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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９号｢フリージア｣　第９号
2022.8

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。

　日頃よりコープみらいの奨学金給付事業をご支援いただき誠にありがとうございます。

　5年目を迎えた奨学金給付事業は、今年度新たに600人（新入生396人、在校生204人）

の奨学生を採用することができ、1年生から3年生の奨学生は1,047 人と大きく広げる

ことができました。

　奨学生を大幅に増やすことができた背景は、この1年間で応援サポーターが約5,700

人増加し、23,000 人を超え、年間の募金額が 1億円を超えたことによるものです。応援サポーターの皆

様の温かいお気持ちに感謝申し上げます。

　この3月には185人の第 2期の卒業生を送り出すことができました。今回のフリージアに卒業生と保護

者の皆さんからの感想文の一部を掲載しておりますので、ぜひお読みいただければと思います。

　新型コロナウイルスの感染拡大から2年半が過ぎましたが、未だ収束のめどはたっていません。経済活

動は戻りつつありますが、感染拡大はこの夏「第7波」を迎え大きく拡大し、不安が広がっています。

　コロナ禍の長期化や電気や食品等の相次ぐ値上げなどで、「貧困」「格差」はより広がっており、とりわけ、

ひとり親家庭や高齢者など「社会的弱者」への影響は深刻さを増しています。

　一方、奨学生からは、「高校生活にも慣れてきて、友達もできました」「やっと延期になっていた修学旅

行に行くことができました」「部活、勉強に毎日頑張っています」「３年生になったので受験に向けて悔い

のないように勉強します」という元気なメッセージが多数寄せられています。

　厳しい社会状況の中でも、引き続きサポーターの皆様のご支援をいただき、奨学生をしっかりとサポー

トしていきたいと考えています。

　コープみらいとしては、引き続き「SDGs」の目標「誰一人取り残さない」社会をめざし、「人と人との

助け合い」という協同組合の考え方にもとづき、組合員や地域の皆さんとご一緒に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。

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600人（前年＋238人）の奨学生を採用し、奨学生は1,047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23,000人）の募金で実現しています。
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私は、大学の人間栄養学部に入学が決まりました。

管理栄養士になるために勉強します。コープみら

い奨学金は携帯電話の料金や交通費などに使わせ

ていただきました。ありがとうございました。コ

ロナ感染予防の対策で、今までのあたりまえの生

活が変わってしまい、いろいろと制約ばかりの高

校生活でしたが、日常が送れるありがたさに気付

かされた 3年間でした。これからも勉強し、社会

の役に立てる人になりたいと思います。

3年間お世話になりました。奨学金に支えられて

無事に卒業することが出来ました。私の場合は、

お金よりも心の支えでした。

郊外の学校を選んだので、通学の費用など家計の

不安がたくさんありました。交通費として大切に

使わせていただきました。進学先は、バイトがきっ

かけでした。コロナで大変な中、目の前の患者さ

んと向き合う姿、認めてもらうやりがいから選び

ました。不安なこともありますが、高校生活をやり

とげたことを思い出しこれからも頑張りたいです。

コロナ禍で、行事が軒並み中止となり、学校に行か

れない日も多くありましたが、実りある3年間だっ

たと思っています。第一志望の大学には合格できま

せんでしたが、自分的には満足いく結果でした。大

学では情報工学について学び、卒業後は有名企業に

就職できるよう頑張ります。

3年間奨学金を下さり、ありがとうございました。

塾代や入試代では、母に大変な負担をかけてしま

いましたが、この奨学金のおかげでいくらか楽だっ

たと母に言われ、気持ちが楽になりました。

これからも沢山の方の力になって下さい。

■ 私も高校生の頃はひとり親家庭で育ちました。母が昼も夜も仕事をして苦労していたのは知っていましたが、
高校生活は何不自由なく過ごせて無事に卒業しました。その後もいろんな面で応援してくれた母には本当に
感謝しています。今は私は取りたかった資格を取得して仕事をしながら母の介護をしています。今でも福祉
の面ではサポートを受けています。社会は人々の支え合いだと心から思います。人生前向きに明るく頑張っ
てほしいと思います。少しでもお役に立てればと思い応援しています。

■ コロナ禍で学生の方々はアルバイトがなくなってしまったこと等ニュースで見て、心配と気の毒に思ってお
りました。以前から奨学金返済に苦慮されていることなども知っておりました。卒業とともに多額の返済が
始まってしまう…。わが家は年金暮らしでありますが、これらの方々に比べまだまだ恵まれている世代です。
本当に少しばかりで恥ずかしいのですが、お役立ていただければ幸いです。誰もが平等に学べるようなるこ
とを願っております。

コープみらい奨学金応援サポーターの 声声

奨学生（2022年春卒業）からのおたより

3 年間ありがとうございました。工業で専門的に

学んだので、進路は就職を選びました。会社から

内定をもらえた時はとても嬉しく、親も自分も安

心しました。自分が社会人になるのかと、不安で

複雑な思いもありますが、スーツを用意したり、

ネクタイの結び方を教わったり、自分用のパソコ

ンが支給されたり、楽しみでもあります。自動車

教習所に通って、マニュアル操作を学んでいると

ころです。自分が操作をしていることが楽しいで

す。これからは自分も人の為に、何かを生み出せ

るような立場を目指そうと思います！
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高校生活はコロナ禍で休校や短縮事業になってし

まったり、行事は中止や縮小になってしまったり

したので、心残りもあります。けれど、限られた

場所や時間の中でも、友達と笑い、励ましあいな

がら過ごすことができて、振り返ると全てが自分

の中で思い出になっていると感じています。

卒業後は、中学生の時に決めた理学療法士になる

ために専門学校に進学します。昼間はバイトをし

て、夕方から学校で勉強。少し厳しい生活になる

かもしれないけれど、夢を叶えられるように頑張っ

ていこうと思います。

最後になりますが、奨学金ありがとうございました。

本格的に進路を考えることができて、勉学にも励め

たのも、奨学金を頂けたからだと、心から感謝して

います。1年間本当にありがとうございました。

私は大学に入学して、教養のあるグローバルに活

躍できるような人間になりたいです。中学生の頃

からバレーボール部に所属しており、高校はバレー

ボールの推薦で高校に入学しました。しかし、家

庭の経済的な理由により自主退学をし、高校 1年

生の夏まで定時制の都立高校に転学しました。そ

こで今自分に何ができるのかを自分なりに考え、

当時の担任の先生や母親などとも相談をし、夏に

ある全日制都立高校への転学試験を受けることに

決め、無事に合格することができました。その高

校ではバレーボール部の主将を務めチームとして

協力して部活を通して成長できるよう努力しまし

た。高校 3年間の中でさまざまな場所で色々な人

と協働し、助けてもらえたことで今の私があるの

だと思います。この経験をこれからの人生の中で

活かし能動的で主体性のある学習をし人間力を高

めていけるような態度で大学で勉学に励みたいと

思います。

コープみらい奨学金のおかげで、

高校生活がおくれました。ほんとう

にありがとうございました。

この制度はとても良いと思いました。私自身、高校
生の頃に母を亡くしひとり親になりました。扶養は
父なので極端に生活が困窮することはありませんで
したが、共働きだった為お金を使うことにためらい
を感じていました。なので、この奨学金は生活費の
中では少ないかもしれませんが、この奨学金でお昼
ご飯を買ったり、友達と出かけたり、部活の遠征費
にしたり、資格を取る時の受験料に使ったりと、心
と身体のプラスになることに使って欲しいです。こ
れで少しでも未来ある高校生が前を向いて心配せず
にやりたいことに全力で取り組んで欲しいです。陰
ながら応援していますね !

コープみらい奨学金

      応援サポーターの 声声
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

私は経済的に3年間私立の高校に通う事が出来るか

分からないと言われていました。しかし、コープみ

らいから奨学金を頂ける事がきまり、親から「これ

なら3年間通う事が出来るよ」と言われました。そ

れまでは経済的な不安から勉強になかなか集中出来

ていない状況だったので、雲が晴れるような気持ち

だった事を覚えています。その後色々な科目にチャ

レンジしていくうちに理科の生物に興味を持ちまし

た。生物は学問を学んだ訳でもないのにあまりにも

環境に対して合理的であるのは何故だろうと疑問を

持ちました。調べていくうちに将来的には生命科学

に関係する業種に就職し研究開発に携わる人材にな

りたいと思うようになりました。その為に大学の応

用生物科学科に進学を考え、無事に合格を頂きまし

た。大学生活で学んだ事を社会に活かせるよう日々

精進していきたいと思います。
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3 年間大変お世話になりました。母子家庭で余裕も
ないなか、事情もあってひとり親手当の補助を受け
られなかったので、ほんとうに助かりました。毎月
助けていただけると思うだけでも心持ちが全然違い
ました。3年間のうち、私自身も体調を崩して働く
こともなかなか以前のようにいかなくなりましたの
で、そういった中でも、この奨学金は大変心強い存
在でした。一番楽しいであろう高校生活の中でのコ
ロナ禍…なかなか思うような日々が送れない状態で
したが、無事に進学先が決まったことは大変喜ばし
いことでした。大学生活は、大学生活こそは少しで
も日常が有意義なものになるよう、そんな日々が訪
れることを願いたいです。皆様の支えがあっての学
生生活、親子共々大変感謝しております。ありがと
うございました。

奨学金本当にありがとうございました。病気が思う
ように治らず家計が苦しい中、子供は部活を辞めた
ら退学しないといけないところでした。ですがこの
奨学金をいただけて部活にかかるお金などに使わせ
ていただき、無事卒業することができました。親と
しては、情けない限りですが救われました。うちの
子のように、家庭の事情で人生の分岐点に立ってい
るようなお子さんの救いになっていると思います。
私は知るのが遅かったので1年間いただける形にな
りましたが、知らないご家庭もたくさんあると思い
ます。将来の子供のため、日本のためにもっともっ
と多くの方に知っていただき、
困っている子たちを救ってほ
しいです。

桜の花が咲きました。優しい風がそーっと撫でてい
きます。奨学金応援サポーターの皆さま、3年間の
奨学金の支給をありがとうございました。我が家は
シングルマザーの家です。娘の大学受験は私がどん
なに努力しても我慢を強いる事も止むを得ないと覚
悟しておりました。が、皆さまからの月に1万円の
奨学金が私の背中を押して下さいました。夢は強く
思えば必ず叶うという勇気を与えて下さいました。
3年間本当にありがとうございました。

■   2 人の子供を育てて、一番お金がかかるなあと感じたのは子供が高校の時でした。大学ももちろんもっと
かかるのですが、子供達がアルバイトなどをしておぎなってくれるので…。公立校に通ったからといって
交通費やら部活にかかる費用は、小中校の時とは比べものにならないくらいかかった記憶があります。ほ
んのわずかではありますが、誰かのお役にたてればと今年からサポーターとなりました。いろいろときび
しい昨今ですが、少しでも多くの子供達が夢に向かって希望をもってすごしていただければ幸いです。

■ 早いものですね。奨学金応援サポーターになって 4年を迎えているなんて !　でもその間、世の中は色々な
意味でますます生きづらくなっているように思います。コロナ禍は、まだまだ先が見通せません。そんな中
でも、勉強や部活に頑張っている学生さん達を私達ひとりひとりのささやかなサポートで、返済不要の奨学
金を使って応援できることは、とても良いシステムだと思います。 私も1人の友達をお誘いしました。サポー
ター約 23,000 人のお仲間になっているはずです。こんな大変な時代に世代を越えて、これからも応援し続
けます。

コープみらい奨学金応援サポーターの 声声

奨学生（2022年春卒業）の保護者からのおたより

主人が突然亡くなり色々な事に絶望と悲しみの中、
2年間奨学金を支援して頂き本当にありがとうござ
いました。お陰様で春から大学生として新たな道を
進む事が出来る息子を見て、色んな方に感謝の気持
ちでいっぱいです。私達家族が社会的にも助けて頂
き実際に支援を頂く事になり、色んな支援の形を知
る事が出来ました。この様な仕組みに感動しました。
日本は豊かですごいなぁと。どの国でもこの様な仕
組み、豊かになる事を心より願います。
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◆陸上をがんばっています。中学校の頃からずっ
と愛用していたスパイクが破れてきてしまったの
で、いただいた奨学金でとっても走りやすいアシッ
クスの一番いいスパイクを買わせていただきまし
た。受験のブランクで体がなまってしまってなか
なか以前のような走りができずタイムもおちてし
まって落ち込むこともありますが、このスパイク
で絶対インターハイに出場できるよう頑張ります。

◆高校生活がスタートして、初めは緊張していま
したが今では毎日楽しく過ごしています。もうす
ぐ体育祭がありクラス Tシャツを作ったりなど
クラスメイトとの交流も楽しいです。部活は弓道
部に入りました。まだまだ筋トレの日々ですが頑
張りたいです。

◆登校日には新しい制服を着て、楽しそうに高校
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。まだ提出物を出し忘れたことがないよう
で、今後もないとはりきっていました。部活動は軽
音部に入り、毎日1階から基礎練習をしている音
が聞こえます。部活動がとても楽しいようです。

◆年度の初めという事もあり、行事や制服や部活
動などの、入学金と授業料以外の出費の多さを痛
感しています。子供は充実した生活を送れている
ので、母親としては、とても嬉しく思っています。

◆子供に我慢させていた制服などを買えてお友達と
お揃いでコーディネートをして楽しんでいる姿を見
ることが出来ました。ありがとうございました。中
間テストも良く出来たようで嬉しそうに見せてくれ
ました。高校生活楽しんでもらえたらと思います。

◆息子は高校生活にも慣れてきまして元気に楽し
く頑張っております。高校入学にあたり、重なる
出費の現実がある中、大切な奨学金をいただけま
すこと本当に有り難く、大変助かっております。
部活動における交通費は、予測できない出費とな
りますが、息子が今しかできない経験を思いきり
させてあげたい思いです。

◆先日、部活動（マーチング部）の初ステージが
ありました。マーチング部で日本一になりたくて
この高校に入ったので、初ステージはとても感激
しました。これからもっと頑張ります。

◆入学前に欲しかったけど買えなかったネクタイ
や色違いのセーターやベストを買ってもらえて嬉
しかったです！　バスケ部のマネージャーを頑
張っています。

◆このお金でパソコン検定 2級とパソコン競技大
会に出るお金に使わせていただきます。親にこの
分のお金を用立ててほしいと言えず、困っていた
ところでした。ありがたくこのお金を使わせても
らいます。

◆高校に入って初めての定期テストがありました。
中学校と比べてテストの教科が多く、難しいです。
中学と同じようなテスト勉強の仕方だとだめだなと
思いました。部活は中学校でも入っていた卓球を続
けることになりました。みんな強くて大変ですが、
頑張ってきたいです。友達はみんな優しい人で、と
ても楽しいです。だんだん高校での生活にも慣れて
きたので、これから気が緩むことの
ないようにがんばります。

奨学生（高校1年生）からの近況・おたより

保護者からの近況・おたより

◆◆新学期始まった頃は、娘の雰囲気を見て、学校新学期始まった頃は、娘の雰囲気を見て、学校
の授業のスピードについていけない様にみえたのの授業のスピードについていけない様にみえたの
で、少し心配しましたが、最近はタブレット授業で、少し心配しましたが、最近はタブレット授業
に慣れてきたようで、安心してきました。これかに慣れてきたようで、安心してきました。これか
らも、新しい事にチャレンジしていって欲しいとらも、新しい事にチャレンジしていって欲しいと
思います。思います。

主に 6月上旬から 7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。
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奨学生（高校2年生）からの近況・おたより

保護者からの近況・おたより

◆ 2 年に進級して、クラス替えもあって 1年の
時に仲良くしていた友達が 1人だけ同じクラスで
つまらないって思っていたけど、今はみんな仲良
くなって楽しいです。授業もものづくりのレポー
トは大変だけど、新しいことを勉強するのは楽し
いです。

◆遠足に行きました！　お化け屋敷や大観覧車に
乗りました！　ちょうど振り込んでいただいた翌
日だったのでお金の心配をせず心の底から遠足を
楽しむことができました！　次は体育祭がありま
す！　1年に1回なのでみんなで楽しく過ごした
いです！

◆進級し、新たなクラスでの生活がスタートしま
した。クラス委員にもなり、クラスを引っ張れる
よう頑張っています。HR合宿を経て少しずつ仲
良くなったクラスでの文化祭や体育祭が楽しみで
す。勉強面では、中間テストが終わりました。2
年になったことで、周りの点数があがり、自分は
勉強が疎かになって、点数が下がってしまいまし
た。改めて自分を引き締めるきっかけとなったの
で、次の 1学期末で取り戻していきたいです。

◆今年は病院実習もあり専門知識の授業も増えま
す。授業の復習等しっかり行い知識を身につけて
いきたいと思っています。

◆◆ 5 月にボランティアに参加し多くの子どもと触5月にボランティアに参加し多くの子どもと触
れ合い、仕事をする体験をしました。自分にとっれ合い、仕事をする体験をしました。自分にとっ
てとても有意義なものでありました。学校の中間てとても有意義なものでありました。学校の中間

考査では世界史Bや日本史B考査では世界史Bや日本史B
が学年上位でした。が学年上位でした。

◆ボクシング部では関東大会に出場することが決
定しました。精一杯の力が発揮できるよう、さら
なるトレーニングに励み、試合に臨みたいと思っ
ています。

◆ 2学年に無事進級でき、勉強の他、部活の委員長、
文化祭実行委員など色々頑張っています。来年は
大学の受験もあるので、どこの大学行くか調べた
り、今年は忙しい生活を送っています。

◆娘も高校2年になり、少しずつ、将来のことを
考えております。コロナ禍で、いろいろと制約が
ありますが少しずつ、平穏な学校生活を送っても
らえたらと思っております。

◆奨学生に採用していただき感謝いたします。子
供にいつも費用の心配をかけていたような気がし
ています。精神的に楽になりました。勉強とかけ
もちの部活練習、元気に頑張れるようサポートし
ていきたいと思います。

◆奨学金ありがとうございます。進路指導費に使
わせていただきます。いろいろ値上がりしている
ので、本当に奨学金に感謝しています。去年、何
も学校行事がなかったので、今年は高校生活のイ
ベントが無事行われる事を祈っています。娘は中
間テスト、英検が終わり、文化祭準備しながら期
末テスト勉強をしています。やっと高校生活とい
う感じで嬉しく思います。

◆私がコロナ後遺症と手術を控えているため…ひ
とり親なのにも関わらず働けない状況ですのでと
ても助かりました。子供は学年が上がりますます
多忙になっておりますが、その中でもできる限り
の家事も毎日してくれて助かっております。秋に
は修学旅行もありますので備えたいとおもってい
ます。
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◆大学進学へのラストスパートの1年、本人から
の「半年でも良いから、どうしても家庭教師をつ
けたい」という要望を、なんとか工面することが
できました。皆さんから補助していただいた気持
ちを無駄にしないよう、頑張っていると思います。
ありがとうございます。

◆課題に追われて大変そうにしていますが、衣装
製作に意欲をもって取り組んでいるようです。家
庭においては、家族のご飯を作ってくれたり、自
分の洗濯は自分で行うなど、家の仕事も頑張って
います。

◆奨学金の支給ありがとうございます。2年生か
ら理系に進み、ますます勉強を頑張っています。
奨学金をいただけることになったので、1教科し
か通えなかった塾をもう1教科行かせてあげられ
そうです。ありがとうございます！

◆受験勉強頑張っています。世の中、値上がりラッ
シュで、日々の生活が大変です。

奨学生（高校3年生）からの近況・おたより

保護者からの近況・おたより

◆ 3 年生になり、勉強面でより一層気を引き締め
ています。5月上旬に運動会がありました。3学
年が一緒に運動会ができたのは初めてだったの
で、思い出になりました。

◆オープンスクールにいくつか参加して、進学希
望大学を決めました！あとは受験に向けて頑張る
だけです。

◆現在、自分の行きたい進路のための受験勉強・
学校の課題・アルバイトに励んでいます。頂いた
奨学金で、教材費や通学費などに使わせていただ
きます。本当にありがとうございます。

◆大学受験が近づき、受験生としての自覚も強く
なってきました。模試などを受け、自分の実力と
弱点を受け止め、日々受験勉強に勤しんでいます。
自分の未来の為に辛いですが、勉強を頑張りたい
と思います。

◆進路相談が始まりましたが、まだ迷っています。
やりたい事がみえてきたけど、どうやったらいい
のかが分からないです。でも担任の先生が親身に
なってくれるので相談しながら選択しようと思い
ます。

◆◆ 5 月に県大会がありました。私は初日に 400m5月に県大会がありました。私は初日に 400m
に出場しましたが、結果は予選落ちとなってしまに出場しましたが、結果は予選落ちとなってしま
いました。また、修学旅行でディズニーランド、いました。また、修学旅行でディズニーランド、
シーに行きました。コロナウイルスの影響で延期シーに行きました。コロナウイルスの影響で延期
になっていましたが、行けてよかったです。今後になっていましたが、行けてよかったです。今後
の進路は電気関係の専門学校に進もうと考えていの進路は電気関係の専門学校に進もうと考えてい
ます。そこでしっかりと学び、将来に繋げようとます。そこでしっかりと学び、将来に繋げようと
考えています。考えています。

◆受験に向けて、本人が自ら動くようになってき受験に向けて、本人が自ら動くようになってき
ました。親として、息子の希望を尊重し、見守り、ました。親として、息子の希望を尊重し、見守り、
程よく叱咤激励しながら残りの高校生生活を送ら程よく叱咤激励しながら残りの高校生生活を送ら
せたいと思います。母子家庭でありながら、屈折せたいと思います。母子家庭でありながら、屈折
せず、真っ直ぐ成長してくれている息子に育ってせず、真っ直ぐ成長してくれている息子に育って
くれたのも、皆様のご支援があったからこそ、とくれたのも、皆様のご支援があったからこそ、と
思っています。今後とも宜しくお願い致します。思っています。今後とも宜しくお願い致します。
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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 9 号

発行：2022 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（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、 2021
年度末には1年で 5,000人以上増えて22,778人になりました。 また、 2021年度
の年間募金額は初めて1億円を超え、 1億 675万円となりました。

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。
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