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コープみらい奨学金

応援サポーター通信 ｢フリージア｣　第5号

2020年度のコープみらい奨学生は、 490人の申請を受け付けして、 採用選考委員会での審議を経て 
172 人を採用しました。 コープみらい奨学生採用は、 2018 年度 110 人、 2019 年度 112 人で、 
延べ人数は394人になっています。
なお、 2020 年度募集に当たっては、 ひとり親家庭を支援する連合会 （千葉県 ・ 埼玉県 ・ 東京都） や 
都県庁を通してのチラシ配付や情報提供など、 昨年より幅広い広報をおこないました。

2020.8

生協は、
たすけあいの組織です。

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。

2020 年度 「コープみらい奨学生」 172 人を決定しました

奨学金給付事業へのご支援ありがとうございます。

奨学生は、同じコープみらいの組合員で 
あるコープみらいの奨学金応援サポーター
（約14,000人）の募金で実現しています。

　奨学金応援サポーターの皆様の大きな支援をいただきながら、コープみらいの奨学

金給付事業は今年新たに 172 人の奨学生を採用することになり、合計 394 人と大きく

前進することができました。改めてサポーターの皆様のご支援に感謝申し上げます。

　新型コロナウイルスの感染拡大による、学校の休校、外出自粛などの影響により、 

「社会的弱者」の生活は厳しくなっています。奨学生の保護者からの便りでも「休業

を要請され苦しい数ヶ月を過ごしました。こんな状況下でなおさらこの奨学金の有り

難みを感じています。本当に感謝しています。」などの切実な声と感謝の言葉が数多

く寄せられています。

　新型コロナウイルスの感染拡大の今後の見通しは依然として不明で、国民生活への影響も長期化するこ

とが予想されています。

　コープみらいとして、引き続き組合員・消費者の食を支える事業をすすめていくとともに、国連で採択

された「持続可能な開発目標＝ＳＤＧs」で掲げている「誰一人取り残さない」をめざして、「人と人との

助け合い」を通じて、社会的な課題の解決に取り組んでいきたいと考えています。その取り組みの柱とし

ての奨学金給付事業がより大きくて育っていけるように引き続きのご支援、ご協力をお願いいたします。

財団理事長財団理事長　　
永井　伸二郎永井　伸二郎

給付
（返済不要）
毎月1万円
3年間

募金
毎月

1口100円～
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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。

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・保護者の近況報告

新型コロナウイルスの影響で、あまり実感がない

まま高校生活が始まり、不安が残っています。

今は半日登校で周りと馴染めていない部分が多く

授業にも慣れていませんが、これからも頑張って

いこうと思います。

コロナウイルスの影響で、学校は例年通りいかな

い部分は多々ありますが、６月から分散登校とい

うかたちで授業なども徐々に始まってきました。

休校期間中、検定の勉強をしようと、早速、奨学

金を使わせて頂きテキストを購入しました。あり

がとうございます。

６月から時短・時差通学が始まりました。

暫くはクラス全員が集まっての授業はできないと

いうことでまだ不安が残っていますが、学校に通

うことができ嬉しく思います。新型コロナウイル

スの感染拡大に伴い体育祭や文化祭等の学校行事

が無くなってしまいましたが、しっかりとした生

活を送れるよう努力を重ねていくつもりです。

今日初めて登校できて、やっとお友達にも会えて

とても嬉しかったです。学校もとても楽しかった

です。また明日の登校が楽しみです。

４、５月とコロナの影響で学校に行くことは出来ま

せんでしたが、オンライン授業を受けることができ

ています。

課題に追われて忙しい毎日ですが、頑張って勉強を

しています。早く学校に行きたいです。

私は２ヶ月前から高校生になりましたが、コロナ

ウイルスの影響でクラスメイトの半分の顔をまだ

知りません。また、楽しみにしていた文化祭もお

そらく中止になります。ですが、学校に通えるだ

けでとても幸せです。今も最前線で戦っている医

療従事者の方々には感謝しかありません。高校生

活は始まったばかり、不安なことはいくつかあり

ますが、まずは学生の本分である勉強をしっかり

とやりながら、自分にできることを見つけていき

たいです。

現在は学校も再開し慣れない中ですが、学校生活

を楽しんでおります。学級委員をすることも決ま

り、より一層頑張りたいと思っています。先日まで

はオンライン授業が配信され、少しでも身になる

よう努力し、毎日欠かさず授業を受けしっかりと

提出も終わらせました。授業再開までオンライン

授業の復習をしっかりとしたいと思います。

分散登校ですが、ようやく学校に行けるようにな

り嬉しい気持ちです。今は、課題に取り組み勉強

を頑張っています。楽しみにしている部活はまだ

始まりませんが、部活が始まったら、勉強と部活

を両立しながら高校生活を楽しみたいです。

コープみらい奨学生（高校1年生）からの近況報告コープみらい奨学生（高校1年生）からの近況報告

 大変なこと辛いこともあるだろうけど、助けて 

くれる人はいるから負けないでね。疲れたら頑張

らなくてもいいから、負けないでね。

そしてたくさん笑ってくれたら

すごく嬉しい。

コープみらい奨学金コープみらい奨学金

      応援サポーターの      応援サポーターの 声声
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やっと登校できるようになるも、分散でクラス半

分の登校なので、クラスメートとも十分に会えな

い状況です。部活や行事なども出来ず、高校生活

を満喫するにはまだまだ時間がかかりそうです。

やっと学校が始まります。思いもよらず長い長い

休みとなってしまい、子供もとても不安定になっ

ており心配です。一日も早く安心して登校できる

日が来る事を願っています。今回、この様な奨学

金を受けられる事に感謝しています。自分が決め

た進路、有意義に過ごしてほしいです。

学校がまだ本格的に始まっていませんが、学校が

始まったら定期代などに使わせて頂きたいと思い

ます。

３ヶ月も家に居るので、すっかり生活のパターン

が夜型になってしまっている子供達を見て、通常

の生活に戻れるのか不安になります。高校では、

授業で使うタブレットの購入など予定外の事が

多々あり、さっそく奨学金を使わせて頂きました。

本当に助かります！ありがとうございました。
期待と不安の新生活の始まりでしたが、コロナの

影響でまだほとんど登校できていません。オンラ

インホームルームや、課題、研修動画などで自宅

学習が続いています。６月からは少しずつ登校も

始まるので、息子の成長が楽しみです。

この度は、奨学生に選んでいただきありがとうご

ざいました。登校日には新しい制服を着て、慣れ

ないネクタイを結び張り切って高校へ通っていま

す。自宅で課題に取り組み

頑張っております。部活が

始まるのを楽しみにして

いるようです。

コロナの影響で仕事が１ヶ月お休みになってしま

い、奨学金がとても助かりました。ありがとうご

ざいます。

お陰様で、リモート学習に必要なパソコンを購入

させて頂き、登校を楽しみに毎日を過ごしていま

す。これからも大切に使わせていただきます。

高校の合格が決まってから自粛期間となり、楽し

みにしていた入学式もなく、憧れの制服も着ない

まま、今日までの日を過ごしましたが、学校から

届く課題に毎日取り組む姿を見ると、高校生とし

ての自覚がすっかり芽生えているようで、嬉しく

感じます。不自由な日々ですが、出来る事をしっ

かりと、前向きに頑張って欲しいです。 

入学式もなく、まだ登校出来ていません。来月か

ら分散登校が始まり、いよいよ高校生活が始まり

ます。この先もどの様な学習スタイルになるので

しょうか？　不安ばかりです。初めての奨学金は

電子辞書の購入に使わせて頂きます。ありがとう

ございました。

コープみらい奨学生（1年生の保護者）からの近況報告コープみらい奨学生（1年生の保護者）からの近況報告

私にも子供がいます。未来ある若者には、自分の子供でなくとも、やりたいことをで

きる限りやってほしいと思います。今が楽しければ過去も、良い思い出になります。

どうぞ、楽しい今を積み重ねて行ってください。微々たるサポートですが、続けます。

コープみらい奨学金応援サポーターのコープみらい奨学金応援サポーターの 声声
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 毎月ささやかですが参加しています。経済的

な理由で若者が夢を諦めざるを得ないような世

の中ではいけないと思います。部活や勉強だけ

でなく、是非読書も忘れずに！ 自分を知り、

好きなことを見つけて下さい。

皆さんを心から応援しています。

コープみらい奨学金コープみらい奨学金

      応援サポーターの      応援サポーターの 声声

コープみらい奨学生 （高校 2 年生） からの近況報告コープみらい奨学生 （高校 2 年生） からの近況報告

奨学金を、ありがとうございました。自粛の時期

と重なり、やりたいことができない日々でしたが、

できることを考えなから過ごしていました。学校

があり、みんなと会えることや、勉強ができるこ

とが、こんなに待ち遠しいと感じたことは、あり

ませんでした。学校が始まりました。一日を大切

に過ごしたいと思います。

コロナで休校になってしまい最初は軽く考えてい

たけど、どんどん怖くなって外に出ることも一切

しませんでした。まだ分散登校ですが、早く新し

いクラスにも慣れたいです。

自粛で、生活のリズムが狂ってしまいました。

課題が多くて大変で、更に慣れない提出方法に戸

惑いもありました。分散登校ですが再開し、やは

り通学できるとはいいなと改めて思いました。成

績を落とさないように頑張っていきたいです。

コロナ感染拡大防止の為、登校できていませんが

Web での授業や課題提出をしっかりやっていま

す。部活もオンラインで話し合いなどをやってい

ます。副部長に任命されました。

学校に行けなくて、勉強面でみんなと差が出ない

か不安です。

部活も当分ないので、体がなまらないよう毎日

走っていますが、バドミントン部なので打ち合い

がしたいです。

コロナの影響で４月５月はほぼ家にいましたが、

食費など僕が思ってる以上にかかるのがわかりま

した。今回頂いたお金は家に使ってほしいと思っ

ています。

コロナで学校が約３ヶ月休みになって、その間 

バイトだらけの日々になりましたが、知り合いで

感染してる人がいないのがよかったです。コロナ

で狂ってしまった学校生活も、まずは新しいクラ

スを楽しみ、そして進路を決めつつ勉強も頑張っ

ていきたいと思います。

コロナウイルスの影響で学校が休校になり、毎日

家で課題に取り組んでいました。極力外に出ない

ようにしており、アルバイトも緊急事態宣言が発

令されてからシフトを入れていません。

無事に進級することができました。今年度から部

活も吹奏楽部と合唱部両方に所属しようと考えて

いますが、コロナの影響もありみんなと集まるこ

ともできず、１年生も入部してくれるかわからず

不安です。部活が始まったら一番に外で『上を向

いて歩こう』の曲を演奏しよう！とみんなで話し

合っています！

休校の間は多くの課題に追われて大変でした。

また、楽しい部活も出来なく早く以前のような 

生活に戻って欲しいと感じています。
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コープみらい奨学生 （2 年生の保護者） からの近況報告コープみらい奨学生 （2 年生の保護者） からの近況報告

奨学金受けとりました。ありがとうございます。

コロナで休校中の間は不安な事もあったようでし

た。登校も始まり、ホッとしているところです。

奨学金をもらった事を励みに頑張っていこうと思

います。

奨学金ありがとうございました。必要になった 

マスクやアルコールなどを購入させていただきま

した。この時期の奨学金制度に、心から感謝して

います。

今回はコロナの影響で、とても厳しい生活苦です。

子供はかなりすべてにおいてかわいそうだと感じ

てます。察しないようにしてますが、いつものよう

にのびのびとしていてくれる事を願っています。

緊急事態宣言でアルバイトもできなくて、家に兄

妹全員いたので経済的には苦しい時期が続いてい

ます。高齢者も同居しているので感染には注意し

て家で課題に取り組み、部活もないのでギターを

毎日弾いていました。

新学期がコロナで手探りの中始まりましたが、先

生にご指導していただきながら親子で進んでいき

たいと思います。仕事も減りとても助かりました。

感謝しています。ありがとうございます。 GW 明けからオンライン授業が本格的に始まりま

した。時々オンライン昼食会も開かれているよう

で、知らなかった人たちと知り合い、ステイホー

ム期間をそれなりに楽しく過ごしていました。今

どきのなのでしょうかね。はたで見ていると不思

議で面白いです。

２年生になり、吹奏楽部ではセクションリーダー

になり、休校中は電話で連日、部活の話し合いを

していました。部活はまだ再開未定、コンクール

も中止が決まりましたが、健康で過ごせる事のあ

りがたみを感じています。奨学金をありがとうご

ざいます。私は職場が休業後は短縮営業と、やは

り収入減になりましたが、なんとか今回も、頂い

た奨学金は使わず、貯金しておく事ができました。

大学進学の準備に向けて、大切にとっておきたい

と思っています。本当に、ありがとうございます。

奨学金ありがとうございました！　まだコロナ

の心配もありますが、来週から通常通りになり、 

その後、詰め詰めの授業になると思うので勉強面

も心配です。

お振込みありがとうございました。自粛で、家庭

での食費が高くなって家計がキツかったですが、

５月末にお振込み頂き、本当に助かりました。
コロナで休校になった当初は遊びに行ったり…。

自分がかかるだけではなく家族、バイト先いろん

な所へ迷惑をかけるんだと何度も何度も怒ったも

のでした。休校だったりリモート授業が始まった

り戸惑う事も多かったように思います。

私にも子供がいます。未来ある若者には、自分の子供でなくとも、やりたいことをで

きる限りやってほしいと思います。今が楽しければ過去も、良い思い出になります。

どうぞ、楽しい今を積み重ねて行ってください。微々たるサポートですが、続けます。

コープみらい奨学金応援サポーターのコープみらい奨学金応援サポーターの 声声

奨学生の皆さん、保護者の方々からのメッセージを読んでいて、とても嬉しくなります。

毎月ささやかながらご協力させていただいていますが、集まるとこれだけ大きな力に 

なるのだと実感しています。どうぞ高校生活を楽しんでください。

財団の皆さん、このような取り組みを継続して実施いただき、ありがとうございます。

一組合員としてとても嬉しく感じています。

コープみらい奨学金応援サポーターのコープみらい奨学金応援サポーターの 声声
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６月から分散登校の形で学校が約３ヶ月ぶりに再

開しました。約３ヶ月ぶりということで身体が追

いつかず大変ですが、少しずつ慣らしていきたい

と思います。また、自宅では学校から配信されて

いる授業動画を見たり、参考書の問題を解いたり

しながら過ごしています。イレギュラーな生活・

日常となっています。先の見通しが立ちにくい状

況となっていますが、一日一日を大切に、今の自

分に出来ることをコツコツとこなしていきたいと

思います。

コロナウイルスの影響で学校ではオンライン授業

が行われ、今課題テストの最中です。休校期間中

も、怠らず自分の目標に向かって勉強を続けてい

ました。受験はまだまだ長いですが、常に意識を

高く生活していきたいと思います。

今日、分散登校で学校へ行ってきました。

席を離す、マスク必須、手洗いを怠らないなど、

以前とは違う学校生活でしたが、普通に学校へ行

ける有り難さや嬉しさを感じました。受験生なの

で、今後がとても不安ですが、なんとか乗り越え

たいと思います！

こんにちは。27 日から登校が始まりました。４月

の始業式以来なので緊張しました。これから短縮

授業が始まります。学校からの情報が抜け落ちな

いよう気が抜けない休校期間でした。登校した方

が流れに沿って行動すればよいので楽だとわかり

ました。私は最終学年なのでこれから詰め込みに

なると思います。がんばります。

コープみらい奨学生 （高校 3 年生） からの近況報告コープみらい奨学生 （高校 3 年生） からの近況報告

学校がしばらく休校となった間も計画して勉強し

ていました。受験生としては、時間が上手く使え

るかが鍵となりそうですが精一杯頑張りたいと思

います。高校最後の一年、文化祭もやりたいな。

やっと学校が始まって授業も始まり、少しずつ普

段に生活が戻ってきました。しかし、油断はでき

ないので、手洗い・うがい・消毒を心がけてやっ

ていきたいと思います。

コロナウイルスのせいで前期のテストが一回だけ

になってしまったので、いい評定をもらえるよう

に勉強を頑張りたいです。

３ヶ月は学校が休校でしたが、６月からは２時間

週２の分散登校が始まります。久しぶりに先生や

友達と会えるので楽しみです。休校中の課題が随

分溜まってしまったので、馬力をかけて提出日に

間に合わせようと思います。良い成績を残せるよ

う頑張ります。

高校を卒業してから 30 年以上経ちますが、部活仲間とはいまだに仲良くさせ

ていただいてます。そんな一生付き合える仲間と知り合えた高校時代はあっと

いう間でしたが、もう一度戻りたいぐらい楽しかったです。充実した三年間を

過ごせるよう微力ながらこれからも応援させていただきます。

コープみらい奨学金応援サポーターのコープみらい奨学金応援サポーターの 声声
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いよいよ受験生と意気込んで、学年末テストに向

けて毎日遅くまで勉強に励んでいた時に、自粛で

休校になり、とても残念にしていましたが、自分

のペースを崩すことなく、日々の課題に取り組ん

でいる様子です。現役の受験生にとって、とても

不利になるのでは？と不安もありますが、今出来

る事を精一杯、今の調子で頑張って欲しいと思い

ます。教材費に使わせて頂いています。ありがと

うございます。

ご支援、ありがとうございます。コロナウイルス

の影響を受けて通学は６月２日から始まります。

勉強はネットライブ授業を家でタブレットを使っ

て受講しています。友達や先生方に早く会いたい

と言っています。

自粛生活の中、なるべくストレスをためさせない

ように、手作り料理を作り続けました。かなりし

んどい時もありましたが、ご飯を食べている子ど

もの顔を見ると、また頑張らなきゃと思えてきま

す。受験なので、これからも元気力がアップする

ような食事作りを目指して努力します。

高校生活最後の一年の始まりがコロナで休校、又

外出自粛の今迄とは違うスタートになりました。

大学のオープンキャンパスの予定もたたない中、

奨学金の申請や志望校選びは進んでいます。親子

で大学のパンフレットとネットの情報だけで志望

校を選んでいる状態です。今年の３年生は大変で

すが、納得できる大学が見つかるとよいです。

長い自粛生活から３ヶ月がたち、今月から学校生

活が始まりましたが、分散登校の為、友達とゆっ

くりお話しできない状況です。高校最後の年に、

行事も無くなり、夏休み冬休みも短縮され勉強づ

くしで、終わってしまうのは、かわいそうです。

子供達の事を思うなら９月入学にして欲しいと思

います。一日でも早く日常が戻ってくると願って

います。

先が見通せない不安の中、新学期が始まりました。

オープンキャンパスも中止、受験のスケジュール

も未定のまま心配でありますが、毎日、自宅で勉

強に励んでいます。希望する大学に合格できるよ

う願っています。

コロナの影響で、小学生がいるため、仕事に行け

ずお給料も減り大変ですが、みんなで普段出来な

い大掃除が出来ました。イライラする事も多いで

すが、会話も増え、みんなで頑張っています。

新型コロナの影響で休校となり、世の中先が見通

せない中ですが、時間をうまく活用して欲しいと

思います。

コープみらい奨学生 （3 年生の保護者） からの近況報告コープみらい奨学生 （3 年生の保護者） からの近況報告

シングルマザーの私には３人の子供がいます。

様 な々支援を得ながら、なんとか無事に 

みんな社会人となりました。これからは、私が

恩返しをする番です。少しばかりの金額で 

申し訳ありませんが、お役に立てたら 

うれしいです。

コープみらい奨学金コープみらい奨学金

      応援サポーターの      応援サポーターの 声声
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引き続きコープみらい奨学金応援サポーターでの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。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、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。お知り合いにも、 お伝えいただけると幸いです。

コープみらい奨学金応援サポーター通信 「フリージア」 第 5 号

発行：2020 年 8 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

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。

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。

一般募金も受け付けています
● 店舗では、募金箱とレジで募金できます。
●郵便局の振込取扱票でも募金できます。
　・口座記号番号　00220 4 104637
　・ 通信欄に「コープみらい奨学金募金」とご記入ください。

注文番号 数量記入欄
新規申込 289110 １－ 99 の希望口数を記入して下さい。
金額変更 289110 １－ 99 の希望口数を記入して下さい。
中　　止 289116 １を記入して下さい。

※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。

コープデリ宅配注文用紙の記入例

2 8 9 1 1 0 3

注文番号 数量（2桁）６桁の注文番号欄

ご希望の
口数を記入

記入例 三口 300 円の募金の場合

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。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。

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14,000人まで 
広がりました。

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募金額
2017年度 2018年度

月度 12月 1月 2月 3月 合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

募金額 160 295 296 299 1,050 344 361 404 410 409 413 413 430 462 464 462 464 5,036

2019年度 2020年度

月度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 4月 5月 6月

募金額 490 490 489 492 515 518 518 527 525 545 542 545 6196 561 564 563

単位：万円


