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衣料品等提供について
(御礼 )

この度の台風19号によるいわき市における被害

は甚大なものでしたが、全国の皆様からお寄せ下

さいました沢山の衣料品やタオル、本当にありがと

うございました。深く御礼申し上げます。

被災者のニーズは刻 と々変化しておりますが、お寄

せ頂きました品の1枚 1点たりと無駄にすること無く

活用しております事、ご報告致します。

今後とも、ご支援・ご協力のほどよろしくお願い申し

上げます。

2019年 //月 /F日
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