎏、羊羹750ｇ、とろろ巻昆布1袋、
饅頭10個、マーブルケーキ1個、チョコ菓子6箱、スカーフ1枚、
ポーチ１個、白雪布巾6枚、フリーザーパック20枚、プラレール本体1個、
ポポちゃん人形1体、電池4本

2月15日 個人様 郵送
ねぎ2㎏、食べる醤油115ｇ、佃煮2袋、ラムネ菓子500ｇ、おかき180ｇ、時
計1台、電池2本

2月15日 個人様 持参 本3冊
2月15日 個人様 持参 皿20枚、小鉢10枚
2月16日 個人様 来院 ロールケーキ1本
2月17日 個人様 来院 玉子90個
2月18日 個人様 来院 苺10㎏
2月18日 個人様 来院 デコポン21個

2月19日 個人様 郵送
山芋2個、エシャロット1玉、菜の花2束、佃煮の素1袋、食パン550ｇ、
スナック菓子5袋、おかき3袋、焼菓子1袋、シフォンケーキ1ホール

2月20日 マルハン天理店様 来院 菓子段ボール1箱分
2月21日 個人様 来院 植木鉢90個
2月23日 天理教東中央大教会様 来院 金一封
2月23日 スズケングループ労働組合連合会様 来院 ニンテンドースイッチゲームソフト16本
2月26日 個人様 来院 おはぎ26個、草餅5個
2月26日 個人様 来院 お菓子の詰合せ60袋

2月26日 天理教長柄分教会様 来院
白菜1玉、キャベツ1玉、大根1玉、林檎3個、オレンジ3個、みかん9個、
バナナ12本

平成３１年２月分



天理養徳院　平成３０年度　ご寄付一覧表

日付 寄付者 方法 品　　目
3月1日 個人様 来院 苺60パック
3月1日 個人様 来院 金一封
3月2日 個人様 郵送 カレンダー1冊
3月3日 天理教教会本部様 来院 ひし餅2台分、ひなあられ大袋1個・小袋2個
3月3日 個人様 来院 金一封
3月4日 個人様 郵送 ひな人形セット一式

3月5日 個人様 来院
クレヨン2箱、塗り絵鞄1個、鞄5個、傘2本、ランドセル2個、帽子6個、
タオル3枚、手袋2組、お守り2個、衣服40着

3月5日 個人様 郵送
ひなあられ1袋、和菓子9個、クッキー48本、海藻900ｇ、ブーツ3足、
スニーカー1足、婦人服2足

3月6日 個人様 持参 本1冊
3月8日 個人様 持参 粉洗剤3箱
3月9日 個人様 来院 おもちゃ3点、オムツ1袋
3月9日 個人様 受取 手づくり手提げ鞄4個
3月10日 個人様 郵送 生菓子1箱、ねぎ、鞄2個、ポーチ2個、化粧品3点

3月13日 個人様 郵送
飴1袋、グミ1袋、ビスケット2袋、チョコ菓子1袋、和菓子17個、
マドレーヌ10個

3月15日 個人様 郵送
玉ねぎ8個、キャベツ1玉、白菜1玉、林檎1個、オレンジ1個、佃煮1袋、
味噌1缶、粟おこし10枚、うなぎパイ10枚、クロワッサン8個

3月15日 天理教郡南心分教会様 来院 うまい棒90本

3月16日 天理教愛大和分教会様 来院
大根8本、さつま芋4本、人参8本、キャベツ5玉、白菜1玉、水菜1束、
オレンジ14個、林檎5個、バナナ9本、鰹節パック4袋、お菓子7袋

3月17日 個人様 来院 卵90個
3月17日 個人様 来院 本24冊

3月18日 天理教教会本部様 来院
キウイ89個、三宝柑38個、八朔32個、かりんとう2箱、おかき7袋、
乳酸菌ドリンク100本、ロールケーキ3本、羊羹1箱、梅飴9箱

3月18日 個人様 郵送
春キャベツ1玉、ねぎ1袋、玉ねぎ9個、海藻1㎏、中国茶セット一式、
平皿10枚、急須1個、マグカップ2個

3月20日 個人様 来院 漫画本15冊
3月20日 個人様 郵送 小松菜2束、レタス1玉、みかん6.7㎏、和菓子1箱、タルト1箱、漫画29冊

3月22日 個人様 郵送

昆布1袋、わかめ1袋、海苔1袋、炒飯の素1箱、乾物1袋、きな粉1袋、
シーチキン3缶、サラダチキン3缶、グラタンソース4缶、ケーキ3個、
シュークリーム2個、洋菓子10個、服5着、食器2個、おもちゃ2個、
絵本10冊、コップ7個

3月23日 天理教東中央大教会様 来院 金一封
3月23日 個人様 来院 陶器コンテナ2杯分
3月24日 個人様 郵送 煎餅35枚、おかき2袋、化粧品セット1箱
3月25日 個人様 来院 金一封
3月26日 天理教境町分教会様 来院 石鹸2箱
3月26日 個人様 来院 お菓子の詰合せ56袋
3月28日 (有)ダスカジャパンクァウテモック様 郵送 チョコレート54箱・チョコレート12.5㎏
3月29日 おてらおやつクラブ様 来院 キャラメルコーン10袋、スナック菓子7袋、カロリーメイト40箱、缶ココア9本
3月30日 個人様 持参 本2冊

3月31日 個人様 郵送
卵20個、焼菓子1箱、煎餅1箱、チョコ菓子1箱、マドレーヌ10個、
あおさ1袋、鰹節1袋、衣類10着、食器30枚

平成３１年３月分


