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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」 募金にご賛同 ・ ご協力いただきまして、 ありがとうございます。
温かいたすけあいの輪が大きくなり、 「奨学金応援サポーター」 は、 約 13,400 人に広がりました。
奨学金給付事業は 2 年目を迎え、 2018 年度の奨学生 （110 人を採用） に加えて 2019 年度は
新たに 112 人の奨学生 （高校 1 年生） を採用できました。
これからもご協力を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

2019 年度の奨学生は、 応募 320 人で選考委員会での選考の結果
112 人となりました。
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）

資料請求と応募の状況
・293 人から資料請求をいただき応募要項・応募用紙を郵送しました。
・ホームページからの応募用紙ダウンロードは 739 件でした。
・最終的に応募いただいたのは 320 人でした。
・コープみらいエリア 16 特別区、41 市、4 町から応募がありました。
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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

永井

伸二郎

この 6 月より財団の 2 代目の理事長に就任しましたコープみらい副理事長の永井伸二郎です。財団
としての大きな取り組みであります奨学金給付事業を一層発展させていきたいと考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。
皆様に支えていただいている奨学金給付事業は 2 年目を迎えました。今年度は 320 名の応募があ
り、選考委員会での慎重な審議を経て、新たに 112 名の高校１年生への給付を決定しました。１年目
は 110 名でしたので、昨年を超える人数の奨学生を迎えることができました。本当にありがとうござ
います。
８月現在、応援サポーターは登録 13,400 名を超え、サポーターの皆様からの引き落としの募金と
店舗での募金を合わせると、毎月 500 万円をこえるご支援をいただくという大きな取り組みに広がっ
てきました。改めて感謝申し上げます。
しかしながら、応募いただいている奨学金のニーズを支えていける財源規模にはまだなっておらず、
ぜひお知り合いの組合員の皆様へのお呼びかけ広げていただければと思います。財団としても、様々
な場で組合員の皆様にサポーター募金の呼びかけをしていきたいと考えています。
なお、皆様からの募金は、奨学生の奨学金給付のみに充当させていただいており、ニュース、通信
など奨学金事業に関わる経費は財団から捻出しておりますことをご承知おきください。
奨学生や保護者の皆様からの近況報告は後のページに掲載していますが、「学校が遠いので交通費
が高く親に申し訳ないなと思っていましたが、奨学金をいただけて少し気持ちが楽になりました。こ
れからがんばります。」「生協に加入していたおかげで本当に助かりました。これからも節約してがん
ばります。」など生き生きとした声が寄せられています。
国の調査でも日本の子どもの貧困率は 13.9％、一人親家庭の貧困率は 50.8％と先進国でも最悪の
水準となっています。「一人親世帯の貧困」が社会的な問題になっているにも関わらず、有効な対策
は進まず、世の中の貧困と格差は広がっています。
2015 年に国連で採択された 2030 年に向けた「持続可能な開発目標（SDGs ＝エスディジーズ )」は
貧困の解消をはじめ、環境、教育、福祉、平和など 17 の目標を掲げています。その目標に沿った取
り組みが多くの行政、企業、団体で始まってきています。「SDGs」で謳っている「誰一人取り残さない」
を目指して一人ひとりの行動がとても大切だと考えています。
コープみらいは「COOP

ともにはぐぐむ

くらしと未来」を理念に掲げています。協同組合として

「人と人との助け合い」を基本にしながら、「SDGs」の取り組みを進めています。
その「助け合い」の取り組みのひとつの柱としての「コープみらい財団の奨学金給付事業」をより
大きく育てていくために、引き続きのご支援、ご協力を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
募金報告

「コープみらい奨学金応援サポーター」は、2017 年 10 月から募集を開始し、
2017 年度末には約 8,000 人、2018 年度末には約 12,400 人、現在は約 13,400 人
まで広がりました。

コープみらい奨学金応援サポーター募金
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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。
2018 年度、2019 年度は開始した

コープみらい奨学金応援サポーターの

声

若いみなさんが毎日を楽しく過ごし、充実した学校生活
を送るお手伝いができて心から嬉しく感じています。
奨学生のみなさん達の近況報告を読んでお役にたてて
いるのだなと実感できますし、まるで我が子の成長を
みるような気持ちになります。

ばかりで、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
奨学生本人または保護者から届いた近況・おたよりを掲載します。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

2019 年度コープみらい奨学生 （高校 1 年生） からの近況報告

はじめての奨学金、ありがとうございます。

ご入金ありがとうございました。新たな環境にも

大切に使います。全商珠算電卓実務検定を受けま

少しづつ慣れてきました。生物部でアルテミアを

した。部活は、
サッカー部マネージャーをしてます。

使った実験を楽しくしています。クラスでもあた

体育祭も、終わり、学校生活、楽しんでいます。

たかい仲間に支えら、充実した高校生活を送って
います。これからも全力を尽くしていきたいと考
えてます。

入学して１ヶ月がたちました。先生や友達、先輩
に恵まれて、毎日楽しく勉学に励んでいます。
ウインドオーケストラ部に入部し、毎日ユーホニ

ずっと入学したかった高校での生活は、とても楽

アムという楽器を練習しています。通学にも時間

しく充実しています。部活は水泳部に入り、春季

がかかり、大変な部分もありますが、これからも

大会に出場しました。中間テストでは、学年 37

頑張っていきたいです。

位にはいり、勉強と部活に打ち込んでいます。
この調子で、頑張っていきたいです。

中間試験を終え、現在は 1 か月後の期末テストに
向けた勉強に励んでいます。科学部に所属し、入

三大行事と言われている体育祭が先日行われ、と

学前から行いたいと思っていたプログラミングを

ても充実した学校生活を送ることができていま

はじめ、天体について学んだり、ロケットを作っ

す。電車通学で朝早いですが、毎日頑張ってます。

たりと科学に対して幅広い知識を学んでいます。

中学の勉強ととても変わり大変ですが、コツコツ

友人との交流や勉強、部活を両立して充実した高

積み重ねて頑張りたいです。

校生活を送れるよう頑張っています。
吹奏楽部に入部し１学年のリーダーをしています。
思っていた以上に高校生活は楽しいです。
新しい生活に体はやっと慣れてきた所です。

新しい生活にも慣れ始めました。授業では数学と
音楽が楽しくテストで良い成績を残しました。

はじめからしっかりアルバイトもして…と
思っていましたが学業との両立は思っていた
より大変でした。アルバイトは少なめにして
とにかく学校生活を充実したものにしたいと

コープみらい奨学金応援サポーターの

声

思います。体育祭も全力投球でした！

生活委員会に入りました。校内の環境美化の
仕事を主にしています。また、ボランティア
活動にも参加しました。児童センター子供祭
りボランティアと、清掃ボランティア、これか
らイベント運営ボランティアもやろうと思っ
ています。
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・奨学生のみなさんの近況を拝見し、嬉しくなり
ました。雨粒が大きな川の流れになるように
本当にささやかなサポートがたくさん集まるこ
とにより、お役にたてるのだと実感しました。
・私は子どもの頃、経済的な理由で進学を諦め
た経験があります。学びたいと思う方の一助に
なればと思います。勉強をすることは、将来に
も大切なことです。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

2019 年度コープみらい奨学生 （保護者） からの近況報告

今回、奨学生に選んでいただきありがとうござい
ます。いただいた奨学金は、部活動（写真部）や、
参考書に大事に使わせていただきます。学校生活
にも少しずつ慣れ、これから自分が何をやりたい
のかを考えているようです。何か習い事をしてみ
たい ! と初めて口に出していたのでビックリしま
したが嬉しかったです。夢中になれるものに出会
い、いろいろ学んで欲しいと思いました。

慣れない電車通学で疲れもあるとは思いますが、
体調を崩すことも無く日々通っています。2 ヶ月
が経ち 環境にも慣れてきたようです。

本人は私立の高校を希望していましたが高額なた
め希望する高校はあきらめてもらいました。どう
なるかと思いましたが吹奏楽部に入部し、休まず
登校しています。卒業後行きたい学校があるよう
です。高校で叶わなかった分好きな勉強をさせて
あげたいです。

お世話になっております。息子は片道 1 時間の電
車通学にも最近ようやく慣れてきて、生活のリズ
ムが出来てきました。大好きな空手を毎日出来る
ようになり、勉強のモチベーションが上がり、部
活から帰ると黙って復習予習を欠かさずするよう
になりました。忙しくも充実した毎日を過ごして
いるようです。このままバランスよく勉強と部活
を頑張ってくれればと思っております。

ソフトテニス部に入部し、毎日勉強と練習で、朝
６時には家を出て、帰って来るのは８時過ぎます。
伝統があり、規律も厳しい中で、親としては体が
心配ですが、負けずに毎日取り組む姿に、成長を
感じでおります。

入学して、たくさんの出費がありましたので、助
かりました。子供が生き生きと高校生活を送って
いることを大変嬉しく思っています。これからも
しっかりと支えていきます。

毎日忙しく生活しています。今までと違う環境な
ので、生活面、学業、いろいろ心配ですがこれか
らもサポートしていきたいと思います。

意欲的に学ぼうとしている様子です。『今の高校に
入って本当によかった』と言っていて満足してい
ます。これからもその調子で頑張ってほしいです。

元気に高校生生活を送っています。奨学金を受け
ることができて、部活にも、勉強にもかかる費用
に活用させて頂いています。とても助かります。
ありがとうございます。４月、５月と充実した高
校生活をスタートできました。定期考査、文化祭
に向けて頑張っているようです。

コープみらい奨学金応援サポーターの

声

近況報告読ませていただきました。みなさんが生き生きと高校生活を送っている様子が
文面から伝わってきました。ますます応援したくなりました。これからも出来る範囲で
私なりのサポートをしていきますので、どうぞやりたい事をチャレンジしてくださいね。
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

2018 年度コープみらい奨学生 （高校 2 年生） からの近況報告

高校 2 年になり理系に進んだので数学、理科の授

奨学金ありがとうございます。定期考査では良い

業が多く、毎日宿題が多いです。しかし好きな教

点数がとれ、体育祭や遠足といった学校行事でも

科ばかりなのでモチベーションが上がり、志望校

クラスの仲を深めることができて、充実した学校

についてもよく考えるようになってきました。こ

生活を送ることができています。これからも期末

れから本格的に志望校を決め、受験勉強にうつっ

テストや文化祭、修学旅行などのイベントがある

ていきたいです。

ので、積極的に取り組みたいです！

中間テストがなんとか終わりました。今は学校祭

担任の先生からそろそろ受験を意識するように言

である藤桐祭（とうとうさいと読みます）に向け

われ、土日は模試を受けに行く機会が増えました。

て準備を頑張っています！ 2 年になって先輩に

夏休みは去年みたいにのんきに過ごせないと思う

なったので、1 年生にとって良いお手本になりた

と、少し憂うつです。でも奨学金をせっかくいた

いです。

だいてるし、なにより自分の未来の為に、頑張る
しかない！ファイト !

大学進学に向けて、理系か文系かいつもテストの
点数もどっこいどっこいでかなり迷いましたが、
理系に進む事に決めました。野球部と両立させな
がらこれからも頑張っていきたいと思います。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

2018 年度コープみらい奨学生 （保護者） からの近況報告

昨年度は 1 年間奨学金をいただき、心から感謝し
ております。誠にありがとうございました。高校
2 年生になり、目の前の課題に自分なりに一生懸
命取り組んでおります。保護者としても、将来社
会にでて役に立つ人間となれるよう、見守って参
りたいと思います。

学年が上がり、大学入試に向けての活動が増えて
きました。参考書や模試代と、いろいろお金が必
要なので、奨学金大切に使わせていただきます。
母子家庭にはとても有難いことだと、本当に感謝
しています。有難うございます。
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お陰様で 2 年生に無事進級し、勉強に部活動に毎
日頑張っています。部活動の休みがほとんどない
中、課題やテストが多く、遊ぶ時間がないどころ
か、ゆっくり休む暇もないくらいとても忙しく過
ごしています。その努力の成果が中間テストの結
果に出ていて、非常に嬉しく思っています。年 2
回納入する学年費や通学定期代、部活動の遠征費
などに奨学金を使わせて頂いています。皆様のご
支援に感謝の気持ちでいっぱいです。応援サポー
ターからのメッセージを読むといつも涙が出てき
ます。

大変お世話になっております。2 年生に進級し、
勉強に対する気持ちが変わったように思います。
来年は大学受験です。本人の夢を叶えるために、
私も協力しようとおもいます。コープさんの支援
がありとても助かっております。ありがとうござ
います。

春休み、ＧＷが終わって、1 学期が本格始動しま
した。球技大会や文化祭、2 学期の修学旅行の準
備…などで忙しそうです。去年もそうでしたが、
新学期は教科書や教材費など出費がかさむので、
いつもながら、せっせとお弁当を作って節約を心
がけています。

コープみらい奨学金応援サポーターの

声

私は気軽に皆さんを応援しています。あまり気負わずに高校生活を楽しんでください。
奨学金を受け取っているのだから頑張らなければいけないわけではありません。失敗し
てもいいのです。むしろ失敗したり落ち込んだり、くじけたり、という経験こそが皆さん
を成長させ、人生を豊かにします。皆さんがよい時もそうでない時も、ニコニコして見守っ
ていますから、安心して失敗しましょう。あとから高校生活をふりかえった時に「いろい
ろあったけど充実してたな。」と思えることを願っています。

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。

7

引き続きコープみらい奨学金応援サポーターでの
ご協力お願いいたします。
奨学金応援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。
●インターネット注文 （e フレンズ） でも申し込みいただけます

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。
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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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