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株式会社シュテルン浜松 メルセデス・ベンツ浜松南
店長　新堂 正実 氏

メルセデス・ベンツ 浜松南様は、シュテルン浜松が運営するメルセデス・
ベンツ 正規ディーラーです。新堂店長は、CSR（地域貢献活動）に積極的
に取り組まれています。
昨年は、森田自動車街ディーラー 9社が参加して地域のお子様向けにハ
ロウィンイベントを開催するなど地域活動への協力、他のNPOへの活動
支援、エイズ撲滅運動の一環であるオートレース場でのイベント『レッド
リボンカップ』でメルセデス・ベンツの車両を先導車として提供するといっ
た様々な取り組みをされています。

■ 新堂店長のお言葉
ある日、「ジコサポ」の杉山様が地域清掃のご案内を片手に当社ショー
ルームにご来店いただいた頂いたのが活動のスタートでした。
『地域企業としてのCSR活動』と『スタッフの社会貢献』が意識に留ま
らず、行動として学ばせて頂ける良い機会と思い、その場で参加をお願い
させて頂きました。皆様との出会いや協同が波及効果を生み、色々な企画
や成果に結び付いたと、心より感謝を致しております。
日頃より、人と人の繋がりを大切にして同じ目的を共有・明確化する事が、
大きな成果に繋がると信じて活動しています。
クリエイティブな人達の発想を、アクティブな人達で行動に移し、それ
ぞれがその成果を感じ、次のステップに活かす事が出来たら可能性は無限
に広がると思います。
今後も皆様と共に、活動を成果として楽しめる様、続けて行きたいと考
えております。

今月
の
表紙
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会 社 情 報
株式会社シュテルン浜松 メルセデス・ベンツ浜松南

住所：  静岡県浜松市南区東若林町31- １
TEL： 053-441-6661

平日・土曜日
9：30～19：00
日曜日・祝日
10：00～18：00

定休日：月曜日

道路清掃活動に参加される新堂店長

メルセデス・ベンツ浜松南様
ではレッドリボンへの活動支
援も行っています。ショー
ルームにもブースが設置され
ています。

『レッドリボンカップ』先導車を提
供しています。



ジコサポ日本顧問山田正志氏とジコサポ名古屋佐藤支部長
にもご参加いただきました。

ボランティアさんも参加して、ドンキホーテ浜松可美店入口
で広報活動をしました。

左から、ジコサポ日本小楠理事長、学生ボランティアさん、
静岡県赤十字血液センター曽根さん。

ジコサポ浜松支部ジコサポ保険整骨院では、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、好評でした。

本部主催献血キャンペーン
◆5月22日、献血推進キャンペーンが
行われました
5月 22日、浜松市森田自動車街各社×NPOジコ
サポによる「献血推進キャンペーン」が行われました。
当日会場となった静岡トヨタ自動車（株）森田店駐車
場には、70名以上の方が、献血にお越しくださいま
した。
通りがかり、ディーラー各社に来店されたお客様、ラ
ジオを聞いた方と、大勢の方の善意に心より感謝いた
します。
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午前9時15分からの受付開始とともに、
来場者が続々と集まり始めました。

最初に受付と検査の採血です。初めてだと
ちょとドキドキします。

いよいよ献血です。意外と時間はかかりません
でした。



ご来場いただいた藤枝MYFC、ルクレMYFCのみなさん

◆藤枝MYFC・ルクレMYFCの皆さんがご来場されました
当日は、藤枝MYFC中西健人選手、佐々木宏樹選手、ルクレMYFC選手の方々、石田広報部長にもご来場いただき、
献血者さん、共催各社様との記念撮影等、会場は盛り上がりました。
会場では藤枝MYFC中西健人選手、佐々木宏樹選手より、特別記念品として7月 3日、エコパスタジアムにて行
われる、カターレ富山戦の観戦チケット50枚が手渡されました。

◆5月 23日中日新聞に献血推進キャンペーンの様子が掲載されました
5月 23日の中日新聞に前日の献血推進キャンペーンの様子が掲載されました。
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◆静岡県赤十字血液センター様よりお礼状をいただきました
静岡県赤十字センター様よりお礼状をいただきました。
今回は、62名の皆様から善意の献血をいただきました。
62名は、献血運動ではかなり多い人数の様です。
参加賛同頂いた皆様、ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

◆浜松市南区初！「献血推進キャンペーン」へのご協力ありがとうございました
「浜松市南区初！献血推進キャンペーン」が無事終了致しました。
共催・後援いただきました企業の皆様、ボランティアで運営をお手伝いいただきました皆様、そして何より献血
に参加くださいました皆様、本当にありがとうございました。
静岡県赤十字血液センター様からも称賛頂くことが出来ましたことをご報告させていただきます。
NPO法人ジコサポ日本 
理事長　小楠 健志
顧　問　 山田正志
事務長　池田 尚美

☆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
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数々の参加記念品のご提供、感謝いたします

学校法人ミズモト学園
東海調理製菓専門学校
学生さんの手作りクッキー

共催各社オリジナルグッズ
藤枝MYFCホームゲーム
エコパ観戦チケット

ジコサポ活動報告



各支部の活動
◆5月 21日ジコサポ沖縄支部にて交通事故専門士講習会が開催されました
5月 21日、ジコサポ沖縄支部にて交通事故専門士講習会が開催されました。
今回は、自民党 衆議院議員 コクバ幸之助先生よりジコサポ沖縄支部の活動
への賛同を頂き、“中級交通事故専門士資格”を取得して下さいました !!
沖縄でまたお一人、交通事故専門士が誕生。
しかも「沖縄を元気に。多くの方の声を国政に。」沖縄の架け橋としてご活躍
されている、國場幸之助衆議院議員様が “交通事故専門士”として、私たちと思
いを共にして下さっていることに心強さを感じています。
ジコサポ沖縄支部はこれからも、様々な専門家の皆様と連携し、様々な不安
やお悩みにおこたえできるネットワーク、コミュニティづくりを進めたいと思
います。
そして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、沖縄の車社
会、カーライフの発展に貢献していく活動を行なってまいります。

沖縄支部、次回の交通事故専門士講習会は
日　時：2016年 6 月 19日（日）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

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。

◆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。

◆ジコサポ山口支部主催トークライブ「河村建一氏が語る日本の未来～社会貢献
活動からみるジコサポの役割～」開催
6月 25日、ジコサポ山口支部主催によるトークライブ「河村建一氏が語る
日本の未来～社会貢献活動からみるジコサポの役割～」を開催します。
アメリカ国務省招待プログラム IVLP（往復の運賃以外は全部アメリカ国務
省負担）にて5/1 ～ 5/22 間、アメリカ研修を終えた河村氏。今回は、アメリ
カ国務省招待プログラム～～宇宙産業集積構想について、語っていただきます。
そして河村事務所が支援するNPO法人ジコサポ日本についてもジコサポ顧
問とともにお話しいただきます。
他では聞くことの出来ない、衆議院議員・河村建夫氏の政策担当秘書である
河村建一氏ならではのお話しを聞き逃しなく！
詳細は、後日ジコサポホームページにて発表します。
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5月の道路清掃活動

仙　台

宇　部

◆5月 15日、仙台・宇部で同時開催され
ました
仙台・宇部にて同時開催となりました。
仙台では、衆議院議員の郡和子先生の他、宮城県議会議
員の鎌田さゆり先生、杜の都信金さんや八幡郵便局さんな
ど、たくさんの方にご参加いただきました。
宇部では、お天気にも恵まれ、日焼け止めが必要な程だっ
た様です。
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。

◆5月22日、浜松で道路清掃を行いました
浜松で道路清掃を行いました。
晴天の中、気持ち良く、清掃活動を行いました。今回は、
山口県から、顧問の山田氏もご参加いただきました。「今月
の清掃は何日？」「今月は献血の前に道路清掃するんだよ
ね？」と、いつもご参加いただく、自動車ディーラーの方々や、地域の方からも声をかけていただける様になりまし
た。これからも、地域に根ざした活動を続けて行きたいと思っております。

◆5月25日、岡山で道路清掃を行いました
5月 25日ジコサポ岡山支部での、初の道路清掃活動を
行いました。
おそろいの赤いベストで、駅へと向かう、かなり車通り
のある道での清掃活動となりました。
この活動は、「岡山のきれいな道路推進DAY」と題して、岡山市と締結した「環境づくり活動にかんする合意書」
に基づいて行っています。清掃用具等について、岡山市からのご助力をお借りしています。

◆5月 29日、山陽小野田市で道路清掃を
行いました
5月 29日山陽小野田市で道路清掃活動を行いました。
あいにくの雨の中でしたが、山陽小野田市役所、警察署、小
野田駅ルートの清掃を無事終えることができました。ご協
力の皆様、ありがとうございました。
【参加協力】
仕出し雄善・㈱トーホー小野田工場・よつば整骨院・就労支援未来予創・中尾商店・河村事務所・NPOこころ和み・
YOU介護サービス・小郡整骨院・かみはら整骨院・地域繁盛塾・ジコサポ日本

ー6ー

ジコサポ活動報告



その他の活動
◆5月 18日、FM放送で献血推進キャンペーン告知を
行いました
5月22日の献血推進キャンペーンに先立ち、5月18日にFM Hero!「Plus 
Your Day」にジコサポ日本池田事務長とメルセデス・ベンツ浜松南 宇田様が
出演、キャンペーン告知を行いました。

◆自民党街頭演説に小楠理事長が
参加しました
自由民主党静岡県支部連合会青年部・青年局
の街頭演説がジコサポ本部前で行われました。
理事長おぐすもお話させていただきました。

◆浜松ホストライオンズクラブ様のボランティア活動に協力しました
FACEBOOKで浜松ホストライオンズクラブ
フィリピンへのボランティア活動を知り、この
3月に小学校を卒業したジコサポ本部のスタッ
フのお子さんと、そのお友達が快くランドセル
を譲ってくれました。総数22個 !!
浜松ホストライオンズクラブの野末様が受け
取りに来てくださいました。
『今後は6月 7日に梱包作業を経てフィリピ
ンに渡り、現地の子供たちの手に届くのは、7月になるでしょうか？この活動は、
昨年から始め、大変喜んでいただいた事の確認が出来たので、今回も行うことに
しました。』
とお話を伺いました。
また、写真でそんな子供たちの様子が届けられるようにしてくださるとの事で、
今から楽しみです。
子供たちの思い出いっぱいのランドセルで、子供たちの心温まるボランティア
活動です。
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ジコサポは藤枝MYFCを応援しています

◆◇◆イベントのご案内◆◇◆

ジコサポ活動報告

お知らせ
◆◇◆道路清掃活動のご案内◆◇◆

6月 15日（水）17:30 ～　岡山県岡山市
6月 19日（日）   8:00 ～　山口県山陽小野田市
6月 19日（日）   8:00 ～　静岡県浜松市
6月 19日（日）   8:00 ～　山口県宇部市
6月 19日（日）   8:00 ～　宮城県仙台市
6月 19日（日）   8:30 ～　愛知県名古屋市
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。

ジコサポ岡山／クロスロードチャーチ岡山共催熊本地震チャリティーイベント
Talk Live Okayama2016そのままのあなたで成功する方法
日　時：2016年 6月 12日（日）15:00～16:30 
会　場：クロスロードチャーチ岡山 

岡山市北区津高309-5

参加費：3,000円
申し込み：ジコサポ岡山 TEL 0120-450-931

クロスロードチャーチ岡山 TEL 086-255-7455

◆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。5月 22日には、藤枝MYFCの皆様が献血会場にご来場くださり、献血推進キャンペーンにご協力い
ただきました。この場をお借りして心より感謝申し上げます。
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。

◆◇◆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 6月 19日（日）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/

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。

ジコサポ山口主催
Talk Live 河村建一氏が語る日本の未来
ー社会貢献活動からみるジコサポの役割ー
日　時：2016年 6月 25日（日）16:00～ 
会　場：公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学第１食堂 

山口県山陽小野田市大学通1丁目 1－1

参加費：1,000円（食事付き）
申し込み：雄善（担当：窪井）TEL 0836-84-0004

山陽小野田市立山口東京理科大学第１食堂

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/

ー 8ー

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。


