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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。

奨学金応援サポーターの皆様
奨学金給付事業へのご支援ありがとうございます。
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みなさまの大きなご支援を
受けながら、
奨学金給付事業はいよいよ「２年目」を迎える事ができ、
現在は 2019 年度奨学金申請の受付期間中で、実務が進行しています。本当にありがとうございます。
1 月現在サポーター登録 12,207 人、月額引落額 464 万円のご支援をいただくまでに大きなとりくみとして
広がってまいりました。しかし、応募される奨学生のニーズの大きさに見合う奨学生の増員を見通すとまだ
まだ財源的には十分ではありません。是非、お知り合いの組合員へのお呼びかけをもう一回り広げていただ
きたいと思います。財団としましても、コープみらいが事業でお世話になっているお取引様にも「募金」の
お呼びかけをさせていただいています。安定的な財源を確保しながら、より多くのお役立ちができるような
奨学金給付事業に育てていきたいと思います。
前号の「フリージア」でお伝えした「奨学生や親御さんの声」にうれしくなったり、感動したり、私たち
が元気をいただいています。
「たくさん友達できた」
「文化祭、体育祭を楽しんだ」
「文武両道をめざす」
「大会に出た、代表になった、
遠征した」
「楽しくてしかたない」
「成績が上がった」
「不得意科目をがんばります」…キラキラした青春真只中、
若さの勢いを感じます。
「楽器の修理代に使った」
「学校指定のコートを購入した」
「英検の教材費に充てた」
「選択科目の画材を購
入したい」…少しでもお役立ちできていることをうれしく思います。
また親御さんから「このレポート（奨学生向けの「アイリス」
）は定期的な文通のようで、気持ちが引き締
まりますよね♥」という声をいただきました。
「文通」ってとても良い表現ですね。
「フリージア」や「アイリス」
が、奨学生と親御さんと組合員サポーターの全体として大きな「同窓会」のような感じで、心を繋ぎあう「文
通」であってほしいなとあらためて思いました。
「1 人親世帯の貧困」の深刻さがＯＥＣＤ加盟国中で最大という日本。国のセイフティーネットはますます
脆弱になり、貧困・格差は拡大する一方です。こうした日本の現状や税制のあり方や財源の使い方について、
もっと私たちが関心を持ち、より良い方向に向うように、また 2030 年ＳＤＧｓ（持続的開発目標）に謳う「だ
れ一人取り残さない」の達成のために、一人ひとりが考え行動することが今とても大切です。あわせて、協
同組合の「助け合い」の活動を身近な所で、地域で広げていくこともとても大事なことです。
応援サポーターのみなさま ! その「助け合い」の活動の一つである「コープみらい財団の奨学金給付事業」
をご一緒により大きく育てるために、
ともに力を合わせていきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。

1

奨学金応援サポーター募金へのご賛同 ・ ご協力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、 今年度 110 名の奨学生に返済不要の奨学金給付を行う
ことができました。
2019 年度は、 奨学金給付制度 2 年目を迎えます。 進級する奨学生 110 名に加えて、 新たに
2019 年度奨学生 100 名 （予定） への奨学金給付を開始します。 引き続き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募集 ・ 採用 ・ 奨学金給付状況
■ 2018 年度奨学生 110 名に初年度奨学金 （一人当たり 12 万円） を支給
奨学生 110 名に奨学金を支給しました。 今年度の支給総額は 1,320 万円です。
残り２年で 2,640 万円の支給を予定しています。
（３ヶ月に１度３ヶ月分の奨学金を支給）

■ 2019 年度奨学生を募集中
コープみらいの組合員のひとり親家庭 （両親がいない方も） で、 2019 年 4 月に高等学校 ・ 高等専門学校
に入学する 1 年生が募集対象です。
募集人数

100 名 （募集人数予定）

奨 学 金

月額 1 万円を 3 年間支給 （返済不要）

応募要項

応募要項 ・ 申込書類は、 ハガキ ・ ＦＡＸ ・ Ｅ mail で
保護者の住所 ・ 氏名 ・ 電話番号を明記のうえ、
コープみらい財団に請求ください。
※みらい財団の住所 ・ ＦＡＸ ・ Ｅ mail は、 本通信の最終ページを参照ください
※みらい財団のホームページからもダウンロードできます

申込締切
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4 月 10 日 （水） 必着

コープみらい奨学金応援サポーターの募集は、2017 年 10 月から募集

コープみらい
奨学金
応援サポーター
募金報告

を開始しました。2017 年度末には約 8,000 名に、2018 年 12 月には約
12,000 名に広がっています。

コープみらい奨学金応援サポーター募金

月度別推移
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コープみらい奨学金応援サポーター募金額
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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

＊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
業するまでの 3 年分支給できる人数を検討し
奨学生募集人数を確定します。
ただし、2018 年度新入生は初年度という
こともありこの限りではありません。

・通信「フリージア」１号が届きました。少しワクワ
クしながら封を開けました。その後のニュースも知り
たかったのです。地に足をつけた活動に賛同しよう
と思った動機でした。奨学生からの近況報告は、将
来に向かって自分の道をさがし、努力する皆さんの
姿勢は心に響きます。この制度がサポーターの私た
ちにも感動を与えてくださいます。私も今の若い方々
と想いを共有できていると確信し、私たちは 1 人で
はなく、たくさんの夢の中にいるという喜びにふれ
ています。３年間のみの奨学金となりますが、今は
110 本の樹を育てている。そんな感謝と心の豊かに
なる制度。フリージアの丘をつくりたいですね。
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コープみらい奨学生・保護者の近況報告
コープみらい奨学生・保護者からは３ヶ月ごとに近況・おたよりを、みらい財団に送ってもらって
います。12 月から 1 月にかけて届いた３回目の近況・おたよりを掲載します。

コープみらい奨学生からの近況報告

いつも奨学金を有難うございます。現在、英語検定の
目指している級の合格に向けて日々学習に励んでおり
ます。今回の奨学金は英検準一級の教材費に充てさせ
て頂きます。こうして奨学金のお陰で学習に取り組み
やすくなったことを、心より感謝申し上げます。

中間テストでは得意な教科で、学年２位や５位がとれ
ましたが、期末テストでは、苦手な教科で順位を落と
してしまいました。これを教訓に、まだ１年生なので
取り返したいと思います。この奨学金で学校行事の
交通費や昼食代、クラブ活動費に使わせて頂き、大変
助かっています。ありがとうございます。

たくさんの出来事があった 2 学期も長いようであっと
いう間に終わりに近づきました。10 月にはインター
シップという職業体験が 3 日間ありました。私は飲食
店で働きました。最初は失敗を何度かしてしまいまし
たが、店員の方々のおかげで、最終日には自分で進ん
で仕事に取り組み、こなすことができてよかったです。
短い間でしたが、働く大切さにについてたくさんのこ
とを学ぶ良い機会になりました。3 学期が最後の学期
なので、クラスメイトと最高の思い出を作って、立派
な 2 年生になれるように何事も全力で取り組んでいき
たいです。

奨学金ありがとうございました。試験が終わって、
あとは通知表を待つだけです。冬休みも気を抜かずに
頑張りたいです。
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通知表が渡されました。結果としましては１学期より
も上がり、自分の得意である数学、物理などの理系科
目を全て上げることができました。３学期もこの調子
で全ての教科でがんばりたいです。

いつもありがとうございます。部活の上下のウエアや、
部活で使う靴も底がはがれてしまいとっても困ってい
たところだったので助かります。部活が大好きで、毎
日冬休みも出ていきますが苦になりません。先輩に一
歩でも近づきたい、一生懸命に大会に出るために練習
したいと思います。

２学期終了を目前として、 やっと学校生活に慣れてきた
ように思います。 期末テストも終わり、 冬休み中には
苦手な教科を重点的に勉強していきたいと思います。
部活動では、 先日、 県大会出場が決定したので精一杯
練習をして自分たちの力を出し切って一試合でも多く
勝てるように頑張ります。

コープみらい奨学金応援サポーターの 声
「フリージア」素敵な名前の通信になりましたね。
色によって花言葉があって「期待」だけでなく、
白の
“あどけなさ”は若い世代を応援する。黄の
“無邪気”は頑張る子供たち…などとても意味
のある素敵な名前だと思います。状況報告では
多くの方の声もあり、読んでいて嬉しい気持ちに
なります。余談ですが、今はスポーツで 10 代の
若者からたくさん元気をもらっています。今後と
もよろしくお願いします。

期末テストを終え、2 学期も一段落がつきました。
もう 2 学期も終わるのかと時間の早さを感じます。
次のテストで今回の成績を超えられるようにまた勉学
に励もうと思います。

保育検定 4 級の音楽表現を受験しました。結果が出るの
は１月ですが、保育を担当している先生に褒めていただ
きました。12 月は言語表現と家庭看護があるので頑張
ります。

秋は進路選択があり、私は進路選択でとても悩んだ
1 人であります。この決断に自分の人生がかかってく
ると思うとなかなか決められませんでしたが、自分の
得意教科や自分の好きな教科、また将来どうしたらよ
いかを見据え、理系の物理選択にすることにしました。
どの道を選んだとしても大変なのは一緒なのでこの決
断でよかったと思えるような有意義な学校生活を送っ
ていこうと思います。

先日行われた部活の新人大会では、８位に入賞するこ
とができました。期末テストでも、今まで通りの成績
を修められそうです。

学校生活で充実した日々が送れています。部活では軽
音部で、クリスマスライブをやる予定です。これから
ももっと上達できるよう頑張っていきたいです。

母が足の手術をして、約１年半の間会社を休んでいて、
収入が減ってしまい、生活が苦しい時にも、奨学金の
おかげさまで、本当に助けられました。

期末テストもおわり、そろそろ冬休みになります。
２年生の文理選択や、クラス分けも始まりました。
私は理系を希望していて、このまま成績を保てれば
理系クラスに入れそうです。

部活動に力を入れていました。良い結果は残せなかっ
たものの、自分が成長していることは感じました。
徐々に力をつけていき、次の大きな大会で良い結果を
残せるように頑張ります。

学校にも慣れ始め、たくさんの友達もできました。
部活動でも仲間と切磋琢磨し、全力で取り組んでいき
ます。これからも何事にも全力でチャレンジしていき
たいです。

コープみらい奨学金応援サポーターの 声
コープみらい奨学金応援サポーター制度、 コープ
らしい身近で温かい取り組みだと思います。 未

10 月・12 月の定期試験勉強を今まで以上に頑張りま
した。12 月のテストでは、現代社会で 1 位を取るこ
とができました。また、３年生から始まる文系・理系
の選択を迷っています。はっきり決められるように、
しっかりと勉強を頑張りたいと思います。

来を担う若者たちがサポートによってやりたいこ
とに挑戦できるならこれ以上うれしいことはありま
せん。 3 人の子育てを終えましたが、 子どもが
高校生のときは部活動など 1 番お金のかかる時
期でした。 わずかですが、 これからも応援させて
いただきます。 この取り組みに支援の輪がさらに
拡がっていけばいいなと思います。
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コープみらい奨学生保護者からの近況報告

先日、部活で骨折していまい、現在入院中です。

サポーターの皆様、大変お世話になっております。

大好きな部活が手術を終えて、リハビリをして

本人も高校生活にも慣れ、演奏会のイベントの度

完治するまで出来ないのはとても辛いと思いま

に朝早くからの朝練と夕練と毎日夜の帰宅ですが、

す。でもクラスメイトや部活の仲間が、お見舞いに

部活動の弦楽部に楽しんで励んでおります。勉強の

来てくれるので頑張って治そうと思うようです。

課題も多く、毎日夜遅くまでかかり、早朝に起きて

よい友人に恵まれて感謝です。

満員電車での登校と大変ですが、皆様に支えられて
いるおかげで普通に高校生活を送ることができてい
ると常に感謝しております。ありがとうございます。

この度も奨学金を送金していただきありがとうご
ざいます。9 月の文化祭で初めてお会いした受験
生と 1 時間程、昨年どのように勉強したか、今の

早いもので 2 学期が終わろうとしています。

高校生活について話したと言っておりました。

４月に思った志のまま日々勉強に部活に頑張ってお

引っ込み思案な面がありますので初対面の方と

ります。模擬検定にも積極的に受け自信がついて

話せるなんてずいぶん成長したと嬉しく思いまし

きたようです。何よりも応援サポーターの皆様の

た。勉強面では、英語検定 2 級に合格をいただき

温かいお言葉が励みになっているようです。

喜んでいます。２年半後の大学受験に向けて日々頑

ありがとうございます。

張っております。サポート感謝いたします。
今回も奨学金を受け取らせていただきました。
娘の希望は地方公務員になることでその目標に

ありがとうございました。娘は変わらず、毎日

向かって頑張って勉強しているようです。塾や通

部活と勉強の充実した学校生活の日々を送ってい

信教育などを受けさせてあげられない状況なので

ます。先日は部活（吹奏楽部）で使うサックスの

すが、期末では頑張っている成果を残している

修理に出すことになり、少し修理代が高額でし

ようです。今回頂いた奨学金で娘に何か好きな物を

たが奨学金を使わせていただき無事直って戻り、

買ってあげたいと思っております。

本人もさらに精を出して頑張っております。

今回は頂いたお金で、自転車通学を頑張っているの
で、学校指定のコートを購入させていただきました。
ありがとうございました。

コープみらい奨学金応援サポーターの 声
私も双子の子どもたちの学費には本当に苦労しま
した。おかげさまで二人共、社会人となり我が
家の家計も楽になりました。お誕生日ケーキを
買うか買わないか、ケーキ屋さんの前を何度も
行ったり来たりして悩んだ日は、今思い出しても
苦しいです。ほんのわずかですが、どなたかの
お役にたてるなら嬉しいです。
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いつもお世話になっております。お蔭様で２学期を

健康的に毎日過ごさせていただいておりますが、

無事終了することができました。２学期は文化祭と

寒くなり、まだ外が暗い中、母子２人、毎日の朝支

いうメイン行事があり、クラスの仲間と楽しく創り

度中に短い会話を交わす日常にありがたさを感じて

あげる達成感を味わうことができとても充実してい

おります。

ました。集大成である３学期に向けて、がんばって
もらいたいです。
もう２学期も終わり、部活、勉強ともに頑張って
いる様子です。バスケ部に入っているのですが、
入学時から感謝の気持ちを忘れず、学業に専念して

休みも少なく大変そうです。ウインターカップの

良い結果を出しております。また文化祭やバレー

お手伝いにも行ったりもしています。奨学金で

ボール大会などイベントにも参加しています。本当

部活のユニフォームなどが買ってあげられたので

にありがとうございます。

感謝しています。ありがとうございます。

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
協力して行なっています。

◆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
賛等を行なっています。

◆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

3

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。

コープみらい奨学金応援サポーター通信「フリージア」第 2 号
発行：2019 年 2 月
発行：一般財団法人コープみらい社会活動財団
〒 336-8523 埼玉県さいたま市南区根岸 1-5-5
TEL.048-789-7998 ／ FAX.048-839-1859（平日／午前９時～午後５時）
メール：miraizaidan@coopdeli.coop
ホームページ： コープみらい財団 検索
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