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ジコサポ仙台 支部長　椎名 亮文 氏
今月の表紙は、仙台市のどんぐり整骨院院長、椎名 亮文氏です。
ジコサポではジコサポ仙台支部長をされています。
椎名氏は、交通事故被害者を真に
深いところまでサポートするために
ジコサポ日本と㈱日本交通事故調査
機構（代表：佐々木尋貴氏）、㈱法科
学研究センター（所長：雨宮正欣氏）
及びご支援いただいている弁護士・
専門家の方々が一体となって活動す
る72Project にも参加しております。

■ ジコサポとの出会い
整骨院で交通事故の患者様の対応をしていると身体の状態だけ
でなく、賠償や様々なことに対しても悩みが深く、全般的な対応も
できないと救ってあげることはできないと悩んでいる時にジコサ
ポの存在を知りました。
交通事故に関する種々の業種が連携して被害者を救うこと、そ
して、被害者の立場に立って適正なアドバイスをする第三者機関
であるという理念と志しに共感しました。

■ 今後の抱負
ジコサポは「困っている人の立場に立った第三者機関がない」と
いう社会構造の欠陥を補う組織だと思います。この志を世の中に
広めて、救われる人を多くしていくことが目標です。
そして、これからのジコサポの構想＝交通事故だけでなく、自然
災害や火災、日常でのその他の事故を全般的に救済するという理念
にも非常に共感しますので、そちらも広めていきたいと思います。
ジコサポに限らず、社会の問題点を解決し、困っている人を救う
ための事業をしていきたいと思います。

今月
の
表紙
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▲ジコサポ仙台では、2016年 3月より、毎月、道路清
掃を行っております。沢山の方に賛同いただき、衆議
院議員 郡　和子先生（前列左から3番目）や、宮城県
議会議員、鎌田さゆり先生（前列一番右）も、ご参加
いただいています。

▲2014年 12月 宮城県庁にて
72Project 設立記者発表の様子。



今月のトピックス
◆海山里まち特産品祭に参加しました
7月 17日、浜松駅近くの「ソラモ」にて行われた、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」（主催：
NPO法人市民農業の会）に参加しました。
ジコサポ Smart Carも一緒に参加！行き交う皆さまの
興味の的で、記念撮影をされる方もいらっしゃいました。
私たちはジコサポ浜松支部として、メルセデス・ベンツ
様と共にテラリウム体験と、ノルディックウォーキング体
験の催し物で参加。
テラリウム体験では、沢山の方にお立ち寄りいただき、
チャリティーに、ご協力いただきました。
ノルディックウォーキング体験会には、ご高齢の方から、
若い方まで、ご興味を持っていただきました。
ジコサポでは、独自の活動のほか、他のNPO法人との連
携を進めています。今回も、NPO 法人市民農業の会主催の活動に参加し、また、テラリウム体験でのチャリティー
募金を認定NPO魅惑的クラブ（エキゾチッククラブ）が勧めているレッドリボンプロジェクトへ寄付いたしました。
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▲今回のチャリティーは、認定NPO魅惑的倶楽部（エキゾチッ
ククラブ）が勧めているレッドリボンプロジェクトへ寄付致
します。当日は、代表理事でいらっしゃる鈴木恵子さんも、
テラリウム体験を楽しんでいただきました。
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◆静岡トヨタ森田店さんのイベントに参加しました
7月 17日、ジコサポ浜松支部 ジコサポ保険整骨院では、道路清掃を一緒に行っている、静岡トヨタ森田店さん
でのイベントに参加しました。
ご来場されたお客様に、車のメンテナンスと共に、身体のメンテナンスもご提供。沢山の方に施術させていただ
きました。

◆ノルディックウォーキング教室
7 月 24 日、浜松支部の 7月度の道路清掃後、ジコサポ保険整骨院主催で、指導者に JNWA インストラクター 
新堂正実氏を迎え、ノルディックウォーキング教室を開催しました。
ジコサポ保険整骨院の近くの公園で、講師の先生から、ポールの持ち方、腕の振り方、足の付き方、一つ一つ丁寧
にご指導いただきました。
気持ちの良い汗を流し、姿勢も正しくなり、参加者全員がすっきりとした気持ちで解散となりました！
浜松支部ジコサポ保険整骨院では、引き続き、ノルディックウォーキング教室を開催していきます！
次回の開催が決まり次第、Ｆacebookでご案内して行きます。ご興味のある方、是非、一度お問い合わせください。

ジコサポ保険整骨院　053-449-5877



7月の道路清掃活動
◆7月10日、仙台で道路清掃を行いました
7月 10日、仙台で道路清掃を行いました。本日も良い天気の中、道路清掃をしま
した。熱中症になりそうなほど朝から暑い陽気でしたが、水分を摂取しながらみん
なで楽しく清掃することが出来ました！今回は、ポスターを見て、ご参加して下さっ
た親子の方がいらっしゃいました。「子供の通学路で、前からごみが落ちているのが
気になっていましたが、1人でゴミ拾いするのも気が引けて…」嬉しいご参加です！
ひとりでは出来ないと思った事も、みんなと一緒なら出来る事がありますね。社会
貢献活動は、難しい事ではなく、その一歩が大事だと改めて感じた出来事でした。

◆7月17日、宇部で道路清掃を行いました
7月 17日、山口支部 宇部市にて、道路清掃を行いました。雨上がりでの
道路清掃で、かなり蒸し暑かったです。前回に続き、小さなお子さんも参
加！頑張ってくれました！

◆7月24日、名古屋・浜松で道路清掃を行いました
名古屋
7月 24日清掃活動を行いました。ジ
コサポ名古屋では、皆さんが幸せにな
れる会がんばろう愛知さんの協力を
得て道路清掃活動をしております。
皆さんのご参加を心からお待ちして
おります。

浜　松
7月 24日清掃活動を行いました。お子様も
一緒に参加してくれたり、地域の方が私たち
の活動を見て、「たまには僕も、いいことしよ
うかな？」と活動に興味をもって声をかけて
いただけたこともありました。こういうお声
がとてもうれしかったです。

◆7月31日、山陽小野田市で道路清掃を行いました
7月 31日、山口支部 山陽小野田市にて清掃活動を行いました。
暑い中、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。
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ジコサポでは、交通事故のサポートを行っています
◆相談者様の声
ジコサポでは、交通事故のサポートを行っています。このコーナーでは、相談者様の声を掲載いたします。

右折する時に正面衝突

20代 女性
右折する時に正面衝突。
 自賠責保険について、補償などについては専門的な事だったので分からなかった
が、加害者の方でも補償が受けられるという事をはじめて知りました。
 事故のことはもちろん、体の痛みにも細かく説明してもらい、不安な事が沢山で
したが不安もなくなりとても助かりました。

交通事故で首を負傷

40代 女性
遅い時間まで治療して頂けるため、忙しい時でも時間をみつけて通うことが出来ました。
 体のことで心配があればお話を聞いていただけるので、心強かったです。
気さくに色々なお話もしてくださり、通院となると気が重くなってしまいますが、
そのような苦痛もなく通うことが出来ました。
 事故に遭うと体や車、仕事などの多くのことが心配になったり困ったりします。
でも、こちらで相談にのって頂け、治療もしてもらえたのでとても良かったです。
身の回りにも私のように事故で困っている人がいたら是非、教えてあげたいです。

◆交通事故専門士資格取得講習会について
NPO法人ジコサポ日本では、交通事故専門士の資格取得講習会を行っております。

【交通事故専門士とは？】
日本初の交通事故専門士資格です。交通事故の知識を理解しアドバイスしたり、事故でお困りの方の相談にのり、
専門家に紹介します。
実際に講習会に参加され、資格を取得された方々のアンケートをご紹介致します。

・知識がない為に損をしている人に色々教えてあげたい。
（2015年 12月初級取得　愛知県　主婦）

・事故にあった時の対応。みんな知らないで困っている。
ちょっとしたアドバイスが大変役に立つ。
（2016年 6月初級取得　沖縄県　自営業）

・接骨院に来られる患者さんが困らない様、アドバイス
したいです。
（2016年 1月中級取得　接骨院勤務）

・詳しい保険の仕組みなどを知らなかったのですが、
この講習会を機に知る事が出来てとても勉強になった。
（2016年 5月中級取得　沖縄県　柔道整復士）
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初級は、一般の方が知っておいて良かった、と思える内容を中心に、中級は、治療家の方や、保険の専門家の方でも、
判断に迷う内容を分かりやすくお伝えしていきます。
資格を取得された事で、皆さま、ご自身の保険内容を改めて見直す機会になる様です。
交通事故は、いつ何時、自分や、身近な人に関わってくるか、分からないものです。
いざという時、落ち着いて対応する為にも、是非、交通事故専門士講習会を受講してみませんか？

【交通事故専門士資格取得講習会今後の予定】
沖縄支部
日　時：2016年 8月 20日（土）

9時 30分～13時 00分（9時 15分より受付開始）
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
料　金：初級試験料（一般の方）3,500円

中級試験料＋登録料（一般の方、専門家の方・企業）45,150円
応募締切：2016年 8月 11日（金）
お問合せ：ジコサポ本部フリーダイヤル0120-30-7173

もしくは、098-868-1125（心身堂鍼灸・整骨院）までお願いします。
　※お問合せの際は、「8月 20日（土）交通事故講習会について」とお申し付け下さい。

詳しくはジコサポ沖縄ホームページにて !!
http://shinshin-do.com/jikosapookinawa_koushu201608.html
浜松支部
日　時：2016年 9月 4日（日）

10時 30分～14時 00分（10時より受付開始）
会　場：浜松市市民協働センター 

浜松市中区中央1-13-3
料　金：初級試験料3,500円
応募締切：2016年 8月 28日（日）
お問合せ：ジコサポ本部フリーダイヤル0120-30-7173
詳しくはジコサポ日本ホームページにて !!
http://www.jikosupport.info/senmonshi/
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7月 16日に行われた講習会で資格
を取得された皆さん

お知らせ
◆家康くんの看板が設置されました
浜松市がジコサポ本部の正面にある、静岡銀行可美支店さんの歩道側の生け垣に看板
の設置を行ってくださいました。コツコツ続けてきた、浜松の道路清掃も7月24日には、
第8回目となりました。これからも皆さまと一緒に、共助の心で続けていけたらと思っ
ております。近くを通った際は、家康くんの看板、探してみてください。



ご案内

◆◇◆道路清掃活動のご案内◆◇◆

8月14日（日）   8:00 ～　宮城県仙台市
8月 21日（日）   8:00 ～　静岡県浜松市
8月 21日（日）   8:00 ～　山口県宇部市
8月日時未定 岡山県岡山市
 山口県山陽小野田市
 愛知県名古屋市

 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◆◇◆

交通事故むち打ち・頭部ガイドブック発表記者会見
日　時：2016年 8月 31日（水）13:00～13:30 
会　場：浜松市役所 記者会見場 

第１回交通事故むち打ち・頭部ガイドブック講習会
日　時：2016年 9月 4日（水）9:30～14:30 
会　場：浜松市市民協働センター

◆◇◆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。
日　時：2016年 8月 20日（土）9:30～13:00 
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。
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◆交通事故むち打ち・頭部ガイドブック発表記者会見・講習会開催
交通事故は誰でも合う可能性があります。しかし、そのときにどういった医療機関に
行けばいいのか？
どういった検査や治療を受ければいいのか？治らなかったときは？といったことをお
伝えしているガイドブックは存在しません。「交通事故むち打ち・頭部ガイドブック」は、
情報を集め整理し、まとめ上げ専門家、一般の方に向けて発信をしていき、情報格差に
よりおきる問題を根本から解決していく趣旨のもと完成しました。
「交通事故むち打ち・頭部ガイドブック」の発表に先立ち、下記の日程で、発表記者会見、
および第１回ガイドブック講習会を開催いたします。

【交通事故むち打ち・頭部ガイドブック発表記者会見】
日　時：8月 31日（水）13時～13時 30分
会　場：浜松市役所 記者会見場

【第１回交通事故むち打ち・頭部ガイドブック講習会】
日　時：9月 4日（日）
会　場：浜松市民協働センター（浜松駅徒歩5分）

第1部 会員限定セミナー「社会貢献活動の必要性について」
社会貢献活動の必要性について、具体的なやり方・ノウハウについてお話さ
せていただきます。実体験を全国の支部長よりご報告させていただきます。
※内容に変更がある場合がございます。
時　間： 9時 30分～12時 30分

第2部 第１回交通事故むち打ち・頭部ガイドブック講習会「脳神経科医が語る『幸せになる方法 能力UPはいらない』」
時　間：13時～14時 30分　※終了後は、懇親会を予定しております。
講　師：名古屋市総合リハビリテーションセンター 高次脳機能障害支援課　深川 和利 医師
お問合せ：ジコサポ本部フリーダイヤル0120-30-7173



ジコサポは藤枝MYFCを応援しています
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心理カウンセラー
濱田　陽介

心理カウンセラー
原口　智子

◆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。

私たち特定非営利活動法人こころ和みは全国の社会生活を育む中で心の悩みを抱
えている方のカウンセリングを行っています。
NPOジコサポ日本山口支部に所属し全国の交通被害者、加害者の方々に対し万
人救済の理念のもと、心理の専門職としてご相談承っております。全国どこからで
も相談を受けられるようSkyp、メールでのご相談も受け付けております。まずは
一度ご相談ください
1．メールカウンセリング基本額 1 往復 2,500 円（1,000 文字程度）
2．スカイプカウンセリング基本額 10,000 円（60分）　
shinri@kokoro-nagomi.jp 連絡先 TEL.0836-43-9463（濱田陽介）

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。

ポスターの掲示・リーフレットの設置にご協力ください！
ジコサポでは、事故にあった際、安心無料相談を承っています。
広く皆さまに知っていただく為に、ポスターの掲示、または
リーフレットの設置にご協力いただける企業、団体の皆さまを
募集しています。ご協力いただける方は、下記までご連絡くだ
さい。

連絡先　NPO法人ジコサポ日本　TEL. 0120-30-7173ポスター
 （594mm×420mm)

リーフレット
 （210mm×297mm 展開サイズ )


