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株式会社トーホ小野田工場 工場長　松原 利行 氏
（株）トーホーは、重包装クラフト紙袋の製造販売、 不動産の賃貸を行う
東京を本社とし、小野田工場の他、四日市にも工場のある会社です。
松原さんは、道路清掃では、なんと皆勤賞！山口の道路清掃を盛り上げ
引っ張ってくださっています。

Ｑ：松原さんとジコサポとの出会いは？
肩こり、首のこりがひどく従業員に相談をしたところ、「よつば整骨院：
吉田さん」を紹介されました。窓口にあった「交通事故専門士初級講座」の
申込書があり、締め切り間近で申し込みました。正直「ジコサポ」の存在す
ら知りませんでした。たまたま行った整骨院でチラシが目に入っただけの
ことでした。今思えば、運というか？ご縁というか？何か引きよされるも
のがあったのだと思います。良き出会いに感謝しています。

Ｑ：これからのジコサポへの思いは？
社会貢献活動としての道路清掃活動の広がりには、びっくりしています。
仲間の一人として、うれしく思いますし、反面大きな責任も感じます。ど
ちらにしてもドキドキ、ワクワクしています。積極的に参加して行きたい
と思います。そこで色々な方にお会いして話をして仲間を増やしていきた
いと思います。

Ｑ：ひとことお願いします！
趣味でバイクを持っています。車検が切れており「今年こそは整備して
乗るぞ！」と毎年思ってます。早く復活させツーリングに行きたいと思い
ます！今後ともよろしくお願い致します！

今月
の
表紙

ジコサポ山口支部の皆様と交通事故専門士を取
得されました。（左から4人目が松原さん）

◀（株）トーホー小野田工場入り口にも
ジコサポののぼりを設置していただ
きました。

道路清掃の皆勤賞を山口支部 よつば ▶
整骨院 吉田院長より表彰されました。
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各支部の活動
◆ジコサポ山口支部が新しい体制になりました
4月 10日、ジコサポ山口支部にて支部会議が行われました。
ジコサポ山口支部では、1年以上前に道路清掃活動が誕生、その活動は現
在 山口県山陽小野田・宇部・仙台・浜松・名古屋にまで広がって来ています。
今回の会議では、今後の救済体制強化のため、メンバー皆さんの役割につい
て、今後の予定等ついて等、決定されたそうです。早速5月には、専門士講習
会が実施されます。詳しくは改めてご案内いたします。

また、ジコサポ山口支部は、4月より新体制となり、県内7ヶ所に相談窓
口が拡大しました。
【ジコサポ山口支部 相談所】
●雄善グループ（窪井紀彰 氏）
公立学校法人東京理科大学 第一食堂
山陽小野田市役所食堂
県立宇部工業高校
雄善本店
●㈱株式会社トーホー小野田工場（松原利行工場長）
●株式会社 YOU介護サービス（ひだまりの家）（三戸大輔 氏）
●よつば整骨院（吉田院長）

ジコサポ日本山口支部では、従来の交通事故相談 火事や災害時の相談、犯罪
被害者相談、スポーツ事故等、事故や災害の救済や法的相談も対応します。
【お問い合わせ】
ジコサポ山口支部 0120-38-5428（山口支部統括 山田正志 氏）
ジコサポ本部 0120-30-7173
新しいジコサポ山口支部、どうぞよろしくお願い致します。

◆公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学に学生食堂【雄善】がオープン
しました
4月 1日、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学に学生食
堂【雄善】がオープンしました。
【雄善】窪井代表はジコサポ山口支部に在籍し仕出し店と山陽小野田
市役所食堂運営を受託経営しています。
オープン当日は、ジコサポ日本理事長小楠参加のもと、河村建夫元
内閣官房長官政策秘書 河村建一氏他、日頃道路清掃を共に行っている
仲間と共に記念の式典を行うことができました。
写真は、衆議院議員元文科大臣 塩谷立氏より心温まるご祝電をいた
だきましたのでご紹介させていただきます。
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本部主催献血キャンペーン

◆理事長小楠、河村建一氏と会談
河村建夫元内閣官房長官 政策秘書 河村建一氏には、ジコサポ山口主催
の道路清掃活動に積極的に参加いただく他、日頃よりジコサポの活動にご
支援いただいております。
先日の公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学生食堂【雄善】
オープン記念式典にもご出席いただきました河村氏と会談させていただ
きました。

◆ジコサポ岡山支部にて初級交通事故専門士講習会が開催されました
ジコサポ岡山支部にて4月 10日、14日に
初級交通事故専門士講習会も開催されました。
岡山に、新たに15名の交通事故専門士が誕生
しました。10日の講習会には理事長小楠も参
加しました。

◆ジコサポ浜松支部 ジコサポ保険整骨院内に「くまもん募金箱」を置かせていた
だいております。
今回の熊本地震によって被災されました方
に心よりお見舞い申し上げます
写真は、患者さんのお子さんで、いつも仲良
しの3兄妹が、募金をしてくれました。ひめちゃ
ん、ふうちゃん、みーちゃんありがとう !!
ここで集まった義援金と皆様のお気持ちを
日本赤十字社さんを通じて、熊本地震で被災さ
れた方々のもとへ送らせていただきます。

◆5月 22日開催の献血キャンペーンについて、着々と準備が進んでいます
本部のある浜松では、５月22日に行われる道路清掃と共に、日本
赤十字社のご協力のもと、献血活動を行う事となりました。「輸血」は
交通事故または不慮の事故でけがを負ったときのほかに病気治療の
ためにも使われています。毎日献血を必要としている方がいます。被
災された熊本でも献血が滞ってしまう事も考えられます。献血で尊い
命が救えるのです。献血の推進は、国、地方公共団体及び日本赤十字
社の三社が一体となって努めているなか、私たちNPOジコサポも地
域の皆様と支援させていただきます。

ー3ー



◆献血推進キャンペーンに企画に多くのご賛同をいただいています
NPOジコサポ日本初の献血推進企画には、多数の企業様よりご支援をいただけることが決定しました。このよう
な多くのご支援をもとに開催できる活動はジコサポ始まって以来です。今回の企画には、共催・後援に多くの賛同
をいただいております。

☆共　催☆
株式会社シュテルン浜松 メルセデス・ベンツ浜松南
静岡トヨタ自動車株式会社森田店
Honda Cars 静岡西浜松森田店
浜松日産自動車株式会社森田店
株式会社スズキ販売新静岡スズキアリーナ森田
株式会社アライデザイン工芸
株式会社藤枝MYFC
ジコサポ保険整骨院

☆後　援☆
浜松市、浜松市市民協働センター浜松市商工会議所、中
日新聞東海本社、有限会社コトブキ自動車、株式会社金
指商会、しゅうまい屋46番、眼鏡市場浜松東若林店、ザ・
ゴールド浜松若林店 、マクドナルド257森田町店、サ
ガミ浜松可美店、焼菓子とりのこ、ロッテリア MEGAド
ン・キホーテ浜松可美店、かっぱ寿司 浜松東若林店、有
限会社グリーンネット、MEGAドン・キホーテ浜松可美
店、55BREAD、ソレイユ、ピックアップ浜松西伊場店、
Sincerity JewelryStore、創庫生活館浜松可美店、A.S ENGINEER、株式会社英和エネ
ルギーセルフ森田店、NPO法人ジコサポ日本浜松支部
ご賛同、協力いただいた各社さまのもとへチラシ・ポスターをお届けいたしました。

◆浜松市議会の事務局を訪問、献血のご案内をさせていただきました
毎月、浜松支部道路清掃にご参加いただいています浜松市議会の事務局を訪問
し、献血のご案内をさせていただきました。市役所内掲示板の他、市内57か所の
施設（協働センター・ふれあいセンター・文化センター）に日本赤十字社さんから
届きましたポスターが一斉掲載されます。

◆浜松支部ジコサポ保険整骨院では当日、献血にご協力いただいた方々を対象に
マッサージを実施します
多くの協賛各社からは各社オリジナルのノベルティーもプレゼントして
いただく予定です。浜松支部ジコサポ保険整骨院として当日はマッサージを
実施します。
献血に対する皆さんの関心の大きさには驚いています。
献血参加の方、ボランティア希望の方、皆さんのたくさんのご参加をお待
ちしています !!

【ご協力いただいている皆様】

㈱シュテルン浜松 メルセデス・
ベンツ浜松南 宇田様

静岡県赤十字血液セ
ンター 浜松事業所 
曽根様

浜松市市民協働セン
ター 須山センター長

㈱シュテルン浜松 メ
ルセデス・ベンツ浜
松南 新堂店長

藤枝MYFC石田広報部長
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4月の道路清掃活動
◆４月17日、仙台・浜松・名古屋・宇部で同時開催されました
仙台・浜松・名古屋・宇部にて同時開催となりました。
浜松はあいにくの天気となってしまいましたが、開店前の
各ディーラーさんを始め、継続的に参加いただいている皆
さんと無事活動をすることが出来ました。
また、仙台では衆議院議員の郡和子先生がご参加くださ
り清掃も率先して、狭いところや入りにくい茂みに入って
熱心に手伝っていただきました。
いつもジコサポの活動にご協力、応援してくだいまして有
難うございます。これからも地域社会とのコミュニケーション
を大切に、共存共栄の精神で地域貢献活動を行って参ります。

◆４月24日、山陽小野田市道路清掃を行いました
4月 24日、山陽小野田市道路清掃を行いました。今回は地元自治会さんの清掃行事
とも連携しながら無事に終了しました。

その他の活動
◆理事長小楠がジコサポ沖縄支部を訪問しました
沖縄では、沖縄独自のシナジーを活かした活動をしていくことが決まりました。
今後の予定として5月 21日に沖縄支部にて、交通事故専門士講習会を開催い
たします。（院内での限定開催となります）  詳しくは 6ページの交通事故専門士講
習会のご案内をご覧下さい。

◆NPO法人長州絆の会名誉会長横田氏、ジコサポ名古屋
佐藤支部長、理事長小楠とお話をさせていただきました
長州の方々とはいろんなご縁をいただく機会が多いです。いろいろと粛々と進め
ていけたらと思います。皆さん、今後ともご理解ご協力よろしくお願いします。

◆熊本地震チャリティーイベントをジコサポ岡山とクロスロードチャーチ岡山の
共催で行います！
クロスロードチャーチ岡山の牧師後藤哲哉氏と理事長小楠が、教会でトークライ
ブを行います。そして、その収益の一部を、熊本の被災地に寄付させていただきま
す。何か僕たちにもできるのではと思い、岡山の皆さんと進めていけたらと思いま
す。ジコサポ岡山でも　５月より道路清掃活動がスタートします。これで、全国６
か所目になります。一緒に共助の輪を広げていきましょう !!

浜　松 宇　部

名古屋 仙　台

沖縄支部長河野氏とともに▶

左から、ジコサポ名古屋佐藤支部長、長州絆
の会横田名誉会長、ジコサポ日本小楠理事長
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ジコサポは藤枝MYFCを応援しています

お知らせ
◆◇◆献血推進キャンペーンのご案内◆◇◆

5月 22日（日）　9:15～ 16:00
場所：静岡県浜松市南区

東若林町20- ２
静岡トヨタ自動車（株）森田店

5月 22日（日）浜松市南区にて初のイベント、日本
赤十字社 献血バスがやって来ます。
献血の推進は、国、地方公共団体及び日本赤十字社
の三社が一体となって努めているなか、私たちNPO
ジコサポは、この推進に支援させていただくこととな
りました。
当法人主催の道路清掃活動にご協力いただいており
ます企業様からの暖かいご支援がありました。
当日は、その方々と浜松市森田自動車街各社×
NPOジコサポによるキャンペーンイベントとなって
おります。この機会に是非ご来場下さい。

◆ジコサポは藤枝MYFCを応援しています◆
NPO法人ジコサポ日本は、『藤枝MYFC』を応援しています。
また、『藤枝MYFC』様からも地域の社会貢献活動を応援していただくことになりました。
『藤枝MYFC』様にはジコサポの理念、地域社会への貢献面に共感いただくと共に応援いただけることを感謝し
ております。
4月 15日藤枝MYFCの広報部長の石田祐樹広氏が、本部を訪問してくださり、藤枝MYFCさんからも献血にご
支援をいただきました。
ジコサポ日本ホームページにもご案内を掲載しております。
http://www.jikosupport.info/

◆◇◆道路清掃活動のご案内◆◇◆

5月 15日（日）   8:00 ～　山口県宇部市
5月 15日（日）   8:30 ～　愛知県名古屋市
5月 22日（日）   8:00 ～　静岡県浜松市
5月 25日（水）17:30 ～　岡山県岡山市

皆さんの共助の志で清掃を共に行い、素晴らしい時
間を共有しましょう。
※持ち物不要
※参加費無料ております。この機会に是非ご来場下さい。

◆◇◆交通事故専門士講習会のご案内◆◇◆

沖縄支部にて、交通事故専門士講習会を開催いたします。
（院内での限定開催となります）  
日　時：2016年 5月 21日（土）9:00～13:00 
会　場：浦添市 地域福祉センター 

浦添市内間2-18-2 内間市営住宅B棟 1F

なお、沖縄支部では、6月にも、初級・中級の一般の
方向けの講習会を予定しております。
詳細が決まり次第、ジコサポ日本ホームページにてご
案内いたしますが、 ご希望の方は、本部フリーダイヤ
ル（0120-30-7173）までお問い合わせください。
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