
地域医療を守っていただいている関係者の方々に、私たち市民が応援している事、感謝してい
る事が少しでも伝わり、今後のお仕事の力になれば幸いです。 寄付や手紙の協力をいただい
た方、スイーツをご提供いただいた銘菓店様、そして共に想いを届けてくれた実行委員会と
狭山ＹＥＧメンバー。 関わっていただいた全ての方との繋がりに感謝申し上げます。

ご支援、ご協力、応援を頂いた皆様に感謝御礼申
し上げます。 お届け先で笑顔が生まれる瞬間や
感極まる場に立ち会い改めて本事業の意義を感
じることができました。  本当にありがとうござ
いました。

関わった全ての皆様の心が豊かになった本事業を通じて、
医療従事者の皆様に感謝の気持ちをお伝えさせて頂きな
がら医療現場の生の声を聞かせて頂きました。 公益社団
法人狭山青年会議所は、今後も地域課題にしっかりと取
組んで参ります。SAYAMA LOVE PROJECT 狭山商工会議所青年部 〒350-1305  埼玉県狭山市入間川3-22-8
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Special Thanks:【お菓子のご協力】
株式会社かにや、株式会社亀屋本店、お菓子工房ナチュール、洋菓子木の実、株式会社メモルス、Via Mare、
株式会社パティスリーツェルマット、服部園

【子供達からの手紙ご協力団体】
ボーイスカウト狭山第二団、ジョイスタディ、新狭山小学童保育室、柏原小学童保育室、奥富小学童保育室、
御狩場小学童保育室、NPOまちのつながり推進室

【ご協力】
狭山市役所広報課、狭山市ビジネスサポートセンター

【掲載メディア】
株式会社ショッパー社、株式会社西埼玉ぱど、狭山ケーブルテレビ式会社、株式会社エフエム茶笛、NHKさいたま放送局

【実行委員会メンバー】
齊藤 龍、宮野 圭司、栗原 大、黒川 進、野口 功祐、西山 大輔、木村 亜矢、松永 智英、増田 佳央、伴野 学、野中 康弘、田口 智
章、清水 信之、今北 智也、矢馳 一郎、秋本 美香、山本 直和

さやまラブ
プロジェクト
活動報告書
2020年5月～6月31日：活動報告

医療従事者の皆様へ、食で感謝を伝える。

実行委員長　齊藤  龍

副委員長　宮野  圭司 副委員長　栗原  大



1 櫻澤医院

2 みかりば・小幡歯科医院

3 奥平産婦人科

4 森田クリニック

5 狭山台伊東眼科クリニック

6 さやま脳神経クリニック

7 STYLE

8 埼玉石心会病院

9 ぎんなんクリニック

10 馬島医院

NO. 医療機関名

26 狭山厚生病院

27 歌野内科クリニック

28 水富診療所

29 屋良医院

30 入間川病院

31 杏クリニック

NO. 医療機関名
22 狭山中央病院

23 池村皮フ科クリニック

24 はたなかクリニック

25 狭山神経内科病院

32 狭山ヶ丘病院

33 至聖病院

34 あさひ病院

35 大生病院

36 前田病院

37 あずまリウマチ・内科クリニック

38 西狭山病院

39 イーズ歯科クリニック

40 エミアス

41 遠藤医院

総合計 3,638 

11 林医院

12 すこやかこどもクリニック

13 藤江医院

14 中村眼科

15 中園医院

16 安斎医院

17 むさしの皮膚科クリニック

18 新狭山セントラルクリニック

19 すず木こどもクリニック

20 みやかわクリニック

21 広沢内科クリニック

医療
従事者
ご賛同いただいた医療機関

市民・企業

各種団体

茶業・飲食店

行政関係

適正価格で食材提供いただきます。 
第1弾はスイーツを予定しています。
ニーズがあれば第2弾も検討します。

各団体のネットワークを活かした
食材提供者と医療施設から行政への
コーディネートと寄付金・資金集め。

皆様の気持ちを形にしていきます。
寄付金は食材費用・配送費・広告費などに
活用します。 収支は狭山商工会議所青年部
HP等で公開予定。皆様からのSNS情報発信も
しやすい仕組みも考えていきます。
企業の皆様　1口 10,000円(予定)
市民の皆様　1口 3,000円(予定)

医療感施設からの協力体制の取りまとめと
行政からの広報。
市民・団体・医療従事者のスムーズな
連携を依頼していきます。

「コロナ最前線で戦う人に何かエールを送りたい」その気持ちを紡ぎ、食を通して感謝を伝える。 そんな
思いでこのプロジェクトを立ち上げました。
売上が落ち込んでいる茶業店スイーツや飲食店などのテイクアウト食材も活用し、狭山に1つでも笑顔
を創り出す事も、もう一つの目標として活動した報告です。 主に5チームに分けて行動した簡単な内容を
記載させていただきます。
多くの皆様のご協力に心から感謝申し上げます。 また、このメンバーで何かを出来たらいいなと思いつ
つそんな事が無い未来であって欲しいなと願います。

【医療施設調整チーム】狭山市医師会に加盟されている医療施設様に電話やFAXなどを通してプロジェク
トの概要を説明し、配布調整をしました。
【食材開発チーム】お菓子を提供していただけるお店探しは、コロナの影響で売り上げが落ちているお店
への支援も踏まえて選定させていただきました。 数量が爆発的に増えた事と賞味期限や納品スケジュー
ルもあり調整が大変でした。
【お手紙チーム】子どもたちの純粋で無垢な気持ちをストレートに医療従事者の皆様にお伝えするのに、
手紙がどうしても必要でした。 多くの団体や個人的な繋がりの方にご協力いただき134通のお手紙を集
めました。
【寄付金チーム】寡黙にコツコツと進めて、いつの間にか寄付金の依頼をし集めているという地道な作業
をお願いしました。
【広報チーム】ロゴやチラシの制作から、プレスリリースからSNSまで、様々な広報活動をしました。

この度は心のこもったお手紙とすてきなお菓子を有難うございました。 皆様の温かいお手紙を拝読しスタッフ一同感動し元気をいた
だきました。 今後も医院よりクラスターを出さぬ様つとめて参ります。 季節柄、ご自愛下さいますようお祈り申し上げます。 

■狭山台伊東眼科クリニック様より

このたび皆さまからの心温まるメッセージや素敵なしおり、また、地域を支える地元企業の方々のお心遣いを頂きました。 皆さまから
の温かいご支援、ご声援は私たち医療従事者にとって非常に大きな励みになりました。 心より感謝しお礼申し上げます。 これからも引
き続き、患者さまに寄り添った医療に努めてまいりますので、ご支援、ご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

■狭山ヶ丘病院　職員一同様より

先日は、みなさまからの暖かいお心遣いをいただきありがとうございました。 職員一同、美味しいお菓子とお茶に心和み、可愛らしい
メッセージに勇気づけられました。こどもたちの元気な声が学校や街中にあふれる日常が取り戻せる日を願いつつ…。 まずは暑中にて
お礼申し上げます。

■すず木こどもクリニック　職員一同様より

●この度は激励のお手紙と美味しいお菓子をご寄贈頂きありがとうございました。 ご支援は励みになりました。 安心と安全な医療を
提供できます様職員一同努力して参ります。　●お忙しい中、お菓子とステキなメッセージを頂き、ありがとうございました!! 今後も精
一杯がんばります。 皆さんも笑顔で過ごしましょう!!　

■中園医院　スタッフ様より

先日は、お心のこもった品とお手紙をいただきまして、誠にありがとうございます。 頂戴いたしました品物を皆でご馳走になりました。 
美味しいお菓子やお茶と、心温まるお手紙に、ほっとする時間を過ごすことができました。 皆様のお心遣いに、院長はじめ職員一同感
謝しております。 おかげさまで英気を養うことができ、仕事に精が出せそうです。 心より御礼申し上げます。

■新狭山セントラルクリニック　職員一同様より

突如として出現した新興感染症により多くの常識が変わりました。 私たち医療従事者は真 正面からこのウイルスへ取り組む事
が社会的使命であり、皆様と同じように色々な工夫でウイルスと対峙してきました。 その過程は困難でしたが、悲しみや辛い
毎日を過ごす中で、 私たちを励まし、背中を押してくれたのは地域の皆様です。 SAYAMA LOVE PJT は、 ウイルスの脅威と相
対する使命というプレッシャーに押し潰されそうな私たちを生き返らせ、当然のように行っている仕事が、地域の皆様のお役
に立っている実感が前を向く勇気とプロとしての誇りに気づかせてくれました。本当にありがとうございました。 これからも地 
域のために医療従事者は使命感を胸に頑張ります。

■安斎医院　院長  安齋 博雅様より

■活動報告

■寄付団体・法人・個人一覧（順不同、敬称略） ■収支

■配布先施設一覧（順不同、敬称略）

◆狭山市長野県人会
◆狭山貨物運輸（株）
◆松永　日出人
◆野口　靖雄
◆（株）ユース
◆清水　武信
◆匿名希望
◆宮野　圭司
◆（株）松永塗装工業
◆(有)弁天
◆田島燃料（株）
◆（株）トップワン
◆タカハシ　リンザブロウ
◆モリシマ　ハルコ
◆（株）オダカ
◆青木　ちえ
◆（株）ヤマミメンテナンスセンター
◆小岩井乳業（株）狭山工場
◆飯能信用金庫入曽支店
◆味処まつざき
◆（株）コムソル
◆狭山市茶業協会消費宣伝部
◆(有)岡野電機商会
◆(有)日建ハウス工業
◆(有)立川総合企画
◆佐野　光子
◆FELLOW'S
◆(有)村田自動車

◆（株）ミネルヴァコーポレーション
◆(有)トータルクリーンサービス
◆天野サッシ
◆クロカワ　ジンタ
◆ヒマワリクラブ　有志
◆柳河精機（株）狭山工場
◆NPO法人地域教育ネットワーク
◆青木　ちえ
◆島村畳店
◆柳河精機（株）労働組合狭山支部
◆増田　明子
◆匿名希望
◆安永　やすえ
◆アオヤギ　マスオ
◆安永　康枝
◆山田　達雄
◆ゴトウ　ソノミ
◆ウシキ　ヤスヒロ
◆金子　信之
◆鎌田　洋幸
◆ナカ　ユウイチ
◆大石　明
◆山﨑　智
◆狭山ケーブルテレビ（株）
◆松永　智英
◆西山建装
◆（株）田口土木
◆矢馳　一郎
◆益田商事（株）
◆木村行政書士事務所
◆（株）山本笑店

収　　　入　　　の　　　部

項　　　目 内　　　容 決算額 備　　考

青年部会計 狭山商工会議所青年部負担分 277,233 

狭山青年会議所会計 狭山青年会議所負担分 100,000 

支援金 皆様からの支援金（寄付） 994,500 
一般25名
企業16社

事業関係者17名

（単位：円）

合　　計 1,371,733 

支　　　出　　　の　　　部

項　　目 内　　　容 決算額 備　　考

配布商品
購入費

御菓子購入費
梱包費

1,308,711 

49,880 （株）山本笑店他

雑費 事業関連消耗品 13,142 

（単位：円）

合　　計 1,371,733 

【御菓子購入先】
Via Mare
お菓子工房ナチュール（株）
かにや
（株）亀屋本店
木の実洋菓子店本店
（株）パティスリーツェルマット
（有）宮野園
（株）メモルス
【商品梱包】
（株）服部園

広告費 チラシ制作デザイン・印刷代


