
▲河野氏（左）と衆議院議員 國場幸之助氏紙（右）
國場氏は沖縄支部主催の交通事故専門士資格取得
講習会にて、中級資格を取得されました。

▲心身堂はスタッフ全員が中級専門士です。

公道ではルールを守り、スポーツとして楽しむ、レーシングに▶
夢を持っている若者達のモータスポーツ活動に支援をおこなって
います。
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株式会社プレイバック・シアター研究所
心身堂鍼灸・整骨院 河野 信之 氏

今月の表紙は、株式会社プレイバック・シアター研究所 心身堂鍼
灸・整骨院、河野 信之 氏です。ジコサポではジコサポ日本 沖縄支
部長をされています。

■ ジコサポとの出会い
沖縄で鍼灸・整骨院を3院開院させて頂いております。
患者様、利用者様お一人おひとりに寄り添いながら、身体に対す
る不安や悩みの解決、夢や希望にむかい、自分らしく、イキイキ・
健康で豊かな日々をサポートできるよう取り組んでおります。
そんな中、交通事故にあわれた方に接していると、身体的なこと
はもちろんのこと、心理的・精神的にも大きな負担、深い悩み、ダメー
ジをお受けになられていらっしゃる方の多いことを知りました。
院としては最良な治療を提供させて頂くのが一番のサポートで
はありますが、もっと私たちができること、取り組めることがある
のではないかと感じ情報収集をしていました。
そんな時にジコサポを知り、活動をされている方々に出会いま
した。そしてその理念や積極的な活動に共感をし、この取り組みを
沖縄で拡げていこうと思い、現在の取り組みにいたっております。

■ 今後の抱負
沖縄は車社会です。
車社会は「私達の生活を便利で快適にするもの」であり「仕事と
して生活の糧であったり、楽しみを得たり、何かを感じるためのも
の」、また「将来の夢や希望、未来をつくっていくもの」ではないか
と思います。
人々の心身や生活、人生や社会を “豊か” で “幸せ” にするもので
あって欲しいと思っています。
ジコサポ活動・ネットワークを通し、交通事故での不安やお悩
みのご相談や解決にとどまらず、事故を起こさない、事故が未然に
防がれ事故が起きない社会活動。
豊かで幸せな車社会、カーライフへの発展に貢献していきたい
と考えています。

今月
の
表紙
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ジコサポ日本 今月のトピックス
◆第2回献血推進キャンペーンを行います
5月に行われた献血活動に引き続き、ジコサポ日本主催で、第2回の献血推進キャンペーンを行います。
10月 30日開催にむけて、ご協力いただける企業の皆さまとの準備が、着々と進んでいます。
今回は、『浜松 森田自動車街 こどもハロウィン2016』のイベントの一部でもあり、より地域の皆様と一緒に、
大きなイベントを行っていきます。

【献血推進キャンペーンについて】
献血で尊い命が救えます。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ジコサポ日本も、地域の皆様と支援させていただきます。

浜松 森田自動車街 こどもハロウィン2016
第 2回献血推進キャンペーン
【主催】
NPO法人ジコサポ日本
【共催】
株式会社シュテルン浜松メルセデス・ベンツ浜松南店
静岡トヨタ自動車株式会社森田店
HondaCars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
静岡トヨペット浜松東若林店
車検のコバック浜松森田店
auショップ 浜松若林・株式会社アライデザイン工芸
株式会社藤枝MYFC・株式会社AGLEY
うなぎいも協働組合・アムス工房
西静岡ヤクルト販売株式会社浜松支社
POLA THE BEAUTYイオン浜松西店
LaLaカレー・フードショップ江南・山田屋製菓舗
ザ・ゴールド浜松若林店・焼菓子とりのこ
MEGAドン・キホーテ浜松可美店
アメリカンストリートスタイルBLAT
ロッテリアMEGAドン・キホーテ浜松可美店
認定NPO法人魅惑的倶楽部
NPO法人市民農業の会
ジコサポ保険整骨院
【後援】
浜松市
浜松市民協働センター
中日新聞東海本社
三立製菓株式会社
天星製油株式会社
FM Haro!
K-mix
静岡文化芸術大学 森田自動車街こどもハロウィンサポーターズ
学校法人ミズモト学園東海調理製菓専門学校
メディカルフィットネスクラブLEN（レン）
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会場見取り図
浜松 森田自動車街こどもハロウィン2016 10：00～17：00
第 2回献血推進キャンペーン 9：15～ 12：00
 13：15～ 15：30

献血バス

カフェブース

カフェブース

※各ブースの詳細は3ページをご覧下さい。
※当日、ブースの配置に変更の可能性があります。
ご了承下さい。
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⑬ポーラビューティー
イオン浜松西店
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私たちは、献血推進キャンペーンを応援しています

女性限定でハンドマッ
サージと肌チェックを
させていただきます。

⑥⑦魅惑的倶楽部
（エキゾチッククラブ）

高校生ボランティアが綿
菓子の店と、昔懐かしの
遠州ソース煎餅の販売を
します。

②株式会社
藤枝MYFC

MYFCのグッズ販売を
します。
選手も来場します。

⑪ジコサポ保険整骨院

当日は、チャリティー
マッサージを行います。

⑧THE GOLD
浜松若林店

お菓釣りをやっています。

③うなぎいも
協同組合

④アグレミーナ浜松

当日は，うなもカーにてう
なぎいも商品を販売いた
します。

①フードショップ江南

やきそば、からあげ、その
他販売。

⑫西静岡ヤクルト販売
株式会社 浜松支社
献血してくださった方に
ヤクルトA3個セットを
プレゼント
します。

⑭市民農業の会

野菜の軽トラ市をします。

⑤LaLaカレー

楽天カレー部門1位の
LaLa カ レ ー 限 定 50食
販売。

⑨株式会社
アライデザイン工芸

展示

⑩アメリカンストリート
スタイルBLAT
アメリカの輸入アパレル、
秋物のキッズウエアを特
別価格にてご提供させて
いただきます。

Think Globally,Act Locally

●

SuperSports XEBIO Ｆリーグ第20節
アグレミーナ浜松ホームゲーム

vs バルドラール浦安 
2016年11/18 金
19:30キックオフ !!

Ｆリーグ唯一の静岡県チーム
私たちは地域とともに戦う！



各支部の活動
【仙台支部】
◆奥羽自動車学校さんのイベントに参加させていただきました
9月25日、日頃からジコサポの活動に賛同していただいている
奥羽自動車学校さんのイベントに参加させていただきました。
今年は2回目の参加でしたが、お子様に喜んでいただける企画と
して、「ジコサポ市民の会入会」でトミカのミニカーをプレゼント
いたしました。トミカを並べた瞬間にお子様が群がり、瞬く間に
長蛇の列 !!アッという間に用意した100台のミニカーがなくな
りました！
市民の会会員として、周りの事故でお困りの方を救っていただき
たいと思います。
地域でこのような楽しいイベントを開催している奥羽自動車学校
さん、素晴らしいです！参加させていただいてありがとうござい
ました！

【沖縄支部】
◆第9回交通事故専門士資格取得講習会を開催しました
9月 25日、ジコサポ沖縄支部主催第9回 交通事故専門士資格取得講習
会を開催し、中級交通事故専門士が4名、初級交通事故専門士が2名、沖縄
で誕生しました。今回は “地元” 沖縄はもちろん、福岡県や佐賀県からも講習
会に参加頂きました。遠くからも受講頂きまして、ありがとうございました!!
そしてみなさん…合格おめでとうございます。
これから、このご縁を大切にし、知識と資格に磨きをかけ、社会に役立つ
活動をひろめて行きましょう。よろしくお願いいたします !!

【岡山支部】
◆岡山支部にて、交通事故専門士資格取得講習会を開催します 
ジコサポ岡山支部にて、交通事故専門士講習会を開催します！平日の夜になりますので、お仕事帰りのご受講も
可能かと思います。ご興味のある方、是非、ご参加ください！
日　時：2016年 10月 26日（水） 18:30～21:30 
場　所：NPO法人ジコサポ岡山支部　岡山市北区下中野323-101  
受講料：初級 3,500円、中級 45,150円（検定料･認定料込）
申し込み： https://www.facebook.com/events/1768619963389197/
※どなたでもお気軽にお申込みいただけます。本イベントページにて参加表明を頂いた方には、正式な申込方法
について別途個別にメッセージをお送りいたします。

【浜松支部】
◆マインシュロスで行われた『オクトーバーフェスト』に参加しました
ジコサポ浜松支部 ジコサポsmartカーが、シュテルン浜松メルセデス・
ベンツ浜松南さんと一緒に、マインシュロスで行われた「オクトーバー
フェスト」に参加しました。
雨の中ですが、来店される皆さんに見ていただけて、嬉しそうなジコサ
ポ smart カーです。
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9月の社会貢献活動

ジコサポ保険整骨院は
NPO法人市民農業の会を

応援しています

◆9月 11日、仙台で道路清掃を行いました
9月11日、仙台支部にて道路清掃活動を行いました。
郵便局さんや機材業者さん、レセコン業者さん、タ
クシー会社さん、一般市民の方など、たくさんの方に
ご参加いただきました。
清掃中や終了後、ジコサポの活動報告や今後の活動
予定、交通事故のお困りごとなどいろいろお話しがで
き、良いコミュニティが出来ております。皆様ご参加
ありがとうございました！

◆9月25日、浜松支部道路清掃を行いました
9月 25日、浜松支部にて道路清掃を行いました。
地元企業の皆様、学生ボランティア、地域の方々や患者さんなど、大
勢の方々のご協力に感謝しています。地域での繋がりが、大きくなって
いくのを感じます。
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◆ジコサポ浜松支部 とNPO市民農業の会のコラボレーション企画がスタート！
NPO法人ジコサポ浜松支部 ジコサポ保険整骨院 と NPO法人市民農業
の会との地域貢献コラボ企画がスタートしました。
駐車場内の100円野菜市で、毎日新鮮なお野菜を買える楽しみをご
提供できるようになりました。
地元の採れたて新鮮野菜が 朝から並んで
ます。これだけ入ってなんと100円 !! 掘り
出し物満載です。みなさん、どうぞお気軽に
ご利用ください。

◆浜松市会議員のまる ひでゆき 先生が交通事故専門士資格を取得されました
ジコサポ浜松支部主催で行われた、交通事故専門士資格講習会にて、
浜松市会議員の まる ひでゆき 先生が資格を取得されました。これから、
ご一緒に救済活動をしていけたらと思います。
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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
今回は、はじめに交通事故専門士講習会を受講者された方の声をご紹介いたします。

2016年 9月 25日中級取得 沖縄県 柔道整復師
整骨院に来られる事故にあわれた患者様に対し、分かりやすく適切なアドバイスを
して行きたい。

続いて、相談者様の声をご紹介いたします。

浜松市 35才 男性 会社員
事故で頭のがパニックになり、精神的にもダメージが大きく、また、首の痛みもきち
んと治療出来るだろうかと
不安が一杯の状況でしたが、こちらに来て交通事故に対するサポートがしっかりして
いてわからない事などとても親切に教えてくれて安心しました。保険会社に対する対応
や事故の後の処理の流れなど分からない事が多かったのですが説明していただき良
かったです。

お知らせ
◆ご案内

◆◇◆道路清掃活動のご案内◆◇◆

10月　9日（日）   8：00～　宮城県仙台市
10月 23日（日）   8：00～　静岡県浜松市
10月日時未定 岡山県岡山市

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。

◆◇◆その他のご案内◆◇◆

10月 30日（日）
ジコサポ日本主催、第2回献血推進キャンペーン
浜松支部・森田自動車街合同ハロウィンイベント開催

◆◇◆交通事故専門士講習会のご案内◆◇◆

岡山支部にて、交通事故専門士講習会を開催いたします。
日　時：2016年 10月 26日（水）18：30～21：00 
会　場：NPO法人ジコサポ岡山支部

岡山市北区下中野323-101
申し込み：ジコサポ岡山 Facebook イベントページ

https://www.facebook.com/events/1768619963389197/

浜松支部にて、交通事故専門士講習会（中級）を開催いたします。
日　時：2016年 11月 12日（土）13：30～16：30 
会　場：NPO法人ジコサポ日本 本部（ジコサポ保険整骨院内） 

浜松市南区若林町858-6
定　員：5名（今回は中級のみの開催です）
申し込み：ジコサポ日本ホームページ

http://www.jikosupport.info/app/webroot/inquiry.html

仙台支部にて、交通事故専門士勉強会、交通事故専門士講習会を開
催いたします。
交通事故専門士勉強会
日　時：2016年 10月 30日（日） 9：30～11：00 

2016年 11月 13日（日）10：30～12：00
会　場：仙台市市民活動サポートセンター
交通事故専門士講習会
日　時：2016年 11月 20日（日）9：30～ 
会　場：仙台市市民活動サポートセンター3F研修室 2 
勉強会・講習会ともお申し込みはジコサポ仙台ホームページ
http://jikosapo-sendai.jp/inquiry/
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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静岡県西部を中心に活動する認定NPO法人 魅惑的
倶楽部（エキゾチッククラブ）は、「こころのユニバーサ
ルデザイン」社会の実現を目指すNPOです。

ジコサポ保険整骨院は、『浜松 森田自動車街 こどもハロウィン 2016』を応援しています。
当日は、ジコサポ保険整骨院は、チャリティーマッサージを行います。
ジコサポ保険整骨院はNPO法人ジコサポ日本認定院です。スタッフ全員が交通
事故専門資格「交通事故専門士」です。
交通事故の専門治療だけではなく、腰痛、スポーツ外傷等も専門としております。

〒432-8051 静岡県浜松市南区若林町858-6　TEL 053-449-5877

私たちは
『浜松 森田自動車街 こどもハロウィン2016』

『献血推進キャンペーン』を
応援してします。

ジコサポ日本は、当日メイン会場にて献血推進キャンペーンを
行っています。

私たちSunxS は、メットライフ生命に所属する営業チームです。
『誰よりもたくさんの本当のありがとうを集める !!』をミッションに掲げ、本業
はもちろん、その延長線上にある活動としてボランティアを行っています。ボラ
ンティア活動を通じ、地域の皆様に貢献し喜んでいただけるよう、メンバー一同
真剣勝負で頑張っています！
活動実績：草取り・ごみ拾い・ドブ掃除・引越しのお手伝い・小型バスの洗車

各種イベントのお手伝い・園児や老人とのレクリエーション etc
連 絡 先：TEL 090-7317-2370（飯田康人）e-mail：AG.iida.yasuto@metlife.co.jp

うなぎいも専門カフェ『うなぎいも王国＆カフェ』がオープンしました！
浜松名物といえばうなぎ。身をとったあとの頭や骨は捨てられしまうが、これを肥
料に加工してさつまいも栽培に活かす試みが成功。「うなぎいも」としてスイーツの
材料になり、専門カフェもできるほどの人気ぶりです。
うなぎいも協同組合
〒432-8055 静岡県浜松市南区卸本町50
TEL 053-443-7615 FAX 053-464-5471

ジコサポSmart カーの新しい仲間『うなぎいも』さんからのご案内です。



ジコサポは藤枝MYFCを応援しています

ジコサポ活動報告

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
コサポ日本浜松支部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 7,000 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 )

事故に遭ったらジコサポ
無料相談はこちら24時間電話対応 

0120-30-7173




