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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８号｢フリージア｣　第８号
2022.3

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皆さまに年 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。

財団理事長財団理事長　
永井　伸二郎永井　伸二郎

奨学金給付事業へのご支援ありがとうございます。奨学金給付事業へのご支援ありがとうございます。

～ 2022 年度は 500 人の募集（前年＋ 250 人）となりました。～

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22,000人）の募金で実現しています。

給付
（返済不要）
毎月1万円
3年間

募金
毎月

1口100円～

奨学金応援サポーター

コープみらいの組合員

奨学金給付事業

高校生
組合員のひとり親家庭などの

子ども

　奨学金応援サポーターの皆さま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5年目を迎えました。

　長引くコロナ禍の中でも応援サポーターは1年間で約5,000人増加し22,000人を超え、

年間の募金額は1億円を超す見込みです。このことを踏まえ、2022年度は前年の倍の500

人の枠で募集を開始しました。改めて、サポーターの皆さまの温かいお気持ちに感謝申し上

げます。

　新型コロナウイルスは秋に一時的に収まりましたが、年明けにオミクロン株に置き換わり爆発的な感染拡大が

続いています。取り分け今回の「第6波」は、若者や若年者に感染が広がっており、学級閉鎖、学年閉鎖等が相次ぎ、

学生生活にも大きな影響が出ています。

　奨学生や保護者からの便りでも、「リモート学習になりました」「楽しみにしていた修学旅行が中止になり残念

です」という戸惑いの声が寄せられています。

　コロナ禍は続いていますが、引き続きサポーターの皆さまのご支援をいただきながら、奨学生をしっかりと支

えていきたいと考えています。

　一方、今年卒業する3年生からは、大学への合格や進路が決まった便りが届き始めています。本誌でも奨学生

と保護者からの近況報告でその一部を紹介していますのでぜひお読みください。

　まだ、受験は続いていますが、奨学金が確実に子どもたちに役立っていることを実感しています。この助け合

いの輪をさらに広げていきたいと思います。

　また、この度、コープみらいとしてSDGsの「誰一人取り残さない」の取り組みとして「子ども・子育て支援

基金」を立ち上げました。組合員の皆さまから「未使用・書き損じのはがきや切手など」を専用封筒で回収させ

ていただき、換金したお金を資金に、国内・海外の「取り残されている子ども、取り残される恐れのある子ども」

を支援する団体への助成を行います。

　コロナの今後は未だ不透明ですが、コープみらいとして引き続き、食の社会的なインフラの役割を担っていく

と同時に、協同組合の精神の「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まいります。

　引き続きのご支援、ご協力をお願いいたします。
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12 月下旬から 1 月中旬にかけて寄せられた奨学生と保護者からの近況・おたよりです。

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

2 月の合唱コンクールに向けて、買わせていただ
いたキーボードで、毎日練習しています。それま
で頑張りたいと思います。

最近は、来年のクラス分けのために模試の勉強に
力を入れています。また、今月には英検があるの
でその勉強も頑張っています。周りにもたくさん
の良い友達がいて、本当に充実した学校生活を過
ごしています。怪我をしてしまって、思うように
部活をできていませんが、早く治してたくさん走
ります !!

12 月 10 日に高校の校外学習でよみうりランド
に行きました。4月に入学してからまともなイベ
ントが無く、今回が初めて丸 1日、クラスの友達
と一緒に行動できるイベントだったので、すごく
楽しかったです。

コロナの新規感染も減少し、少しづつ通常の学校
生活に戻り、無観客試合でしたが、埼玉県バレー
ボール地区大会も優勝することが出来ました。学
期末テストも終了し目標の学年順位を取ることが
出来ました。

2学期も欠席することなく通えました。勉強の難
易度も更に上がり、特に数学と物理には手こずっ
ていますが、授業の復習をして頑張っています。
また、英検準 1級の勉強をしています。2学期は
行事もあり、学園祭ではピアノの演奏を披露しま
した。体育祭ではクラスが準優勝という結果に、
仲間と喜びました。3学期はもう少し勉強を頑張
りたいと思います。

先日、部活中に怪我をしてしまい今は部活に参加
できていないことが悲しいです。足に負担をかけ
ない練習や筋トレなど工夫して行っています。学
習面では、成績が下がってしまいました。3学期
は勉強する時間が多くあるので、成績向上に向け
て計画的に行えるように頑張ります。

僕の学校はコロナになってから毎日メールでの健
康チェックがあり休みの日も連絡しなければいけ
ないので大変です。学校で少し体調が悪いと親を
呼び出しされて下校しなければならないので、親
に迷惑をかけると思い、保健室には行けません。
コロナが落ち着いてきてアルバイトも復活できる
ようになったけど、時間帯も少なく前より全然シ
フトには入れさせてもらえないです。早くコロナ
が落ち着いて普通に学校とバイトに行き落ち着い
た毎日が送れたらと思います。来年は２年になる
ので大学にも行きたいので勉強頑張りたいです！

勉強と陸上部の両立で頑張ってます。冬休みに
入ってから、３泊４日で、陸上部の合宿に行って
きました。

コープみらい奨学生（高校1年生）からの近況・おたより

■ 高校生や保護者の皆様のたよりを読み、日々を真摯に過ごしていらっしゃる事に、こちらが刺激
を受けました。日本の将来を担うすてきな若者が育っているなあと嬉しくなっています。そして
金銭的な事だけでなく、奨学金は精神的な支えになっているとわかりました。私も世の中にお役
に立てていると思うと、感謝の気持もわいてきます。

■ 学びたい若者をどの様に応援していいのかわかりませんでした。でも何かしたいという気持ちは
ずっと持っていました。その様な気持ちを抱えていたところ、コープみらい奨学金給付事業を知
り、早速微力ながらも応援できると思いました。学びたい気持ちを大切に将来のことをきちんと
考えている若者を心から応援します。頑張りすぎず、身体を壊すことなく学び続けてほしいと願っ
ています。私も募金、続けていきます。

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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いつもあたたかいご支援をありがとうございま
す。金銭面でとても不安でした長女の私立高校進
学でしたが、おかげさまで無事に2学期を終える
ことができました。周りのお友達はコンビニや自
販機でお昼や飲み物などを購入するところを、娘
はお弁当や水筒を毎日持参し、お金は使わずに毎
日通学してくれています。私は毎朝4時に起床し、
ボリュームと栄養バランスを考えながらお弁当を
作っています。とても大変なのですが、努力して
くれる娘の為に頑張っています。いただいた奨学
金をお弁当の食材を購入する為に使わせていただ
き、娘もいつも完食してくれています。お弁当の
食材代は、今までは無かった出費なので、本当に
有難いご支援だと感謝しております。

学校が通常登校になり、毎日楽しそうに学校の出
来事を話してくれます。部活では仲のいい先輩が
でき、進路の相談やアドバイスをもらっているみ
たいです。英検の受検料も値上がりしてしまい、
奨学金がなかったら今回の受検は見送るつもりで
した。本当にありがとうございました。

テニスシューズに穴があいたので買わせていただ
きます。本当に助かります。ありがとうございます。

部活動の揃いのジャージや練習着、遠征費などに 
使わせてもらっています。あちこちの学校へ練習
試合をしに行くので本当に助かっています。

いつも大変お世話になっております。お陰様で、
親子共々元気に暮らしております。最近は、学校
でも生徒一人一台のタブレットが必要となりまし
たが、奨学金を頂いたおかげで揃えることが出来
ました。

息子はいただいた奨学金で、電子辞書や参考書な
ど購入し、無事に英検準二級に合格することがで
きました。勉強ができる環境を整えることで、や
る気が出てきたようです。努力した結果が見える
形となって、それが自信につながり、更なる目標
ができたようです。皆様に支えられていることに
感謝しながら、今後の高校生活を楽しんでもらえ
たらと思います。

高校生は目に見えないお金が非常に沢山かかりま
す。部活の練習着や交通費、友達とのお付き合い
など…ご支援に感謝しかないです。将来は支援を
する側の人間になれるように、私も必死に働いて
がんばるつもりです。

サッカーを頑張っています。始発で行ったり、翌
日のために使ったユニフォームを自分で洗濯した
り、好きな事のために頑張っています。勉強もテ
スト前には復習をコツコツやり、成績が上がりま
した。このままレギュラーになる事を目指して休
まず学校や部活に行ってほしいです。

コープみらい奨学生（1年生の保護者）からの近況・おたより

■ この助け合いの場に今年から応援させて頂いています。奨学生
の方からの近況おたよりで勉強、部活、行事のそれぞれに全力
で取り組んでいる、夢を叶えるために頑張っている姿が目に浮
かびます。このおたよりを読んで私もまだまだ頑張ろうという
力を貰いました。

■ 少ししかお手伝いできておりませんが、学生の皆様のお役に立て
ているなら嬉しいです。 まだまだコロナ禍の中、学生生活も大
変なことが多いと思いますが、少しでも楽しい毎日が送れるよう
願っております。
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コープみらい奨学生（高校２年生）からの近況・おたより

2 月に修学旅行があります。楽しみですがお金が
またかかってしまうので、ごめんなさいって気持
ちもあります。それとオミクロンで中止にならな
いか心配です。

期末テストが終わり、やっと冬休みになりました。
クリスマスとお正月はバイトすごく忙しいので、
頑張って先輩方と働いています。そろそろ課題に
取り組もうと思っています。

12 月 20 日に終業式があり、12 月 21 日から冬
休みが始まりました。冬休み中は部活動の定期演
奏会やコンクールに向けて練習しています。3年
生が引退する時期が近づき、最高学年になるのだ
という意識が強まってきました。地域の活動にも
参加しました。改めて、日本や住んでいる地域の
魅力を感じられる良い機会でした。

２学期はテニスの大会がありました。今年はメン
バーに選ばれて毎日練習に励みながらも勉強も頑
張りました。特に期末テストでは前回よりも良い
点を取ることができました。これからも部活、勉
強を頑張ります。

12 月 17 日から 4泊５日で、北海道へ修学旅行
に行ってきました。学校の行事が、何度も中止に
なってきたので、本当に楽しく嬉しく、素晴らし
い体験が出来ました。一生の思い出になりました。

■ 奨学生、保護者の方々のお便りを拝読するにつけ、目があつくなり涙を流しながら読みました。
サポーターを続け、微力ながらもお力になれて良かったと思い、年金生活者でささやかなことし
かできませんでしたが、サポーター数、奨学生数が年々増え、たすけあいの輪が少しずつ広がっ
てきていることを嬉しく思います。生協のたすけあいの精神がこのように生かされ実現されたこ
とは、生協ならではのことと思います。未来の日本を背負う若者が夢にむかって突き進んでほし
いと願うばかりです。今後もささやかではありますが、サポーターを続行したいと思っています。

■ 皆さんの学校生活が少しでも豊かなものになったならばうれしいです。若い人達が感謝の心を
持って進んで行かれる事は日本の将来が楽しみになります。コロナで今は制限は多いでしょうが、
カー杯進める日が早く来るよう祈っております。

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

年末に無事に修学旅行に行くことができました。
コロナ禍の中、行事はほとんどが中止になりまし
たが、唯一行けた修学旅行。貴重な思い出ができ
ました。今年は徐々に受験モードにシフトできた
らと思います。

やっとコロナワクチン接種が終わり、少し安心し
ています。冬休みも始まり、本格的に志望校を絞っ
て取り組んでいます。また、1月にある修学旅行
をとても楽しみにしています。

クリスマスにダンス部で発表会がありました。み
んなで放課後に練習して、気持ち良く終われて良
かったです。３学期は、勉強に力を入れたいと思
います。いつも奨学金、ありがとうございます。

2学期は校外学習で鴨川シーワールドへ行きまし
た。コロナ禍で修学旅行は中止になりましたが学
生生活の楽しい思い出がまた一つ作れました。

先日、遠足があり、浅草に行きました。久しぶり
に学校の友達と遊ぶことができ、とても楽しかっ
たです。2年生もあと少しとなり、2年生 3学期
は 3年生 0学期ともいうので勉強頑張りたいと
思います。
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冬休みの講習の代金に充てさせていただきました。
勉強したいという本人の意欲を尊重でき、とても
助かっております。

学校も休む事なく、体育祭、文化祭と制限はあり
ましたが、見に行けたことで、学校での生活が見
られた事が良かったです。まだまだコロナで、い
つ生活が制限されるかわからないですが、楽しく
生活出来るように見守りたいです。

まだまだコロナの影響もあり、大学の見学も例年
とは違い、予約を取るのも苦労しましたが、一緒
に大学見学に行きました。行きたい道を決め、今
は頑張っています。進学を志せるのも皆様のおか
げです。大切に使わせて頂きます。

いただいたお金は修学旅行代に回します。とても
感謝しております。もうすぐ3年生になるので大
学受験に向かって頑張ってほしいです。

この冬休みが終われば、嫌でも受験生として四六
時中勉強に専念しなくてはならなくなるので、頑
張って欲しいと思います。私は大学のことについ
て、詳しく分からないので、進路にあまり口出し
をしませんでしたが、志望校をひとつに絞り、夢
に向かって頑張ろうとしているので応援してあげ
たいと思います。

昨年夏に親子でコロナに感染し、私には後遺症が
残り５ヶ月も休職してしまいました。奨学金は本
当に助かります。心の支えになりました。本日よ
り職場復帰致します。今年は良い年にしたいです。

なかなかコロナ感染症が収まらないので、子供が
楽しみにしていた修学旅行が 3泊から 1泊にな
り、不満そうにしていました。そろそろ大学進学
に向けて、進路の目標を定めているようです。志
望校に進学する頃にはコロナ感染症が落ち着いて
いることを願います。

一度は中止になっていた文化祭もオンライン文化
祭として行われました。2月には修学旅行が予定
されています。思い出が少しでも増えて楽しい高
校生活を送ってもらいたいです。

コープみらい奨学生（２年生の保護者）からの近況・おたより

当初予定していた修学旅行が中止になってしまい
ましたが先生方が何度も話し合いをして頂き、場
所は変更になりましたが３年生に上がってから行
ける事になりました。今からとても楽しみのよう
です！

■  1 口 100 円～という少額の募金でいったい何人の学生さんの
力になれるのだろうか・・・と思っていました。今回応援サポー
タ一通信を読み、この募金が確かに役立ち、喜んでくださる
方々がいらっしゃることを知り、とても嬉しく思っています。
サポーターの人数がこれからも増え、一人でも多くの高校生
の皆様の力になれることを願っています。



6

コープみらい奨学生（高校3年生）からの近況・おたより

いよいよ受験が近づいてきました。自分の力を出
し切れるように頑張ります。3年間奨学金本当に
ありがとうございました。これからは困っている
人に手を貸せる人に成長したいです。

高校サッカー選手権県予選決勝戦で敗退してしま
いましたが、また次の目標に向かって行きます。

無事、大学受験に合格することができました。皆
さまの力がなければ、自分の力を最大に発揮して
悔いのない受験をすることができなかったと思い
ます。必要な参考書を購入することもできました
し、安心して集中して勉強に取り組めました。ま
た、専門学校か大学受験か迷っていましたが、大
学受験にチャレンジしようと思えたことも奨学金
をいただいていたおかげでした。大学に無事合格
することができ、頑張ってきてよかったなと思っ
ています。大学に入るまでも入ってからも英語の
勉強に力を入れ、社会に役に立つ人材になりたい
と思います。

冬休みが開ければいよいよ 3学期が始まり最後の
高校生活です。父が他界し、気持ちが塞ぎ込んで
いる時にご支援を受け、気持ちが明るくなった事、
とても有り難く感謝をしています。言葉では伝え
きれませんが心よりどうも有難うございました。

医療関係への進学が決まりました。学費について
悩みましたが、将来のことを考え決めました。３
年間、ギリギリの生活を助けてくださりありがと
うございました。

美容師になる夢を叶えるため、4月から美容の専
門学校に通います。一年間、ご支援頂きありがと
うございました。しっかりと学び国家試験に合格
し晴れて美容師になりましたら、このご恩が返せ
るように頑張りたいと思います。

いつもありがとうございます。私は一般受験なの
で、本番が迫ってきていて、少し焦りを感じなが
らも日々頑張っています。やればやるほど勉強の
楽しさが増し、勉強出来ることのありがたさと、
大学へのわくわく感とを感じています。

12月、高校生活最後の定期考査が終わりました。
３年間、遅刻、早退、欠席もなく通学出来ました。
進路も無事決まり卒業に向けてしっかり生活して
いきたいです。

■ 子育ても終わり夫と二人の生活でサポーター事業を知りました。何気なく申し込みましたが、「フ
リージア」を読ませていただき、こちらが元気付けられました。コロナ禍の中、目標を持って努
力されている皆さんに心からエールを送ります。

■ 仕事をしている時はコープの注文チラシを見て注文するだけでしたが、リタイアして注文チラシ
だけでなくゆっくりチラシを読む時間ができ、この事業を知りました。“ひとりでは何もできな
いけれど、これなら私にもできる！ ”と即決、参加することにしました。困っている時に「助け
て」と言える場所があることは、生きる支えになりますよね。この事業が一人でも多くの人の支
えになるよう、コープ仲間に広げて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コープみらい奨学金応援サポーターの 声声
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受験期に入りました。支出も多くなり奨学金で試
験料を補わせて頂いております。このような支援に
本当に感謝致します。受験結果がどのような形に
なったとしても応援し続けていきたいと思います。

2年間お世話になり、ありがとうございました。
いただいたお金で大好きな音楽活動を充実する事
ができて、進学先も音楽の専門学校に決まりまし
た。次は微力ながら私が支援のお手伝いをさせて
いただきたく思っています。

３年間ありがとうございました。1年の時には部
活もしていましたので、毎月頂く奨学金が本当に
有り難かったです。高校生活は途中からコロナで
想定外の出来事や、修学旅行の中止など、思い通
りにいかないことが続きましたが、お陰様でここ
まで来ました。年明けから入試が始まりますので、
体調管理に気をつけて春には希望の進路に進んで
くれることを願っています。

３年間、お世話になりました。母子家庭は本当に
大変です。大きくなれば手は離れますが、学校関
係のお金の額が半端ない金額で心配事ばかりで
す。そんな中、このような制度を利用させていた
だき、本当に助かりました。お礼しかありません。
あとは本人の第一志望合格を見守るだけです。

高校に入学して　教師になりたい！という夢が出
来てから　毎日一生懸命に勉強に取り組む息子。
受験などでお金がかかることを心配している息子
に　「自分がチャレンジしたい学校を受けていい
よ！」と言うことが出来ました。奨学金をいただ
いて心の余裕も持つことが出来ました。感謝の気
持ちでいっぱいです。温かく見守っていただき　
本当にありがとうございます。

今回で最後の奨学金となりますが、改めてこの3
年間こちらの奨学金にどれだけ支えられたかと実
感しています。子供は大きくなればなるほどお金
もかかり、予期せぬ出費も多々あります。そんな
折に、こちらで奨学金をいただけていることはと
ても心強いことでした。お陰様で大学も推薦で決
まり、新しい年を明るく迎えることができました。
普段の生活は思うようにはいかず、コロナで学校
生活が 180 度変わってしまい、楽しいはずの学
校生活が一変してしまい苦労することになってし
まいましたが、それも含めて本人にとって将来の
糧になればと思っています。3年間ご支援頂いた
皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。ほんとう
にありがとうございました。

娘と喧嘩もしたりしながらも3年間なんとかやっ
てこられました。お弁当を作ってあげられない時
のお昼代や、文化祭のみんなで作るトレーナー代
にあてたりと、様々なところで奨学金を使わせて
頂きました。娘が産まれてから、ずっと生協さん
を利用してきて側で支えてくれていました。有難
うございました。卒業し落ち着いたら今度は支え
る側になれたらと思います。

コープみらい奨学生（3年生の保護者）からの近況・おたより

■ 人生を振り返った時、“ あの時代はたのしかったなー ” と想え
る高校生活にしてくださいね。今できることを最大にたのしん
でください。そうすれば必ず充実した高校生活を満喫できるで
しょう！　困ったことがあればすぐにお友達や大人に相談して
ね。力を貸してくれることでしょう !　あなたが過ごす人生の
中で大切な時間になってくれることを望んでます！
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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 8 号

発行：2022 年 3 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（10 時～ 17 時・土日祝休み）
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・約 8,000人、 2018年度末・約 12,400人、 2019年度末・約 13,900人、
2020年度末 ・ 17,100人、 現在は約22,000人に広がりました。

皆さまからの募金は、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、財団から支出しています。

コープみらい奨学金応援サポーター募金額
単位：万円

2017 年度（4カ月） 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度見込

募金額 1,050 5,036 6,196 7,593 10,500

2021年度

月度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

募金額 746 754 754 823 826 833 869 877 925 925


