
天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２８年４月分
日付 寄付者 品目

4月1日 個人様 卵20個、サラダ油8本、もみじ饅頭1箱、プレティオ7本、タオル1枚、洗浄剤12個
4月1日 〃 クイックルワイパー2袋、ティッシュペーパー2箱、もち1袋、おこわ1箱、もち1箱
4月1日 〃 花束2つ
4月2日 〃 わらび

4月3日 〃
あおさ1袋、めかぶ2袋、クッキー1袋、菓子折2箱、衣類3着、ボールペン1本、ハンド
ティッシュ1袋

4月3日 〃 女児服2着
4月4日 〃 苺1ケース分
4月4日 ㈱日本総合園芸様 チューリップ107鉢
4月5日 倭の里様 カステラ86個
4月8日 個人様 米2㎏、あめ2袋
4月7日 〃 せっけん1箱
4月9日 〃 卓球台1台
4月10日 〃 鞄、布、衣類、ぬいぐるみ、お菓子型
4月11日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本、パイナップル2個、バナナ18本、シール53シート
4月11日 天理教東靖分教会様 大根1本、サツマイモ3本、人参3本、オレンジ8個、ミネラルウォーター3本
4月11日 個人様 辞書2冊、アクセサリー小物
4月12日 〃 男児スニーカー3足、男児服3着
4月12日 天理教康津郡分教会様 さやえんどう、サンチュ、梅干し2パック
4月15日 個人様 本2冊

4月15日 〃
筍3本、ラムネ菓子1袋、プレティオ14本、焼きシシャモ1袋、ビスケット1箱、大福1箱、
衣類1枚、かばん1点、化粧品1点、ポーチ1個

4月15日 〃 筍7本
4月17日 〃 誠のたまご90個
4月17日 〃 筍2本
4月17日 〃 ペーパーホルダ―1個、キッチンペーパー1個、タオルかけ1個、タオル3枚、スライ

4月19日 天理教教会本部信者部様
パイナップル4玉、西瓜3玉、八朔23個、アンデスメロン23玉、ハニーデューメロン2
玉、うどん12食、おかき5袋、葛餅4箱、生菓子5箱、ラーメン91食、ペット茶20本、ペッ
ト麦茶2本、ミネラルウォーター2本、ぶどうジュース1本、笹団子30個、おかき1箱、大

4月21日 個人様 キャベツ1玉、人参3本、プレティオ7本、筍1本、パン5個、御座候10個、つくだ煮2パッ
4月22日 〃 グラタン5個、ハンバーグ3個、ホットケーキ1袋、イカ1袋、魚1箱、餃子2箱、そばめし
4月22日 〃 靴3足
4月23日 〃 本1冊
4月23日 〃 絵本6冊
4月23日 天理教東中央大教会様 金一封
4月24日 個人様 お菓子児童数分、筍1本、玉ねぎ1箱、金一封
4月24日 〃 筍4本
4月26日 〃 金一封
4月26日 〃 お菓子セット60個
4月26日 〃 もみじまんじゅう2箱
4月27日 〃 タオル16枚、水筒1本、コップ立て1個
4月30日 〃 苺1ケース



天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２８年５月分
日付 寄付者 品目

5月2日 個人様
乳飲料7本、和菓子3箱、茶葉1缶、メロンパン5個、栗饅頭8個、おかき1袋、わたがし
2個、のり1箱、クッキー1箱、化粧水1本、衣類7着、小物16点

5月2日 〃 花束2つ
5月3日 〃 スポーツドリンク18本
5月4日 〃 本1冊
5月4日 〃 金一封

5月4日 天理教　真柱様
レタス32玉、うす焼12箱、柿ピー6袋、つぶっこ8袋、ポテトチップス2袋、おかき15袋、
あられ17袋、箱菓子18箱

5月4日 個人様 さやえんどう3㎏
5月5日 チュチュアンナ様 靴下16足
5月5日 かね好様 缶ジュース60本
5月6日 個人様 ちまき5個、いばら饅頭5個、乳飲料7本、どら焼き10個
5月8日 〃 玉ねぎ20個
5月13日 天理あすなろバドミントンクラブ様 バドミントンシャトル150個、シャトルケース40本
5月15日 個人様 缶ジュース120本

5月15日 〃
おかき8袋、乳飲料14本、紅茶2缶、玉ねぎ10個、梅茶1缶、そら豆1袋、豆類3㎏、飴
多数、美容食品3箱、化粧品6点、フェルト1枚

5月15日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本
5月15日 個人様 衣類3袋
5月15日 〃 アイス2箱、ペットボトルジュース2本
5月16日 〃 ピッコロ1台
5月17日 〃 誠のたまご1箱
5月17日 〃 シュークリーム6個、ロールケーキ6個
5月18日 〃 お菓子3箱、乳飲料7本
5月20日 〃 本1冊
5月20日 〃 菓子2箱、メモ帳4個
5月20日 天理教明徳分教会様 ふき、キャベツ、えんどう豆、ラーメン
5月21日 天理教御空分教会様 キャベツ、大根、人参、玉ねぎ、白菜、林檎、グレープフルーツ
5月21日 個人様 金時豆
5月21日 〃 即席麺15袋、筍15本、人参3本、オレンジ4個、干物約2㎏、豆約1㎏
5月24日 〃 服、雑貨

5月24日 〃
衣類36着、ウェットティッシュ5個、油用洗剤1本、ハンガー3本、エコバック1個、ホウ
酸団子1個、スリッパ5足

5月25日 天理教東中央大教会様 金一封
5月26日 個人様 金一封
5月26日 〃 金一封
5月26日 〃 お菓子の詰合せ65袋
5月28日 〃 ファミリア2個、10本入りアイス6箱、500mlジュース10本
5月31日 〃 玉ねぎ2箱



天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２８年６月分
日付 寄付者 品目

6月2日 個人様 もち1箱、ヨーグルト12個、チーズケーキ2個、洋菓子6個、和菓子1箱
6月3日 〃 アイス

6月10日 〃
冷凍食品（ハヤシライス4袋、タコ3㎏、コロッケ1袋、ロールキャベツ2袋、魚2袋、栗
おこわおにぎり2袋、うどん2袋、鶏肉2個、しいたけ天2袋、チャーハン4袋、うなぎ白

6月10日 〃 乳飲料7本、リンゴせんべい6枚、お茶1缶、いかせんべい7枚、和菓子1箱
6月11日 〃 アイス
6月12日 〃 トマト8個、じゃがいも800ｇ、肉1.8㎏、カツオ生ぶし1本、冷凍タンメン2食、冷凍オム
6月15日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本
6月16日 マルハン天理店様 お菓子段ボール1箱分
6月17日 個人様 本1冊
6月17日 天理教生琉里分教会様 誠のたまご1箱
6月18日 個人様 米2㎏、飴4袋

6月19日 〃
味付け海苔1袋、和菓子2箱、乳飲料7本、菓子9袋、黒大豆菓子600ｇ、緑茶葉1袋、
玉ねぎ5㎏

6月20日 天理教敷島大教会様 衣類・食器を段ボール20箱分
6月22日 天理教境町分教会様 金一封
6月22日 個人様 本1冊
6月24日 天理教東中央大教会様 金一封
6月26日 個人様 お菓子の詰合せ69袋
6月26日 〃 金一封
6月26日 〃 金一封

6月28日 〃
クロワッサン12個、デニッシュ6個、飴2個、乳飲料14本、金つば羊羹1本、味噌1個、
アイスキャンディー20本、鞄1個

6月28日 天理教教会本部信者部様 肥後グリーン3玉、アムスメロン3玉、西瓜9玉、食パン13本、最中1箱、菓子1箱



天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２８年７月分
日付 寄付者 品目

7月1日 個人様 黒豆ご飯の素6缶、さくらんぼ2袋、プレティオ7本、葡萄2房、饅頭11個、茶葉2袋、飴
7月3日 〃 漬物3箱、メンマ1箱、冷菓1箱、豚肉1箱
7月3日 〃 アイスバー7箱

7月9日 〃
パン17個、メロン1玉、キウイ5個、ハムセット1箱、羊羹セット1箱、プレティオ7本、洋
菓子10個、衣類7着、靴下2足、鞄1個

7月14日 〃 プレティオ7本、なす5本、キャベツ1玉、ミニトマト900ｇ、サブレ1箱

7月15日 〃
焼豚5個、コーヒーゼリー2㎏、もろみ味噌3㎏、わかめ1㎏、煎餅46枚、黄な粉餅12
個、ゼリー4個、焼菓子17個

7月15日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本
7月18日 天理教生琉里分教会様 たまご1箱
7月19日 個人様 ペットボトルジュース3箱、缶ジュース2箱、文房具段ボール1箱分
7月20日 天理教瀬田分教会 かっぱえびせん72袋
7月22日 個人様 DVD1枚

7月22日 〃
すだち1㎏、プレティオ14本、メロン1玉、和菓子14個、焼菓子5個、あめ2袋、ゼリー
20個、ガーゼケット1枚

7月22日 天理教教会本部農事部様 西瓜20玉
7月22日 天理教東中央大教会様 金一封
7月24日 個人様 ハム6個、ドレッシング1本、煮豆1袋、ゼリー5個、和菓子1箱、アルコール類8本
7月25日 〃 ランドセル2個
7月26日 〃 金一封
7月26日 〃 金一封
7月26日 〃 お菓子の詰合せ62袋
7月27日 〃 本1冊
7月27日 〃 頭痛薬1箱
7月28日 〃 メロン1玉、マスカット1箱プレティオ7本、クリームパン2個、ロールケーキ2本
7月28日 〃 絵本22冊、CD20枚
7月31日 〃 衣類3袋



天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２８年８月分
日付 寄付者 品目

8月3日 個人様 本1冊

8月4日 〃
健康飲料1本、ゼリー12個、焼菓子24個、和菓子17個、焼きのり1缶、葛切そうめん
10個、ラスク8枚、茶葉2缶、チョコ菓子240ｇ、プレティオ7本、黒糖300ｇ、うちわ1枚、

8月5日 〃 本2冊
8月6日 天理教教会本部営繕部造園課様 プランター花40個
8月10日 個人様 本1冊
8月14日 〃 衣類段ボール4個分
8月15日 天理市立北中学校様 ゴーヤ30本
8月15日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本

8月17日 個人様
麦茶2ℓ12本、カボスジュース30本、すだち1㎏、葡萄4房、巨峰2房、ティーパック2
袋、プレティオ14本、ポケットティッシュ3個、かばん1個、婦人服1着

8月17日 天理教生琉里分教会様 たまご1箱
8月17日 個人様 米2㎏、あめ3袋

8月18日 〃
醤油1ℓ15本、みかんジュース12本、味付きのり2箱、まんじゅう25個、りんごジュース
5缶、洋菓子11個、おかき3袋、自由帳5冊

8月20日 〃
チップスター4個、おにぎり煎餅3袋、クッキー200ｇ、菓子1箱、プチゼリー3袋、塩分
チャージタブレット1袋

8月26日 〃 金一封
8月26日 〃 お菓子の詰合せ児童数分

8月28日 天理教教会本部信者部様

赤肉メロン10玉、アンデスメロン1玉、ｲｴﾛｰｷﾝｸﾞ12玉、ﾊﾟﾊﾟｲﾔ10個、ﾏﾝｺﾞｰ12個、ﾊﾟｲ
ﾅｯﾌﾟﾙ15玉、桃15個、ﾜｯｻｰ7個、ｹﾙｼｰ11個、ﾋﾟｵｰﾈ10房、ﾏｽｶｯﾄ6房、飴10袋、豆菓
子8袋、昆布飴24袋、ｺｺﾅｯﾂｸｯｷｰ2袋、ｽﾃｨｯｸｼｭｶﾞｰ1袋、ｺﾝﾃﾞﾝｽﾐﾙｸ2袋、ｿｰｽ焼き
そば1食、緑茶2袋、菓子2箱、冷やしぜんざい2箱、水羊羹5袋、生菓子1箱、餅菓子
1箱、煎餅15袋、梅干し1箱、食パン15本、菓子ﾊﾟﾝ1本、御紋菓1袋、笹団子30個、並
煎餅25袋、中華饅頭1箱、ｸﾞﾐ1箱、羊羹1本、生八つ橋10箱、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ2個、ﾁｮｺ
ｸﾘｰﾑ1個、ﾍﾟｯﾄｼﾞｭｰｽ10本、三ツ矢ｻｲﾀﾞｰ1缶、ﾍﾟｯﾄ茶18本、ﾃｨｰﾊﾞｯｸ28個、生姜茶1

8月29日 個人様 飴1袋、プレティオ14本、黒豆ケーキ1本、饅頭14個
8月30日 天理教教会本部信者部様 袋菓子（スナック、煎餅、飴、チョコ等）66袋
8月30日 個人様 玩具60点
8月30日 〃 しし唐2.6㎏



天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２８年９月分
日付 寄付者 品目

9月3日 個人様
米20kg、健康飲料900ｍｌ、焼菓子3箱、りんご煎餅30枚、饅頭12個、チョコクッキー12
枚、檸檬ケーキ10個、インスタントコーヒー2瓶、コーヒーミルク1瓶、化粧水1本

9月3日 〃 本1冊
9月5日 〃 子ども服22着
9月8日 〃 なす2.2㎏

9月9日 〃
パン4袋、干し柿4袋、あられ6袋、ジュース24本、乳飲料7本、ロールケーキ5切れ、
軟膏2個、百合油1個

9月11日 〃 たこ2㎏

9月13日 〃
しし唐800ｇ、なす800ｇ、白なす900ｇ、漬物700ｇ、キャベツ1玉、お菓子1箱、干物2
点、粉末調味料2箱、ケチャップ1本、お好み焼き粉1袋、天ぷら粉1袋、卵1パック

9月13日 〃 なし2箱
9月13日 天理教　真柱様 パン・菓子パン6箱分
9月13日 個人様 本1冊
9月15日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本
9月16日 マルハン天理店様 お菓子バラ1箱
9月17日 個人様 バーアイス10本入り7箱
9月17日 天理教生琉里分教会様 たまご1箱
9月19日 個人様 花束2束
9月21日 〃 人参3本、大根1本、じゃがいも3個、さつまいも1本、干物21枚、ウエハース1袋
9月24日 天理教東中央大教会様 金一封
9月26日 個人様 菓子パン12個、生菓子2箱、焼き菓子2箱
9月26日 〃 お米2㎏、ひねり揚げ2袋、カンロ飴3袋
9月26日 〃 金一封
9月26日 〃 金一封
9月30日 〃 雛人形一式



天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２８年１０月分
日付 寄付者 品目

10月2日 個人様
どら焼き7個、一口羊羹8個、豆菓子2個、飴1袋、ウエハース1袋、菓子箱4箱、蜂蜜1
瓶、マーマレード1瓶、のり佃煮7瓶、餅1㎏、惣菜6袋、ミニタオル1枚

10月6日 〃
あられ煎餅1箱、金つば6個、饅頭詰合せ1箱、パン1個、プレティオ14本、かりんとう
350ｇ、ブルーベリージャム3瓶、スイートポテト10個、巾着2個、婦人服2着

10月8日 〃 児童文学書1冊
10月10日 〃 鮎1袋、ひつまぶしの素3袋、鰺棒寿司3本、チョコパイ5個
10月10日 〃 婦人服11着
10月15日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本
10月15日 〃 じゃが芋40㎏
10月17日 天理教生琉里分教会様 卵1箱

10月17日 個人様
さつま芋3.5㎏、カステラ940ｇ、讃岐うどん3束、ジンジャーシロップ3本、みかんの缶
詰7個、桃の缶詰3個、ふくさ2枚

10月18日 〃 食器5点、コップ4個、CD1枚、クリアファイル8枚、折り紙2袋、下敷き2枚、メモ帳2個、
10月18日 〃 ランドセル2個、ぬいぐるみ50個、おもちゃ8個
10月21日 〃 パイン飴1袋、プレティオ14本、栗きんとん6個、どら焼き15個
10月24日 天理教東中央大教会様 金一封

10月25日 個人様
冷凍食品18点、焼菓子1箱、菓子詰合せ1箱、クッキー2箱、卵10個、サケフレーク8
袋、饅頭34個、婦人服9着

10月26日 〃 ニット帽35枚、ニットひざ掛け1枚
10月26日 〃 金一封
10月26日 〃 お菓子の詰合せ65袋
10月28日 〃 本1冊
10月28日 〃 醤油1.8ℓ6本、どら焼き10個、化粧品12点
10月31日 〃 マフラー10本、セーター6着、巾着8個、ぬいぐるみ16個、金一封
10月31日 かね好様 ウエハース2箱
10月31日 個人様 プレティオ7本、松前漬1箱、饅頭9個、こどもびいる6本、和菓子20個



天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２８年１１月分
日付 寄付者 品目

11月2日 株式会社国華園様 チューリップ球根200球
11月3日 個人様 プレティオ7個、パイナップル1個、林檎4個、オレンジ6個、柿1個
11月4日 〃 花束2束

11月5日 天理教教会本部信者部様
赤肉メロン2玉、林檎21個、バナナ30本、みかん165個、柿79個、パイナップル3玉、
あたご梨16個、キウイ31個、梨9個

11月6日 個人様 きのこの山とたけのこの里7袋
11月6日 〃 幼児服2着
11月7日 〃 茶葉2袋、茶葉1筒、パウンドケーキ4切、ミニマドレーヌ16個

11月10日 〃
プレティオ7個、バタークッキー1箱、えび煎餅6個、柿5個、もなか10個、栗饅頭5個、
ヨーグルト1P、洋菓子詰合せ1箱、保冷剤1個

11月10日 〃 柿2箱
11月12日 上田農園様 玄米30㎏
11月12日 個人様 米30㎏10袋
11月12日 〃 大袋菓子2袋、ハイチュー2袋
11月14日 〃 男児革靴2足、子ども服4着、毛糸帽子1つ、リュックサック1個
11月15日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本
11月17日 天理教生琉里分教会様 卵90個
11月19日 第一生命奈良営業職支部様 金一封
11月19日 個人様 金一封
11月20日 〃 金一封

11月22日 〃
子ども服11着、エプロン1枚、マフラー1本、貯金箱2個、小物入れ8個、ティッシュケー
ス6個、ヘアゴム30個、エコバック2個

11月22日 〃 いか2杯、赤身6冊、生魚10匹
11月22日 マルハン天理店様 小袋菓子段ボール2箱分
11月23日 個人様 本1冊
11月24日 〃 水素水9個、プレティオ7本、菓子2袋、洋梨11個、化粧水1本
11月24日 〃 玩具（ガンダム・囲碁・将棋等）多数
11月24日 天理教東中央大教会様 金一封
11月25日 個人様 もち米1斗
11月25日 〃 服13着
11月26日 〃 お菓子の詰合せ児童数分
11月26日 〃 金一封
11月27日 〃 七五三用具 一式
11月29日 全国ｼｬﾝﾒﾘｰ共同協会様 シャンメリー20本
11月30日 JAならけん青壮年部様 もち米2斗



天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２８年１２月分
日付 寄付者 品目

12月1日 個人様 焼菓子7箱、干物3袋、煎餅1袋、卵1パック、うどん蒸し3個、ﾌﾟﾚﾃｨｵ7本、婦人服9着
12月2日 天理教所沢市分教会様 うちわ35枚、コアラの人形8個
12月3日 株式会社チュチュアンナ様 靴下15セット
12月3日 天理教教会本部信者部様 もろこしクッキー25袋、昆布飴40袋、みかん6箱分

12月4日 個人様
干物5枚、鶏もも肉6枚、ミンチ肉2パック、かます3尾、牛肉1パック、金目鯛2尾、サン
マ4尾、つくだ煮セット1箱、生ガキ500ｇ

12月5日 〃 子ども用文具・玩具　段ボール1箱分
12月5日 楽天株式会社様 プレゼント全児童数分

12月5日 個人様
みかん缶3缶、スポーツ飲料1本、海苔の佃煮1瓶、茶葉1缶、洋菓子8個、パウンド
ケーキ1箱、缶ビール12本

12月7日 〃 みかん3箱
12月8日 〃 インスタントコーヒー2瓶、レギュラーコーヒー20個、饅頭8個、羊羹5個、靴下3足、婦
12月10日 〃 バラ約50本
12月11日 日本鏡餅組合様 お供え餅1.2㎏、越後餅(400ｇ)10袋
12月11日 個人様 子ども服多量・大人服
12月12日 〃 著作本1冊
12月14日 〃 子ども服6着、ひざかけ1枚、耳当て1個、かばん1個

12月14日 〃
冷凍食品（豚肉800ｇ、ひれかつ50ｇ、チキンライス760ｇ、ぎばさ3袋、鰺フライ8枚、こ
しあん8個、松前漬け400ｇ、鮭とば180ｇ、たらこ200ｇ、いくら250ｇ、味付き魚介5個）
チョコ菓子2個、プレティオ7本、レギュラーコーヒー詰合せ1箱、衣類5着、タオル30枚

12月15日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本
12月15日 個人様 衣類等5袋
12月15日 岡本株式会社様 靴下多数
12月16日 アパマンショップ様 ノート20冊、マグカップ10個、ラグビーボール1個、箱ティッシュ10個

12月16日 おてらおやつクラブ様
ニット帽9枚、パスタ600ｇ、ﾍﾟｯﾄ茶2本、カレンダー1冊、かりんとう4袋、洋菓子1箱、ス
ナック菓子3袋、チョコ菓子3箱、ビスコ3缶、筆箱1個、うどんスープ2箱、グラノーラ1
袋、玄米ブラン2箱、財布ハンカチセット1個

12月17日 個人様
白菜1玉、林檎4個、オレンジ5個、甘酒10個、コーン缶5缶、菓子1箱、餅1袋、エビ
300ｇ、ビスケット1袋、キムチ2袋、素麺1箱、伊勢海老2尾、漬物2袋、ビール1箱、ス
プーンフォーク多数、箸1膳、包丁1本

12月17日 天理教生琉里分教会様 たまご90個
12月17日 個人様 カーディガン1枚、マフラー3枚、バスタオル3枚、タオル5本

12月18日 〃
ポテトチップス53個、じゃがりこ62個、ポッキー53個、たべっこ10個、おっとっと10個、
玉ねぎ20㎏

12月19日 天理教教会本部信者部様 林檎19個、スイ―ティー23個、柿23個、バナナ14本、みかん159個、ネーブル14個
12月19日 個人様 玄米60㎏
12月19日 〃 ドキュメンタリーＤＶＤ1本
12月20日 〃 花束2つ
12月21日 アンドウケミカル㈱様 サンタチョコ　段ボール4箱

12月21日 個人様
みかん1箱、白菜1玉、人参10本、プレティオ7本、桜えび2箱、おかき1箱、有明海苔1
箱、バウムクーヘン17袋、割り箸120膳

12月23日 〃 衣類3袋
12月23日 わんぱくキッズ様 おかしの詰合せ70人分

12月24日 個人様
人参4本、キャベツ1玉、みかん7個、佃煮400ｇ、饅頭1箱、焼きのり3袋、煎茶1袋、レ
ギュラーコーヒー3個、醤油3本、タオル2本、バスタオル2枚

12月24日 〃 花束2つ
12月24日 〃 ケーキ3箱、チキン10個、クリスマスプレゼント全児童分
12月25日 〃 金一封
12月26日 〃 お菓子の詰合せ65人分

12月28日 〃
パウンドケーキ1個、煎餅5箱、プレティオ7個、バタピー4袋、おにぎり煎餅1袋、焼菓
子1箱、ビール24缶、巾着袋6枚

12月28日 〃 五月人形1セット
12月29日 〃 数の子500ｇ、いくら500ｇ、わかめ1㎏、和菓子1箱、コーヒー豆3缶、柔軟剤1本

12月29日 おてらおやつクラブ様
林檎1箱、駄菓子詰合せ60個、和菓子30個、子ども服21着、子ども靴3足、粉洗剤8
箱、うがい薬180本、巾着120枚

12月29日 個人様 本1冊
12月30日 〃 花束2つ



天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２９年１月分
日付 寄付者 品目

1月4日 個人様 本2冊
1月5日 〃 プレティオ7本、飴缶2ケ、和菓子5個、どら焼き20個、ポンカン15個
1月5日 〃 金一封
1月9日 〃 衣類、ボクシンググローブ

1月10日 〃
温泉饅頭1箱、チョコバウム7切、チョコ11枚、キャラメル15個、チョコ菓子1箱、洋菓
子1箱、焼き菓子1袋、羊羹1本、魚の切り身10切、魚の開き5枚、ビール1箱、紳士服

1月10日 天理教郡南心分教会様 バナナ18㎏
1月11日 個人様 本1冊
1月12日 〃 かりんとう1箱、煎餅2箱、飴2袋、下着2枚
1月13日 社会福祉法人まほろば様 ラスク220袋
1月14日 株式会社日本教文社様 カレンダー1冊
1月15日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本
1月17日 個人様 ブルーベリージャム10瓶、焼和菓子4本、生地10㍍5枚
1月17日 〃 手作りミニ消防車1台
1月18日 天理教生琉里分教会様 卵90個
1月18日 個人様 エクレア6個入り2P、おかき1袋、干し芋1袋、伊賀越漬1袋、味付けのり1袋
1月20日 （株）安納ｽｳｨｰﾂﾌｧｰﾑ様 安納芋20㎏
1月22日 個人様 和菓子1箱、プレティオ14本、シュークリーム5個、カップ麺11個、みかん38個
1月23日 〃 スナック菓子12個、駄菓子1.3㎏、スポーツウェア1着、リストバンド1個、バスケット
1月24日 天理教東中央大教会様 金一封
1月24日 マルハン天理店様 駄菓子約300袋
1月24日 個人様 子供服50着、靴10足、ハンカチ2枚、ランチプレート1枚、弁当箱2個、ざるそば皿1
1月25日 天理教高知教区様 金一封
1月26日 個人様 金一封

1月30日 おてらおやつクラブ様
スナック菓子40袋、マドレーヌ20個、饅頭1箱、お茶漬けの素1袋、シチューの素1箱、
魚介乾燥品3P



天理養徳院　平成２８年度　ご寄付一覧表

平成２９年２月分
日付 寄付者 品目

2月1日 おてらおやつクラブ様 カロリーメイト120箱、みかん360個
2月1日 個人様 衣類20着、布カバン4袋
2月1日 〃 本2冊
2月3日 吉方庵様 三輪福来55個
2月3日 個人様 金一封

2月4日 〃
昆布巻・佃煮11点、手羽元1㎏、ブリ切身5切、アジの開き4袋、パンケーキ600ｇ、和
生菓子1箱、菓子パン5個、焼菓子8個、スナック菓子19個、プレティオ7本、小豆400
ｇ、みかん1㎏、小物1点

2月5日 〃 お菓子の詰め合わせ55袋
2月9日 社会福祉法人まほろば様 ラスク56箱
2月10日 個人様 五月人形1セット

2月10日 〃
クッキー1袋、生パン粉100ｇ、さつま芋加工品1袋、バウムクーヘン1個、御座候10
個、茶葉1袋、フィナンシェ1箱、チョコ菓子20個、タオル1枚

2月12日 天理教教会本部信者部様

甘平10個、八朔28個、みかん47個、キウイ60個、新雪梨32個、伊予柑12個、晩白柚
1玉、バナナ14本、ホームランメロン28玉、炭酸水500ml3本、カルピス500ml3本、
ウーロン茶500ml4本、麦茶500ml2本、ウーロン茶2ℓ2本、ミネラルウォーター2ℓ4本、
スポーツドリンク2ℓ3本、緑茶500ml4本、棒ラーメン2食、チョコレート菓子1箱、ラーメ

2月14日 おてらおやつクラブ様 チョコ菓子12箱、マンゴーゼリー30個、災害救助用クラッカー70袋
2月16日 天理教郡南心分教会様 バナナ2房、うまい棒90本
2月17日 個人様 どら焼き4個、チョコ1箱、プレティオ7本、和菓子1箱、柚みそ1袋
2月17日 天理教生琉里分教会様 たまご90個
2月21日 個人様 人形9体、ぬいぐるみ2袋
2月24日 〃 スナック菓子24袋
2月25日 〃 金一封
2月26日 〃 子ども服50着
2月26日 〃 お菓子の詰め合わせ60袋
2月26日 〃 子ども服30着
2月27日 アサヒ飲料株式会社様 カルピス470ml12本
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平成２９年３月分
日付 寄付者 品目

3月1日 個人様
さつま芋2㎏、味付け海苔2袋、もろみ味噌1㎏、グレープフルーツ12個、レギュラー
コーヒー270ｇ、水菜2束、レモン2㎏

3月1日 〃 お菓子2袋
3月3日 〃 本20冊、衣類4袋、靴1足
3月3日 〃 イチゴ15ケース
3月3日 天理教真柱様 菱餅2台分

3月5日 個人様
チョコレート1箱、洋菓子詰合せ1箱、和菓子1箱、なごやん10個、どら焼き7個、おか
き17枚、アップルジュース30缶

3月8日 〃
プレティオ7本、バウムクーヘン8切、ひなあられ1袋、酒粕500ｇ、洗濯洗剤1.7㎏、婦
人服1着、生地6枚

3月7日 天空会様 木彫りのひな人形3組
3月9日 おてらおやつクラブ様 菓子3ケース
3月10日 個人様 スナック菓子6袋、菓子パン4個、里芋3.5㎏
3月10日 天理教愛大和分教会様 米20㎏、はくさい2玉、茄子17玉、じゃが芋20個、オレンジ10個、りんご9個、バナナ1
3月13日 〃 レタス2玉、キャベツ2玉、海苔1ケース
3月14日 個人様 菓子諸々56個
3月14日 グループ台様 金一封
3月15日 個人様 スナック菓子20点詰合せ5箱
3月15日 天理教郡南心分教会様 うまい棒90本
3月17日 個人様 花束2つ
3月17日 天理教生琉里分教会様 たまご90個
3月18日 社会福祉法人まほろば様 ラスク176袋
3月18日 天理教教会本部信者部様 たんかん30個、きよみオレンジ20個、八朔50個、伊予柑90個、メロン1玉、パイナップ
3月19日 個人様 落花生1袋、和菓子2箱、いかなごの佃煮1箱、衣類4着
3月20日 〃 本1冊
3月21日 〃 花束1つ
3月22日 〃 スナック菓子2袋、洋菓子2箱、本12冊、こども服17着
3月22日 〃 花束3つ
3月23日 〃 海藻900ｇ、クッキー1箱、プレティオ7本、洋菓子20個、塩饅頭15個
3月24日 〃 本1冊
3月24日 天理教東中央大教会様 金一封
3月24日 個人様 イチゴ1箱
3月23日 天理教愛大和分教会様 お米60㎏
3月24日 個人様 子ども用グローブ5個、ボール3個、サッカーボール1個
3月26日 〃 金一封
3月26日 〃 菓子の詰合せ55袋

3月27日 天理教教会本部信者部様
日向夏12個、セミノール18個、甘夏10個、デコポン15個、八朔23個、清美オレンジ14
個、バナナ100本、グレープフルーツ8個、ミネラルウォーター2ℓ1本、緑茶2ℓ1本、爽
健美茶600ml4本、　　　　　　　　　　　　　　　　インスタント味噌汁50食、食パン15本、

3月29日 ダスカジャパン様 チョコ菓子200箱
3月29日 おてらおやつクラブ様 缶ジュース31本、缶コーヒー3本、栄養ドリンク7本、菓子24袋、洋菓子5箱、ミンティ
3月29日 天理教教会本部信者部様 スナック菓子等70袋
3月31日 個人様 ちくわ23袋、玄米30㎏


