応援メッセージを下さった
ありがとうございます。
一 で し ございませんが からのお 事です。

中より

からのメッセージ

は大好きです。 在住んでいるところは は えないですが、実
は ままと いますがつらい は寄り ってくれる感情 かな
家では7匹 っており、何度も心 されました。 はとても心優し
き ですよね。 も 処分という 実がつらくて仕 ありません。
い き です。そんな心優しい き が 処分とはとてもとても悲
今後はミルクボランティアの 及し、助ける人口を増やす事で命を
しいことです。わずかながらですが、不幸になる が ることを
助けれればと思っております。どうか今後ともお 守り下さい。
り寄付させていただきます。どうか たちをよろしくお いいたし
ます。
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とも役 て下さい。 小さな命を、どうか守ってく
ださい。 いを します。
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で いたご支援で大切に
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しょうね。
から と らし、 されてました。 やかでも恩 し出 ればと思
「恩 し」という 持ちは も持って 動を けています。どうか
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い さんによろしくお伝えください。
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で待
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助事 が 始される事となりました。心より感
し上げます。
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もない土地ですが… ただただ動

たちの幸

お
から切実な思いが伝わりました。こうしてご がつながった
ことに感 です。

ささやかな応援ではありますが、 ちゃんたちのために
してく 元 になる応援メッセージをありがとうございます。いつかお会い
ださい。今後も応援 けます いつか ちゃんたちにも会いにいき できることを
ますので
しみにお待ちしております。

命あるものが処分されるなんて
できるように努力いたします。

のない命を守ってください。
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るように
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会
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に地域

がいます。

とても かなデイサービスさんですね。利
さんに可愛られていま でしょう。
たちの幸せそうな 子が伺え、思わず
エピソードありがとうございます。

さんも
になりました。

しい事
敵な

排 する事では何の
にもなりませんよね。
人 の 合で 処分されてしまう動 のことを思うと が んでな 人と動 とが共 できる 会になれるように今後は
の情報 信
りません。こちらでは
募 もされているとのことで、1匹でも にも力をいれて 動いたします。「 たちの 当の幸せを って」
多くの さんが かい家庭に えられますよう っております。
がにゃんこメリーの信念です。

せっかく まれた命。1匹でも多くの子が かな家 に巡り合えま
すように…。 そしてその子たちを 守って下さる 々に心からの
感 を。 心ばかりですが何かのお役に てれば嬉しいです♪ コロ
ナの心 が くなったら
にも れてみたいです。

命あるものみんな尊いですね。にゃんこメリーで保 した子たちは
とっても
が
敵なご家 のもとへ
しています。お かりしたご支援は た
ちの幸せの に使わせて いております。ありがとうございます。

にゃんこメリーさんの 動にとても共感し、 年初めて寄付させて
きました。以 、SNSを じて 動の 子を拝 しております
が、一 懸命 摯に取り まれている 子に、 当に が下がる思
いで一 です。
が を うことが出 ない境 である 、こ
のような形で寄付することしか出 ませんが、僅かばかりでも小さ
な命を救うお役に てていましたら幸いです。今後とも応援してい
ます

Instagramをご いただいて下さっているとのことで嬉しいです
が好き ぎて、たまに変な投 もあるかとは思いますが今後とも
お 守り ければ幸いです。ホームページも いものになりました
のでこちらの もぜひお しみ下さい。
応援ありがとうございます。

動

に優しい

不妊手
助事 が広がりましたら、また新しい挑戦をしたいと
えております。

保

支援、保

づくりをお

いします。

支援をよろしくお

いいたします。

の の多
崩壊への支援をお
た。心より感
し上げます。

で う事ができまし

保
ボランティアさんとの事で 々の 動お れ です。
々の 動ありがとうございます。 たちが幸せな一 を全うでき
が広まる事は 当に大切な事だと を持って 々感じますよ
ますよう 境が整い、1人でも多くに人に
が広まることを っ ね。にゃんこメリーでできることは何かを え 動に したいと
て、わずかですが応援いたします。 も保
ボランティア 動 えます。
をしているので、これからも 張ろうと思います(^^)
もボランティア 動を応援しています 同じ志を持つもの同士、
張りましょう。

少しですが、
に 同して寄付いたします。 まれたての子
は 処分されてしまうという 実を らない人も多い中、まずそれ
をふるさと
サイトに掲げていただき感 です。役所の さまに
も感 します。 どうかできるだけ多くの子がお いっぱいにな
れ、そしてできればずっとのおうちが つかりますように。

ご 同いただき感 です。役所の 々も が好きな 員さんが 山
いてとても かく応援くださっています。感 しかないです。にゃ
んこメリーでは今後も 処分という 実に向き合い、乳 み子 を
大切に てますのでどうか 動をお 守り下さい。

