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毎月の道路清掃活動から献血活動を経て、社会貢献活動の
連携はコラボレーションラッピングカーという形となりまし
た。

車の作製には、道路清掃活動を共に行っているシュテルン
浜松 メルセデス・ベンツ浜松南様のご協力のもと実現。日
本赤十字社 静岡県赤十字血液センター様、藤枝MYFC様、
レッドリボン様、㈱ LUAGO様（ラッピング担当）が彩られ
ています。

皆さまのイベントに、「ジコサポ smart car」を呼びませんか？
「ジコサポ smart car」が、皆さまのイベントに華を添えさせていただきます。ぜひ、お声か
けください。
ご相談・お問い合わせは下記へご連絡ください。

NPO法人ジコサポ日本
TEL：0120-30-7173
FAX：053-449-5877
事務長 池田 まで
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ジコサポsmart car が完成しました！ジコサポsmart car が完成しました！ジコサポsmart car が完成しました！
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ジコサポ日本 顧問　山田 正志 氏
今月の表紙は、山田正志コンサルタント事務所、政治団体「山口未来の会」
代表で、地域繁盛塾を主宰されている山口正志氏です。
ジコサポでは山田氏はジコサポ中国エリア長とジコサポ日本顧問を兼任
されています。

■ ジコサポとの出会い（小楠健志理事長との出会い）
2014年9月に当時のジコサポ山口支部長 吉田氏より「どうしても会っ
て頂きたい人がいます」と言う事で紹介されたのが最初の出会いです。
そこで、自らも交通事故に遭い、意識の無いまま搬送された過去、1986
年に妹を飲酒運転の車の被害に遭い亡くした過去もあり、ジコサポ日本の
崇高な理念に賛同し、協力し現在に至ります。

■ 今後の抱負
今までの「交通事故」だけに特化した救済に留まる事無く、あらゆる事
故や災害の被害者を救済出来る取組の拡大と、崇高な理念に対する共感頂
ける多くの方々の参加賛同を募りたいと思っています。
偏った救済の想いはむしろ逆のイメージも多いので、楽しく、社会貢献
への本当の熱い想いを抱く仲間と共に進みたい。それらの仲間の繁栄こそ
が日本全国に拡大すればと強く望みます。

今月
の
表紙
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道路清掃活動に参加される山田氏

パートナーシップミーティング2016でジコ
サポのプレゼンテーションを行う山田氏

6月25日に、衆議院議員河村建夫政策
担当秘書の河村建一氏を迎え、熊本地震復
興チャリティートークライブ「河村建一氏
が語る日本の未来」を開催しました。



ジコサポ smart car ついに完成 !!
◆7月1日、ジコサポsmart car納車式が行われました
5月に開催しました「献血推進キャンペーン」
からジコサポと各企業の連携は、新たな企画を
誕生させました。
「ジコサポ smart car」です。
この企画は、ジコサポ日本浜松支部、メルセ
デス・ベンツ浜松南様、藤枝MYFC様、日本赤
十字社静岡県赤十字血液センター様、㈱
LUAGO様のコラボレーションによるキャン
ペーンカー制作です。
5月末から始まったこの企画は急ピッチで
進められ、7月 1日、メルセデス・ベンツ浜松
南様にて納車式が執り行われました。
当日、和やかな雰囲気の中、関係者の皆様に
見守られ、私たちは社会貢献を通じた連携の新
たな一歩を踏み出しました。
「ジコサポ smart car」は、7月 2
日に浜松市市民恊働センターにて開
催される「パートナーシップミー
ティング」にて初披露させていただ
く場をご提供いただきました。
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メルセデス・ベンツ浜松南 新堂店長より鍵と
花束、記念品の贈呈です。

ジコサポ日本 小楠理事長とメルセデス・ベンツ浜松南 新堂店長からのご挨拶です。

ご協力いただいた皆さまに見守られて出発 !
社会貢献から生まれた連携の新たなスタート
です。

関係各企業様を交えて記念撮影です。

メルセデス・ベンツ浜松南様にて納車です。 ㈱LUAGO様、ラッピング施行の様子。
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パートナーシップミーティングに参加しました
◆パートナーシップミーティングにジコサポsmart car登場！
7月2日に行われた、浜松市の市民活動団体・企業・
行政が一同に集まり、新たな協働のパートナーと出会
うイベント「パートナーシップ・ミーティング2016」
にジコサポ日本も参加しました。
会場入口には、前日に完成したばかりの「ジコサポ
スマート」を展示させていただき、トークセッション
「コラボの種は、こんなところに。～企業・市民団体と
語る協働の秘訣～」に、メルセデス・ベンツ浜松南 
店長 新堂氏が登壇、コラボカー誕生までのお話しも
ご紹介いただきました。
プレゼンテーションフォーラムではジコサポ日本
顧問 山田氏による「ソーシャルビジネスから次世代
産業へ」の発表が行われ、清掃活動、社会貢献からネッ
トワーク作り、それらの利点を活かした企業間の連携
による事業規模の拡大について説明をしました。
市民活動団体や行政、CSRに積極的に取り組む企
業などの紹介ブース、ポスターセッションでは、ジコ
サポのブースにてミズモト学園の学生さんが作った
クッキーをチャリティー販売し、収益の一部を、レッ
ドリボンに寄付をしました。

会場入り口に「ジコサポ smart car」を搬入です。搬入・搬出はメルセデス・
ベンツ浜松南様と浜松市民協働センターの皆様にお手伝いいただきました。

プレゼンテーションフォーラムで発表を行うジコサポ顧問 山田氏

ジコサポ日本のブースではクッキーのチャリティ -販売も行われています。

トークセッションに登壇したメルセ
デス・ベンツ浜松南 新堂店長　

ジコサポ保険整骨院のブース

ジコサポキャラクター
ジコサポニーの
クッキー

献血キャラクター
けんけつちゃんの
クッキー



各支部の活動
◆山口支部に新しい仲間です。
山口支部に『特定非営利活動法人 こころ和み』が加入
しました。
『特定非営利活動法人 こころ和み』
内閣府認証 国際カウンセリング協会認定カウンセラー
が 完全守秘で、抱えている問題についてカウンセリング
いたします。雪どけみずのようにサラサラと流れる清々
しさを感じて、明日への希望の扉を一緒に開けましょう。  
http://www.jikosupport.info/public/expert/370
http://www.kokoro-nagomi.jp/
代表の濱田さんが上級専門士、カウンセラーの原口さんが中級専門士を取得されました。
しかも、今まで居なかった心理カウンセラー 2名。全ての事故（被害、加害の事後）PTSDやカウンセリングにも
対応出来る環境が山口県で可能となりました。

◆熊本地震チャリティートークライブをジコサポ岡山とクロスロードチャーチの
共催で行いました。
6月14日、熊本地震チャリティートー
クライブを岡山支部とクロスロード
チャーチの共催で行いました。
ジコサポ理事長 小楠と後藤哲哉牧師で
お話をさせていただきました。
今回の収益は全て熊本に寄付をさせて
いただきます。

◆沖縄支部にて、新たな交通事故専門士が5名誕生しました。
6月 19日、沖縄支部にて交通事故専門士講習会が開催され、新たな交通事故専門士が５名、誕生しました。おめ
でとうございます！

沖縄支部、次回の交通事故専門士講習会は
日　時：2016年 7 月 16日（土）

9時 15分～13時 00分
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
講　師：ジコサポ日本 沖縄支部長 河野信之

3ヶ月連続開催となります！
詳しくはジコサポ沖縄ホームページにて !!
http://shinshin-do.com/jikosapookinawa_koushu201607.html

交通事故専門士についてのご質問は、本部フリーダイヤル（0120-30-7173）まで、お願いいたします。
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◆ジコサポ山口主催熊本地震復興チャリティートークライブ「河村建一氏が語る
日本の未来」を開催しました
6月 25日、ジコサポ山口主催による熊本地震復興
支援チャリティートークライブ「河村建一氏が語る日
本の未来」を開催いたしました。当日は、130名の方々
にご参集頂きました。
近年、ドローン、VR、AI, ロボット、と技術そのもの
は出てきました。でも、それをどう活かして社会その
ものがどうなっていくのかは、まだ見えてはいません。
河村建一政策秘書の話にはその先の日本の未来があ
りました。
そして、資本主義がどうなっていくのか？
資本主義の構造は非常にシンプルです
欲望→大量消費→大量生産→成長→分配→欲望→大
量消費……これからの未来にある一つの答えが「ソー
シャルビジネス」です。
ソーシャルビジネスの未来について、山田ジコサポ
顧問にお話をしていただきました。

私達ジコサポはこんなことを考えながら活動をして
おります。
「世の中を良くしていきながら、社会が抱える課題をビジネスの発想で解決し、自らが社会のモデルとなることで、
日本経済の発展と市民活動の定着に寄与すること。」それを具現化しているのがNPOジコサポ日本です。

◆浜松支部も熊本地震の被災地に募金をさせていただきました
メルセデス・ベンツ浜松南様と浜松支部で、日本赤十字を通して熊本地震被
災地に募金をさせていただきました。この募金には、ジコサポ保険整骨院内に
設置された「くまもん募金箱」への募金も含まれています。ご協力いただきまし
た皆様、本当にありがとうございます。そして、被災地の1日も早い復興を心
より願っております。

◆浜松支部主催交通事故専門士講習会を開催します。
9月 4日、浜松支部主催にて交通事故専門士講習会を開催します。

日　時：2016年 9月 4日（日）
9時 00分～12時 30分

会　場：浜松市市民協働センター 
浜松市中区中央1-13-3

申し込み：ジコサポ日本ホームページ
http://www.jikosupport.info/senmonshi/
お申込締切りは8月28日（日）
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6月の道路清掃活動
◆6月15日、岡山で道路清掃を行いました
6月 15日岡山支部清掃活動を行いました。
今月のゲストは、超有名なサンドイッチ屋さんマミーの谷
口真一さんでした。岡山駅でも超
絶美味なデミカツサンドを購入で
きます（ただし売切必至、早い者
勝ち）。
清掃活動は誰でも参加可能です
ので、ぜひお気軽にご参加ください。

◆6月19日、仙台、浜松、宇部で道路清掃を行いました
仙　台
恒例の道路清掃を行いました。
日曜日のお休みのところ、地域を良くしようという志ある方々
にお集まりいただいています。
今にも雨が降りそうな曇り空の
中、雨には当たらずに気持ちよく
清掃をすることができました！
来月は7月 10日（日）に行う予
定です！

浜　松
6月 19日、道路清掃を行いました。
清掃終了後、シュテルン浜松 メルセデス・ベンツ浜松南様
の支援金より清掃活動に参加して
いただいているマクドナルド様の
アイスコーヒーが振る舞われまし
た。
来月は7月 24日（日）に行う予
定です！

宇　部
6月 19日、道路清掃を行いました。
小さなお子さんも参加して、清掃活動がますます盛り上がっ
ています。
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お知らせ

ご案内

◆◇◆道路清掃活動のご案内◆◇◆

7月10日（日）   8:00 ～　宮城県仙台市
7月 24日（日）   8:00 ～　静岡県浜松市
7月 24日（日）   8:00 ～　愛知県名古屋市

7月日時未定
 岡山県岡山市

 山口県宇部市
 日時未定の支部は後日ジコサポ本部ホームページ上で発表いたします。
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。

◆◇◆イベントのご案内◆◇◆

山里まち特産品祭
日　時：2016年 7月 17日（日）10:00～15:00 
会　場：ソラモ 浜松駅北口広場 

◆◇◆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。
3ヶ月連続開催となります。
日　時：2016年 7月 16日（土）9:15～13:00 
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
申し込み：ジコサポ日本ホームページ

http://www.jikosupport.info/senmonshi/

浜松支部にて、交通事故専門士講習会を開催いたします。
日　時：2016年 9月 4日（日）9:00～12:30 
会　場：浜松市民協働センター 

浜松市中区中央1-13-3
申し込み：ジコサポ日本ホームページ

http://www.jikosupport.info/senmonshi/
お申込締切りは8月28日（日）

交通事故専門士についてのご質問は、本部フリーダイヤル
（0120-30-7173）までお問い合わせください。

◆ジコサポのリーフレットを配布していただきました。
7月 3日にエコパスタジアムで2016明治安田生命 J3リーグ第15節藤枝MYFC vs カターレ富山の試合が行
われました。スタジアム入口では、1,000人を上回るご来場者様に、ジコサポリーフレットを配布していただきま
した。ご支援感謝いたします。

◆海山里まち特産品祭にジコサポsmart car登場 !!
7月 17日に浜松駅北口広場ソラモで開催され
る、浜松市の “海山里まち”が交流・連携して多面
的な活動に取り組み、浜松を元気にするイベント
“海山里まち特産品祭”にジコサポ smart car が登
場します。
当日ブースでは、ジコサポ smart car の展示の
他、ノルディックウォーキ
ング体験会やテラリウム体
験会を開催します。お気軽
にご参加ください。
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ジコサポは藤枝MYFCを応援しています
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◆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。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/

メルセデス・ベンツ浜松南様
ご支援ありがとうございます。

株式会社シュテルン浜松 メルセデス・ベンツ浜松南様より、
NPO法人ジコサポ日本の社会貢献活動をご支援いただくことにな
りました。
メルセデス・ベンツ浜松南様には、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ご支援いただける事に心より感謝
申し上げます。

Monthly Jikosapo Journal ジコサポ活動報告
発行：NPO 法人交通事故と労災をサポートする会日本

〒432-8051静岡県浜松市南区若林町 858-6
TEL：0120-30-7173　FAX：053-449-5877
URL：http://www.jikosupport.info/
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広告掲載
募 集 中

Monthly Jikosapo Journalでは、広告掲載の募集を随時行っております。Monthly Jikosapo Journalは、全国のジコサポ支部をはじめ、
社会貢献活動にご参加いただいている皆様等に配布いたしております。この機会に会社、お店のPR等にいかがでしょうか。
広告のサイズ、価格、申し込みついてのお問い合わせは、ジコサポ本部まで。


