コープみらい奨学金
応援サポーター通信 ｢フリージア｣ 第１号
２０１８. ８

サポーター通信は、 コープみらい奨学金応援サポーター募金にご協力いただいている組合員のみなさまに年 2 回お届けする通信です。
「フリージア」 は花言葉で 「期待」 という意味があります。 奨学生たちの明るい未来を願って名前をつけました。

このたびは、 返済不要の奨学金給付事業と奨学金応援サポーター募金にご賛同 ・ ご協力いただき
ありがとうございます。
みなさまの温かいたすけあいの気持ちで、 奨学金応援サポーターは 10,879 名まで広がりました。
2018 年度新しく高校に入学した 110 名を奨学生として採用することができました。
これからもご協力よろしくお願いいたします。

コープみらい奨学金は、 組合員どうしで
ささえ合う仕組みになっています。

コープみらい奨学生の採用報告
２０１８年度の奨学生は、 応募３８７名で選考の結果１１０名となりました。
奨学生には毎月１万円、3 年間で 36 万円、返済不要の奨学金が支給となります。
（３ヶ月に１度 3 ヶ月分の奨学金を支給）

１. 資料請求と応募の状況
（単位

名）

資料請求

方法

人数

メール

281

FAX

20

はがき

31

H P ダウンロード

応募
合計

人数

332

272

合計

387

115

＊ダウンロードによる資料請求はカウントできず。

２. 応募状況
22 区 85 市 9 町から 387 名の応募がありました。

1

理事長 あいさつ

財団理事長

小林

新治

コープみらい奨学金応援サポーターの皆さんの後押しのお陰で 2018 年度の奨学金給付事業を
スタートすることができました。本当にありがとうございます。
そもそも、当財団の奨学金給付事業は、コープみらい各エリアで広がるフードドライブ、子ども食堂、
学習支援等を通じて「地域の実情」を知り、
「子どもの貧困」問題について組合員のみなさんとともに学
び、そこに関わった多くの組合員の何か有効な後押しができないかという心温まる声から誕生した経緯
があります。
わが国の子どもの貧困率は「7 人に１人」とされ、特に 1 人親家庭の貧困率は 50.8% とＯＥＣＤ加盟
諸国（34 カ国）中でトップです。国の教育への公的支出も最低のクラスで公的な給付型奨学金制度も
ないに等しい状況です。そんな中で若者の「自己肯定感」が低く、自殺も先進 7 カ国中第 1 位という実
態です。しかし、
「子どもの貧困」は見えづらく、これがその後の就職、結婚、子育てを困難にし、さ
らに次世代への［貧困の連鎖・貧困の世襲］にもなっている現実です。こうした地域の様子を知り、学び、
とりくみを広げる中で、
「組合員の助けあい」として生協らしい「奨学金制度」が誕生しました。
今回の『コープみらい奨学金応援サポーター通信「フリージア」』では、2018 年度事業に至る応募状況
やサポーター募金の到達点、奨学生 ･ 保護者の近況報告、応援サポーターのメッセージ等をお知らせ
いたします。
応援サポーター登録は 10,000 名を超え月々 400 万円を超える募金の規模にまで広がってきました。
応援したいという組合員の温かい気持ちが支えている事業であることをあらためて感じています。奨学
金応募数は 387 名で期待の大きさが現れていましたが、今期は ｢110 名 ｣ の採用とし、まだまだ期待に
お応えできていないことも痛感いたしました。さらに大きな応援サポーターの輪を広げて、より多くの応
募者の願いに応えていきたいと思います。
奨学生・保護者の声からはこちらも元気をいただきました。勉強面でも課外活動でも友人関係でも、
まずは高校生の新生活の一歩を踏み出していただいたようです。ささやかな給付金ですが少しでもお役
立ちできていることを嬉しく思いました。
応援サポーターの皆さんのメッセージにも励まされます。これからもご一緒に奨学金給付事業を大き
く育ててまいりましょう。今後ともよろしくお願いいたします。
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コープみらい奨学金応援サポーターの募集は、10 月から募集をおこな

コープみらい
奨学金
応援サポーター
募金報告

いました。多くの方に賛同いただき、2017 年度末（3 月 20 日）には、
約 8,000 名で 1,050 万円もの募金となりました。2018 年度になり、さら
に増え 10,879 名にまで広がっています。

コープみらい奨学金応援サポーター募金

月度別推移

コープみらい奨学金応援サポーター募金額
（単位 万円）
月度
募金額

2017年度

2018年度

2017年度
2018年度
12月度 １月度 ２月度 ３月度
４月度 ５月度 ６月度 ７月度
合計
合計
160

295

296

299

1,050

344

361

404

413

1,522

みなさまからの募金は、奨学生の奨学金給付のみに充てさせていただいています。
その他の奨学金事業に関する費用（ニュース・チラシなど）は、財団から捻出しています。

コープみらい奨学金応援サポーターの 声
＊配られた案内を見て、 コープのとっても良い取り組
みだなと思いました。 これまで私が親やまわりの
人から支えられ来たことへの恩返しとして、 いろん

＊コープみらい奨学生募集人数の考え方
当年度の募金総額から次年度の新入生が卒

な事情で大変な境遇に置かれている子ども達を
応援したいと思いました。
＊東日本大震災で親戚が被災し、 多くの方々から

業するまでの 3 年分支給できる人数を検討し

支援を受けたことから、 私も何か支援が出来ない

奨学生募集人数を確定します。

かと思っていました。 子ども達も成人し、 次の世

ただし、2018 年度新入生は初年度という

代の応援の気持ちで応援サポーターになりました。

こともありこの限りではありません。
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コープみらい奨学生・保護者の近況報告
2018 年度の奨学生 110 名への 1 回目の奨学金（４～６月分）の入金を無事終えることができ
ました。奨学金応援サポーターみなさまからの募金のおかげです。本当にありがとうございまし
た。1 回目の奨学金受け取りにあたり奨学生みなさんや保護者の方から近況報告をいただきました。
今回は、その中から２０名を掲載します。

コープみらい奨学生からの近況報告

今回の奨学生に選んでいただいて、ありがとうござ
いました。受かると思っていなかったのでびっくり
しましたがうれしかったです。学校生活にもだいぶ
慣れてきました。これからもよろしくお願いします。

奨学金ありがとうございました。いろいろ考えたの
ですが今回は電子辞書の購入に充てさせていただき
ました。これで世界史や英文法も頑張って勉強でき
ます。高校生活は想像以上に楽しく元気に過ごして
います。ありがとうございました。

高校生になってから 2 ヶ月あまりたちました。友達
ができるかという高校生活の不安がありましたが、
今は学校が楽しくって仕方ありません。

奨学金受け取りました。ありがとうございます。好
きな美術を勉強することができていて、
充実した日々
を過ごすことができています。先日行った写生大会
では無事入選することができ、毎日画力が上がって
いることに身をもって実感します。これからも充実
した日々を過ごせるよう、頑張っていきたいと思い
ます。そして次の大会でも入選できるようにデッサ
ンなどを毎日していきたいです。

部活などで積極的に取り組めるようになりました。
私の所属している演劇部では、春に大会があるので
すが、その大会で役をいただけました。1 年生で出
演できるのはとても嬉しいことなので、これからも
積極的にいきたいです。
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4 月 10 日に入学した時は不安がありました。でも担
任の先生とクラスメイトがともて良い人で不安がな
くなってきました。今では話せるようになってきま
した。

入学してから 2 ヶ月がたち少しずつ高校生活に慣れ
てきました、部活では、かるた部に入学し、少し札
を取れる回数が増えてきました。勉強面では、上手
くいかない部分もありましたが、改善していきたい
です。とても充実した毎日です。

高校に入学して 2 ヶ月が経ちましたが、高校生活はと
ても楽しいです。今では友達もたくさんでき、いろい
ろな人とコミュニケーションをとる機会が多いので中
学の時より人間関係の幅が広がった気がして楽しいで
す。先日の遠足では友達と一緒に楽しむ事ができよい
思い出となりました。部活動では趣味のあう友達がい
るのでたくさん話せて楽しいです。授業では先生が一
からわかりやすく教えてくださるのでおいていかれる
ことなくついて行けます。これから文化祭などのさま
ざまな行事があるので仲間と協力して楽しい思い出を
作っていきたいです。

入学して HR 委員（クラス委員）になることができま
した。クラスメイトと話す機会も増え、友達も多く
できました。部活は弓道部に入部しました。始めて
やる内容のためわからないことだらけですが充実し
ていて部活の時間が待ち遠しいです。学校でもそれ
以外でも毎日楽しんでいます。

奨学金をいただき、ありがとうございます。今回い
ただいた奨学金は部活のユニホーム代や合宿、試合
の費用に充てさせていただこうと考えています。こ
れからも部活を頑張っていきます。

このたびは、コープみらい奨学生に採用していた
だきありがとうございます。奨学生により楽しく
充実した高校生活を送ることができています。私
は現在、第 2 回定期考査に向けての勉強を頑張っ
ています。第 1 回定期考査では満足のいく結果で
したので第 2 回定期考査でも満足のいく結果を得
られるようにしたいです。また勉強のほかに弁論
部や生徒会本部役員として活動しています。部活
動でも充実した時間が過ごせていて高校生活がと
ても楽しいです。これからの高校生活を充実した
ものとなるよう、日々努力していきますのでご支
援のほどよろしく願いします。

今は、特に問題もなく、学校の勉強にもついてい
けています。定期考査では、数学でクラス 1 位を
とることができました。これからも頂いたお金を
無駄にせず、学業に励むとともに良い成績をとる
ための努力や検定などの取得にも力を入れて精一
杯に頑張ります。

５月にはオリエンテーション旅行と中間試験があり
ました。オリエンテーション旅行では HR 委員長とし
てレクリエーションの企画・運営を最後までやりき
ることが出来たし、クラスメイトとの仲を深めるこ
とができてよかったです。中間試験では、クラス 1
位の点数をとることができた教科が何教科ありうれ
しかったです。期末もこの調子で頑張ります。ご入
金ありがとうございました。

中間テストも終わり、やっと高校生活に慣れてき
ました。中学のときとは違い土曜日も授業があり
忙しい日々を送っていますが楽しんでいきたいと
思います。

コープみらい奨学金応援サポーターの 声
＊奨学金の返済で破産する人がいるということをニュース等で知り、 コープみらいで
開催された学習会にも参加し、 生協なら信頼できるので、 私も協力しようと思い
ました。
＊子どもたちも成人し、 生活も少しは楽になったので、 返さなくても良い奨学金の
助けになればいいなと思い、 サポーターになりました。
＊若い人が頑張れる社会にならないといけない。 そのためにお役立ちできればと
いう気持ちです。
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コープみらい奨学生保護者からの近況報告

この度はありがとうございました。娘は毎日い
きいきと生活しております。子供達への奨学金
ではありますが、何より親の気持ちが少し楽に

電車通学にも慣れ、毎日楽しく学校生活を送っ

なりました。感謝します。

ております。先日の運動会では、大縄とびを頑
張っておりました。ありがとうございます。

この度は奨学生として採用して下さり有難うございました。もうすぐ修学旅行の積立
が始まるので早速使わせて頂きます。ほんの少額ですが私もサポーターとしてお役に
立てればと思い登録しました。高校生活はあっという間なので娘たちに有意義な時間
になるよう将来の事も考えながら過ごしてほしいと思います。そして働くようになっ
たらこの奨学生の有難さを実感してほしいです。

現在、大学受験に向けて、まずは小テストや中間テストなど、勉強に励んでいます。
部活も考えているのですが、入ろうと思っていた部活が自分の思い描いていたものと
は違っていた為、他の部活も考え、悩んでいる様子です。でも何かはしたい様子です。
中学の時とは違い、そんな事を悩み、考える事が出来るのも、この奨学金があってこ
そ悩めるのだと、感謝しかありません。他の部活となると、準備にお金がかかるので。

この度は入金ありがとうございます。早速ロボコン部に入部し、ＣＡＤやフライス盤
などを教わっていると、楽しそうにしております。ロボット制作には多額の費用がか
かると思っていたのですが、後援会からの支援がある為、部費がかからず、親として
も助かっております。まもなく初めての中間テストですが、ロボコン部での活躍につ
なげる為にも、数学や物理学には特に期待しております。

この度は、奨学金を入金していただきありがとうございました。
大切に使わせていただきます。5 月下旬にはじめての定期試験が
ありました。10 教科合計 1200 点中 1100 点をとることができまし
た。まずまずのスタートが切れました。睡眠時間を削って勉強し
ているので、
倒れてしまうのではないかと心配しています。部活は、
パソコン部に入りました。入学して 2 ヶ月、高校に馴染めるよう
がんばっています。
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コープみらい奨学金応援サポーターの 声

【コープみらい奨学生へむけたメッセージ】
＊奨学生の皆さん、 応援しますから、 夢を持って頑張ってください。
＊希望を持って前に進めば、良いことも楽しいこともきっとあります。 頑張ってください。 お役にたてれば、
私もうれしいです。
＊奨学金は気兼ねなく受け取ってください。 そしてあなたが社会に出てひとり立ちが出来たら、 あなた
の周りの困っている人に手を差しのべてください。 そんな風にバトンをつないでいけると、 より良い社会
になると思います。
＊奨学生の皆さん、 大変だと思うけれど、 くじけないで、 体に気をつけて、 勉学に励んでください。
＊奨学生の皆さんは大変だけれど、 頑張れば出来ることはたくさんあると思うので、 めげずに頑張って
ください。 応援しています。

コープみらい財団の事業内容
◆表彰 ・ 助成事業◆
地域の団体の活動に対して、 地域の活性化、 地域 ・ 生活文化の向上、 環境保全など、 安心してくらせ
る社会づくりが進むことを期待して、 「コープみらい地域かがやき賞」 表彰、 「コープみらいくらしと地域づく
り助成」 を実施しています。 毎年秋に団体からの応募を受け付けています。

◆奨学金給付事業◆
コープみらいの組合員で経済的に大変なひとり親家庭 （両親不在も含む） の高等学校 ・ 高等専門学校に
入学する１年生を対象に採用選考のうえ、 月額 1 万円、 3 年間返済不要の奨学金を給付します。

◆社会活動の主要なテーマに関する事業◆
「食の安全 ・ 安心と食育活動に関する事業」 「高齢者福祉」 「子ども ・ 子育て支援」 等、 コープみらいと
協力しておこなっています。

◆環境保全に関する事業◆
「コープみらいの森」 の環境整備を通じて地域での地域での森
の活動支援や行政 ・ 環境団体への支援、 環境イベントの協
賛等をおこなっています。

◆被災地 （者） 支援に関する事業◆
緊急の災害支援に取り組み、 速やかに緊急義援金 ・ 支援金
を被災地 （者） にお届けします。 今回の西日本豪雨災害で
も緊急支援を行いました。
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引き続きコープみらい奨学金サポーターでの
ご協力お願いいたします。
奨学金サポーターの輪が広がるよう、 お友達、 お知り合いにも、 お伝えいただける
と幸いです。 募金の口数変更や中止する場合は、 下記の申し込みからできます。

宅配での募金の申し込み方法
募金は一口 100 円単位で毎月引き落としになります。
●宅配の注文用紙の 6 桁注文欄に注文番号「289110」と数量欄にご希望の「口数」をご記入下さい。
募金は翌月から毎月、商品代金といっしょに引き落としされます。
●すでにお申し込みの場合も、上記と同様に記入すると、募金額を変更できます。
●通年でいつでもお申し込みできます。
●中止する場合は、注文番号「289116」と数量欄に「1」を記入すると翌月から中止されます。

新規申込
金額変更
中
止

注文番号
289110
289110
289116

数量記入欄
１－ 99 の希望口数を記入して下さい。
１－ 99 の希望口数を記入して下さい。
１を記入して下さい。

コープデリ宅配注文用紙の記入例
記入例

ご希望の
口数を記入

三口 300 円の募金の場合

６桁の注文番号欄

注文番号

2

8

9

1

1

数量（2桁）

0
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店舗での募金の申し込み方法
募金は一口 100 円単位で毎月引き落としになります。
●店舗備え付けの、「奨学金募金 登録／変更／中止 申込書」で募金の手続きを行ないます。
募金は翌月から毎月、登録した口座より引き落としされます。
●すでにお申し込みの場合も、上記と同様に「申込書」で手続きすると、募金額を変更できます。
●通年でいつでもお申し込みできます。
●中止する場合は、「申込書」で中止の手続きを行います。翌月から中止されます。
■申し込みには、本人確認できるものの提示が必要です。
写真付きは、１種類（運転免許証・パスポートなど）
写真なしは、２種類（健康保険証・年金手帳・診察券・通帳・カードなど）
■応援サポーター募金は口座登録が必要です。口座登録がまだの方は、募金申し込みと一緒に口座登録を
お願いします
※一般財団法人の為、個人が税制上の優遇措置（法的控除）を受けることは出来ません。
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