コープみらい奨学金
応援サポーター通信 ｢フリージア｣ 第６号
2021. 2

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。

奨学金給付事業へのご支援ありがとうございます。
～ 2021 年度は 250 人の募集（前年＋ 100 人）となりました～
奨学金応援サポーターの皆様の大きなご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４年目を迎えました。このコロナ禍の中でも奨学金応援サポーターは
１年間で約 3,000 人増加し 17,000 人となりました。サポーター募金が増加したこ
財団理事長
とを踏まえ、2021 年度は前年を 100 人上回る 250 人の枠で募集を開始しました。
永井 伸二郎
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は年を明けても収束せず、２回目の緊急事態宣言が発令され国民の生活
に大きな影響が出てきています。とりわけ、高齢者、ひとり親家庭など「社会的弱者」の生活は一層厳し
くなっています。あわせて、学校生活もオンライン学習、部活の中止など再び不自由を余儀なくされてい
ます。
奨学生や保護者の方からの便りでも「年が明け学校に数回行き自宅学習となりました。普段通りの学校
生活ができず残念です。」という戸惑いと「コロナで仕事が減り収入が減っている中で奨学金に助けられ
ています」という厳しい現実と感謝の声が多数寄せられています。
引き続き、サポーターの皆様のご支援をいただき、奨学生への応援をしっかりとしていきたいと考えて
います。
そのような中、３月には 100 人の奨学生が高校を卒業する予定です。既に多くの奨学生や保護者の方
から無事に進路や進学が決まり、「奨学金のお陰で３年間通うことができました、本当に感謝しています」
という声や「将来は私たちが力になれるようにしたいです」という嬉しい声が寄せられています。卒業生
の声は改めて紹介する予定です。また、卒業生には、財団として「記念品」と「消費者被害防止のための
リーフレット」を送る予定です。
コロナの収束はまだ不透明ですが、コープみらいとして引き続き、食を支えていく事業と SDGs の「誰
一人取り残さない」をめざし、「人と人との助け合い」を通じて社会的課題の解決に取り組んでいきます。
引き続きのご支援、ご協力をお願いいたします。

生協は、
たすけあいの組織です。
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。

奨学金給付事業
給付
（返済不要）

募金

毎月 1 万円
3 年間

1 口 100 円～

高校生
組合員のひとり親家庭などの
子ども

今回宅配ご利用の方には「注文カタログ」と一緒に「フリージア」をお届けしています。

毎月

奨学金応援サポーター
コープみらいの組合員
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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。

コープみらい奨学生（高校 1 年生）からの近況報告

いつもありがとうございます！

奨学金ありがとうございます。

コロナの影響で部活はまだ始められていませんが、

最近、学校のスクーリングで沖縄に行きました。

学校は毎日行けるようになりました。1 月には英語

可愛いイルカのショーや、人魚伝説のもとになっ

検定もあるのでがんばりたいと思います。

たマナティーに餌やりもしました。とても楽し
かったです。また、1 つの部屋に 5 人もいたので
色々な経験や体験も出来ました。これからも色々

今年は、コロナの影響で学校行事もなくなる事が

なことにチャレンジし、次は 2 年次のスクーリン

多く、さみしい気持ちもありましたが、欠席する

グで進級出来るように頑張りたいです。

ことなく、健康に過ごす事ができました。冬休み

ありがとうございました。

には冬期講習や課題がたくさんあったり、1 月末に
は英検もあるので、合格できるように頑張ります。
貴重なお金をありがとうございました。私はバド
ミントン部に所属しているのですが、先輩に教え
ようやく通常の学校生活に近い時間を過ごせるよ

て貰ったり、同級生と切磋琢磨しながら充実した

うになりました。しかし、行事が全てなくなって

部活動を送らせてもらっています。私が楽しく学

しまい、せっかくなれた友達ともなかなか思い出

校生活を送れているのもこの奨学金制度のおかげ

が作れない状況が続いています。1 年間の 3 分の

です。本当にありがとうございます。

1 が過ぎてしまったとは思えません。それでも部
活動や学業に励み、1 学期では達成できなかった
目標を達成することができました。

卓球部に所属していますが、ラケットのラバー交

これからも頑張ります。

換が必要だったので、それに使わせて頂きました。
とても助かっています。ありがとうございます。

志望校に行けているので、楽しい高校生活を送っ
ています。私の高校では他の高校では学べない国

数学の因数分解が苦手で、かなり成績が落ち込み

際理解入門という特別授業があります。世界の問

ました。正月返上で取組み、どこで理解できなく

題について考えたりしています。

なったかを知ることができ、学年末に間に合うよ
うに勉強しています。

バスケットボール部に入り、毎日、練習を頑張っ
ています。県大会までいきましたが、敗退してし
まい、次の大会に向けてまた一から練習に励んで
います。練習試合もあり、ほぼ休みなく毎日を過
ごしていますが、正月は少し休みがありましたの
で、音楽を聞いたりよく寝たりししてリラックスし
ています。また学校の定期試験も成績が落ちない
ように勉強しました。なんとか維持できています。
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コープみらい奨学金
応援サポーターの

声

ささやかながら協力させていただいています。
今は目の前の事をしっかり行い、今後に繋げて行って
欲しいと思います。自分を好きになっていろいろ
な経験を積んで下さいね。

コープみらい奨学生（1 年生の保護者）からの近況報告
奨学金のお振込みありがとうございました。

いつもサポートありがとうございます。

コロナの緊急事態宣言が出て、１月いっぱい部活

コロナ禍で、色々と制限される日々ですが、今、

がなくなってしまいました。近々英検を受験する

出来ることを精一杯頑張ってほしいです。いつも

ので勉強を始めた様です。問題集を何冊か購入さ

頑張る姿を見て、私も元気を貰っています。

せていただきました。ありがとうございます。
合格に向けて頑張ってほしいです。
部活動に楽しそうに取り組んでいます。
制服以外にもコートやセーター等、かなりな金額
昨年、ある英会話の体験授業を受けました。子供

を用意しないといけませんでしたが、こちらの奨

が希望したら続けさせるつもりでしたが、かなり

学金が、本当に支えになりました。ありがとうご

予算がかかるらしくそちらの教室は諦めました。

ざいます！

また良い教室がありましたら、いただいている奨
学金を充てさせていただいただきたいと思います。
奨学金のお振込ありがとうございました。
バドミントン部に入りました。ラケットのガット
家庭学習から始まった高校生活に、心配と苛立ち
ばかりでしたが、テスト前は高校の自習室を使い

張り替えや、新しいシューズなどの購入に使わせ
て頂きました。ありがとうございました。

勉強したり、部活での話を楽しそうにしてくれた
り、ゆっくりですが、高校生らしくなってきまし
た。皆様のご支援のお陰で、好きなことをやらせ

昨年はお世話になりました。連絡が遅くなりました

てあげられています。ありがとうございます。

が、経済的な理由で、10 月１日付けで、県立高校
に転学を致しました。教頭先生をはじめ、先生方や
生徒も暖かく迎えてくれました。親として、少し安
心しました。本年もよろしくお願いします。

2 度目の緊急事態宣言が出て、部活の大会が無く
なってしまいましたが、学校は平常通り通えてい
てほっとしています。部活の防寒着や練習着が必
要になり、奨学金で購入いたしました。ありがと
うございました。

期末テストも終え、無事冬休みを迎える事ができ
ました。日々の部活も休みに入り、今は私が仕事
なので出来る家事の手伝いをしてくれています。
先日もクタクタで仕事から帰るとご飯の支度をし
てくれていました。目が痛いと言いながら玉ねぎ

奨学金のお陰で少し気持ちに余裕が持て、とても

を切っている息子の姿を見て、成長したなぁ…と

助かっています。ありがとうございます。コロナ

嬉しく思います。中学から着ていたワイシャツな

で 、学校行事も殆どなく、宿題が多くて苦労して

ので新年と共に新調する事が出来ます。ありがと

いるようですが、楽しく生活できていて助かります。

うございます。

コープみらい奨学金応援サポーターの

声

いろんな事があるけれど、いつも忘れないでくださいね。大人だって、子供だって、
ひとりでは生きられない、ひとの優しさに、助けられてもいい、いつか自分の力で生
きていける時が来たら、必要とする人に、手を差しのべられれば、優しさはつながる
から。今出来る事に、全力投球です。
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コープみらい奨学生 （高校 2 年生） からの近況報告

修学旅行も無くなり少し寂しいですが、年が明け

コロナがどんどん増えていき、近くの地域では少

たら受験生なのでしっかり勉強を頑張りたいと思

しずつ感染者が出てきていますが、僕の周りは今

います。

のところみんな元気なのでちょっと安心です。
文化祭は中止、修学旅行は場所の変更が続いた後、
来年への延期が決まり、楽しい行事がコロナに奪

先日部活のクリスマスコンサートがありました。

われつつありましたが、今年こそ行事が成功で終

色々な制限の中だったので大変でしたが、何とか

われるように、自分の出来ることから気をつけて

終えることができて良かったです。次の演奏会に

いきたいと思います。

向けて、感染には十分に気を付けつつ、頑張って
いきたいと思います。
9 月からは、ややペースの速い授業が行われてい
た為、より一層集中して勉強に励みました。それ
奨学金ありがとうございました。

と同時に、オンラインの文化祭に向けてクラスで

コロナで、仲間と繋がることが少なかったけれど、

動画制作を行ったり、自分の活動としては冬のプ

その分、目の前の大切な友達、家族を大切にする

ログラミング大会に向けた練習なども行っていま

気持ちが強くなりました。前回、目指していた簿

した。この大会は出場できる機会が今年で最後と

記２級に落ちてしまいました。2 月に再チャレン

なっていた為、全国大会に届かず悔しかったです

ジします。頑張ります。

が、何かを極めようと努力する過程はとても貴重
なものとなりました。

12 月にオーケストラ部最後の定期演奏会があり
ました。コロナ禍の影響であまり練習も出来ませ

いつも奨学金ありがとうございます。

んでした。三密を避ける為、５人グループでの演

今年は色々な事がいつもの様には出来なかったけ

奏と最後に部員全員で演奏をしました。コンミス

ど、小規模ながら体育祭や文化祭も出来ました。

として頑張ってきましたが、あまり活動出来な

３月の修学旅行も行けるといいなと思っています !

かったのが悔しいです。部活はこれで引退となり、
現在は大学受験に向けて予備校に通い始めまし
た。頂いた奨学金を有り難く使わせて頂きます。

コープみらい奨学金
応援サポーターの

いつも奨学金をありがとうございます。
コロナで色々な行事や予定がなくなってしまい、
気持ちがついていけずにいます。来年の受験に向
けて今できることを精一杯頑張りたいと思いま
す。又、大学や専門学校が通常に戻ったら様々な
分野を見学しにオープンキャンパスも自主的に行
き、自分にあったところを見つけたいと思います。
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声

自分の息子とさほど歳の変わらぬ若い人たち
が学ぶ機会を奪われることは、この国にとって
損失以外の何者でもありません。若いころに
学んだ知識は未来の自分を助けてくれます。
なりたい自分に近づくことができます。
そのお手伝いが出来て幸せです。
皆様の夢が叶いますように。

コープみらい奨学生 （2 年生の保護者） からの近況報告

いつもありがとうございます。

いつもご支援ありがとうございます。

息子は勉強と部活に忙しく、バイトもする事がで

今回は通学用の自転車の調子が悪くなりましたの

きないので奨学金がとても助かります。来年の受

で購入させていただきました。アルバイトもコロ

験費用に充てさせていただこうと考えています。

ナ感染がとても心配な中でどうにか通っていま
す。卒業後の進路も方向が決まったので、これか
ら学校選びなどしていくところです。

昨年は、この先どうなっていくのかと、不安で仕

2 学期の成績が上がったので、このまま頑張って

方がありませんでした。こちらの奨学金が、振り

もらいたいです。

込まれるたびに、周りの力になってくださる方々
の想いを強く感じ、頑張ろう、今出来ることを日々
こなしていこうと思えました。娘の簿記２級も、

通学用自転車の修理に、思いがけない出費があり

応援しつつ、楽しんでいこうと思います。ありが

ましたので奨学金を使わせていただきました。距

とうございました。

離があり、急な坂もあるので、自転車の消耗が激
しいそうです。奨学金のお陰で助かりました。あ
りがとうございました。

修学旅行の代わりの校外学習まで中止になり、と
ても残念がっていました。アルバイトもシフトが
減ってしまい、奨学金をいただきとても助かって
います。大切に使わせていただきます。

次男は、明日から学校が始まります。今回の緊急
事態宣言は、学校の通学は停止にならないような
ので、とても複雑な気持ちです。行かなければ学
力低下が心配ですが、行けば通学の電車などでコ

娘の学校関係者からコロナが出たという事で休校

ロナに感染するのではと不安です。しっかり感染

になりましたが、我が家は幸いな事に皆、元気に

症対策をしていても、感染してしまうこともある

過ごしております。こういう状況下でも、看護師

でしょう。早くコロナ禍が終息して欲しいです。

になりたいと勉強してる姿に、我が子ながら感心
しております。
いつもお世話になりありがとうございます。
12 月に予定されていた修学旅行が中止となり、
またコロナ感染者が増えてきて、部活も中止に
なってしまいました。早く日常に戻れるよう祈る
ばかりです。来年の受験に向けて、勉強を頑張っ

コロナで仕事が減り、緊張の日々でした。本当に
助けてくださりありがとうございます。
3 年生。どんな道に進むのかなと、楽しみです。
そんな日々を与えてくださり感謝しています。

ています。いつもありがとうございます。

コープみらい奨学金応援サポーターの

声

コロナ禍での学校生活のご苦労がみなさまのメッセージでよくわかりました。
どうか負けないで、かけがえのない日々を充実して過ごされますように心から祈ってお
ります。どんな状況にある子どもたちも希望を失わないでほしいとささやかながら応援
させていただいています。
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コープみらい奨学生 （高校 3 年生） からの近況報告

3 年間、送金頂きありがとうございました。

文化祭はコロナウイルスの影響でできなくなりま

いつか、成人したときに私も応援できる人になり

したが、その分勉強に集中できました。第一希望

たいと思います。これから、受験なのでどうなる

の短期大学への合格、期末テストも中間テストよ

かわかりませんが、
本当にありがとうございました。

りもいい結果を収めることができました。終業式
が急遽リモートとなり通知表は受け取れませんで
したが、いい結果を期待したいと思います。

無事 11 月に専門学校の合格内定を頂きました。
夢であった保育士の専門学校です。夢に向かって
一歩前進出来た事を本当に嬉しく思っています。

共通テストが目前に迫って、最近はピリピリとし

高校３年間サポーターの皆さんのお力で充実した

た雰囲気がクラスに漂っています。年が明けてか

高校生活が送る事が出来ました。これからは私も

らは 3 年生の登校は制限され、高校に通うのも数

沢山の方の役に立てる大人になれる様に頑張りま

えるほどになり、寂しく感じます。緊急事態宣言

す。３年間本当にありがとうございました。

が出されて不安ばかりですが、予防を怠らないよ
う気を引き締めていきたいです。

入試の出願も始まり、いよいよ受験も迫ってきた
なと緊張しています。携帯できる消毒液を準備し
たり、マスクを用意したりと、自分ができるコロ
ナ対策はしているつもりですが、やはり不安があ
ります。でも僕には支援してくださる方々がたく
さんついていてくれると信じて、精一杯頑張りた

3 年間ありがとうございました。
第 1 志望の大学に合格し、制御系プログラマーに
なるため、これからも一生懸命頑張ります。いつ
か奨学金サポーターになり恩返しが出来たらいい
なと思っています。

いと思っています。

奨学金、ありがとうございます。
以前頂いたお金で、無事部活動の秋季の大会に出
場することができました。結果はあまりいいもの

無事、指定校推薦で大学に合格しました。今回の
奨学金は、大学での教科書費として貯金します。
1 年間ご支援頂き、ありがとうございました。

ではありませんでしたが、実りある大会にするこ
とが出来ました。今回頂いた分は、今後の定期代
等に充てさせていただこうと思います。本当に、
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

今まで支援ありがとうございました。
無事大学に合格し、春から大学生になります。今
まで塾に通い、私立の高校に通ってこれたのは母、
そしてこの支援だったと思います。本当にありが
とうございました。大学生になってからも感謝を
忘れず学んでいこうと思います。
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声

わずかですが、お役に立てれば嬉しいです。
3 年間は人生 100 年時代の中では短いけれど、
その後の人生を支える時期でもあります。
その人らしくいられるように、と
願っています。

コープみらい奨学生 （3 年生の保護者） からの近況報告
３年前、ちょうどこの奨学金が始まることを天の

3 年間、本当にお世話になりました。

助けと思い、受け取れることが決まったときは、

本人は、大学進学のため、目の前に迫った共通テ

本当にありがたくて、涙が出ました。娘は今、最

ストと一般入試に向けてがんばっています。高校

後の追い込みで猛勉強中、起きている時間のほと

から始めたバスケットボールを最後まで続けられ

んどすべてを勉強に割いていますが、結果をお知

たのも、勉強をここまでがんばれたのも奨学金の

らせする機会のないのが残念です。利他の心を

おかげです。ユニフォームやシューズ、問題集、

持った方がこんなにたくさんいて、私たちはその

定期券購入にその都度、使わせていただきました。

みなさんの尊い気持ちに支えられていると思う

ありがとうございました。いつか必ず恩返しでき

と、世の中や人生は「捨てたもんじゃない」と思

るように、これからも親子共にがんばっていきた

えます。「自分も過去にそうだった」というサポー

いと思います。

ターの方がいらっしゃいますが、娘の将来に、ご
恩返しをする心と、その機会があることを願って
います。３年間どうもありがとうございました。

息子が高校入試を頑張っていた 3 年前の冬、この
支援ができる事をタイミング良く店舗で知り、応
募しようとしていたあの頃から、もう早 3 年が経

高校生活も皆様のおかげで無事卒業を迎えられそ

つのですね。本当に、この支援は経済的にも精神

うです。皆様方のおかげもあり、受験勉強などの

的にも支えとなりました。支援してくださってい

目標に向かって自分なりに頑張る息子の姿を見る

る方々には、感謝の気持ちでいっぱいです。息子

ことができました。小さい弟や妹もその姿を見て

は、無事 3 年の過程を終え卒業できそうです。本

色々学んだようです。奨学金とアイリスでの毎号

当にありがとうございました。

の励ましに勇気や希望をたくさん頂きました。感
謝の気持ちは生涯忘れません。
いつも ありがとうございます。
娘の選択を最優先に !! と考える事ができるのは 皆
お世話になっております。娘も無事、短大への進

様の支えがあってこそ！です。ひとりで子育てして

学が決まりました。貴財団にお力を借りたおかげ

いると…あれもこれも我慢させてしまうところ…

で高校も 3 年間、通うことが出来、進学までする

娘を応援してくれている人達がいる！と思える事

事になりました。本当に感謝しております。この

で 親として 毎日を頑張れております。

様な素敵な支援がある事で子供達の未来の一歩を
より良く進め、希望と繋がる糧になります。進学

コープみらい奨学金

を決めてしまったので、まだまだ金銭的余裕はあ
りませんが、将来、少しの余裕が出来ましたら、

応援サポーターの

私達がお力になれればと思います。その為にもこ
れからも頑張って生きていきます。

3 年間皆様の奨学金というあたたかいご支援、お
気持ちをありがたく頂戴致しました。本当にあり
がとうございました。感謝致します。子供が巣立
ち、子育てがひと段落しましたら、今度は次の世
代のお子様達のお役に立ちたい思います。

声

今、自然災害やコロナ等とても困難な世の
中です。ニュースを見て、なにもできない自分
に不甲斐なさを感じていた時に、奨学金応援
サポーターを知りました。こんな時代だからこそ、
子供たちには夢を持って勉強し、お友達と楽しい
学校生活を送ってもらいたい。と思います。
本当に少しだけで申し訳ありませんが、
子供たちの笑顔につながるお手伝い
ができたら嬉しいです。

アイリス ： 奨学生どうしをつなぐたよりとして年 3 回発行しています。
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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
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。
※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。

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

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。

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。

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

コープみらい
奨学金
応援サポーター
募金報告

1

一般募金も受け付けています

数量（2桁）

1

0

3

●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。

「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 17,000 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額
募金額

単位：万円

2017年度（４ヵ月）

2018年度

2019年度

1,050

5,036

6,196

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

合計

募金額

561

564

563

574

631

636

643

655

664

697

61,872

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通信 「フリージア」 第 6 号
発行：2021 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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