
奨学生・保護者からのお礼の言葉

あしながさん　３6件奨学生・保護者　３6件 その他　１件

あしなが育英会の機関紙・NEW あしながファミリー 164

号（４月 23 日付発行）で、「奨学生・保護者からあしながさ

んへのお礼の言葉」「あしながさんから奨学生家庭への励ま

しの言葉」を募集しました。5 月 22 日までにお寄せいただ

いたメッセージをご紹介します。

女性

あしながさん、本当にありがとうございます。あしながさ

んのおかげで、お金を心配することなく勉強に打ち込むこと

ができます。コロナで学校の授業がなくても、勉強する方法

はたくさんあります。助産師になるという夢に向かって頑張

ります。決してコロナのせいで、夢を諦めることはしません。

私はコロナに負けません！

青森県 奨学生10 代

女性

先日は政府より早い給付金に感謝いたしております。今届

いたばかりのあしながファミリーを読みながら目頭が熱くな

る思いとともに、こみあげてくる感謝の気持ちを伝えずには

おれなくなりました。本当にありがとうございます。このコ

ロナ禍の中で、誰もが生きていくことが大変な中、誰よりも

その誰かをファミリーとして心配してくれて、誰よりも応援

してくれている、そんな気持ちに応えて、ここに親子共々力

強く生きていくことを誓いたいです。ありがとうございま

す。あしながさんは、経済的な支援だけではなく、その先の、

人としてどう生きていくのか、どうあるべきなのか、教えて

くれました。この災いが私達、しいてはあしながファミリー

にとっては福と成す様な経験になるように頑張るしかないで

す。頑張って生きていきます。ありがとうございます。

愛媛県 保護者50 代

男性

この度は、緊急支援金の支給をいただきまして、本当に有

難うございます。来年大学受験を控えておりますので有り難

く予備校代、学校代に使わせて頂きます。将来自身が、あし

ながあしながさんたちのような立派な人になる為、また社会

貢献が出来るように、日々一生懸命頑張ってまいります。

大阪府 奨学生10 代

男性

緊急支援金ありがとうございました。凄く困っていた所に、

心暖まる知らせがあしなが育英会さんから届き、凄く嬉しく

胸が一杯になり、涙が溢れて来ました。本当にありがとうご

ざいました。心より感謝申し上げます。新コロナウイルスに

感染すること無く又、集いの仲間達と会えることを楽しみに

しています。

栃木県 奨学生10 代

女性

あしながのみなさま、お世話になっております。夫を亡く

して約７ヶ月が経ちました。夫を失った喪失感、将来の不安

を抱え中学生、高校生の二人の子供を必死に支えています。

そんな中でコロナの影響が押し寄せてきました。子供達は二

人とも受験生です。学費、生活費はどうしたらよいか、子供

達が望む進路に進ませてあげられるのか、私 ( 医療従事者で

す ) が感染したら、二人はどうなるのかと新たな不安が重な

りました。その矢先、緊急支援金の決定をニュースで知りま

した。とても有り難く感謝の気持ちでいっぱいです。この支

援金は二人の受験の費用として大切に使わせて頂く予定で

す。本当にありがとうございました。奨学金を頂いている長

男へはあしながの皆さまへ感謝し、自立したら社会の役にた

つ人になってほしいと話を致しました。

沖縄県 保護者40 代

女性

娘は高校３年、インターハイ出場、入賞を、２０才の息子

は休学して大学再受験を決断し、そして自分自身も職場を異

動した春でした。それぞれが覚悟を決め新たなる道を進み

始めたとき、まさか世界中がこのような状況になるとは。想

像を越え、精神的になかなか厳しい毎日です。この滅入るよ

うな毎日でも私に生きる力を与えてくれるのは、夢にむかい

希望をもって明るく生きる我が子らです。こうして心配して

いただき支援してくださる方がいることて我が子らも安心で

き、前を向いて頑張ろうとまた歩み始めました。特に休学中

であるにも関わらずご支援していただき、進学についても応

援していただきました。コロナになんて負けていられません。

希望を持ち健康に気を付けて乗り越えていきます。本当にあ

りがとうございました。子どもたちが進学後はあしながの活

動により一層協力させていただきます。皆様も健康に気を付

けてください。きっと素敵な明日はやってくると信じていま

す。

岐阜県 保護者40 代

女性

昨年の 12 月に入院、手術をしました。その為に退職しま

したので、4 月から働く予定で就活していましたが、新型コ

ロナウイルスの影響で、体の事を考えるとリスクが高く、で

も生活のためには早く働かないといけないとあせるばかりで

悩んでいました。そんな時にあしながさんからの緊急支援金

をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござ

いました。

奈良県 保護者50 代

女性

このたびの緊急支援金、ありがとうございます。確かに受

け取りました。このような事態になり、募金も中止となり、

あしなが育英会にも影響が及ぶのは必至でこの先どうなるだ

ろうかと、いろいろ思案していた矢先に支援金のお知らせを

いただき、力強いお言葉もいただき、勇気づけられました。

私は工場で働いているため休業対象にはなっておらず仕事が

できている状態です。しかしこの先、コロナウィルス禍の影

響が会社にも私にもどのように及ぶかはわかりません。毎日、

仕事に真摯に向き合い、落ち着き、冷静に生きていきたいと

思っています。子どもたちにも何かあったときの延命対処な

どの私の希望や、いろいろな手続きについて、今から伝えて

おこうと思っています。子どもたちは大学・高校が休校とな

りましたので、私の代わりに家事を手伝ってもらっています。

学校の勉強の代わりに家の手伝いや家計費の勉強をしてもら

う良い機会だと感じています。育英会のみなさまには感染の

可能性がある中でお知らせや送金などの手続きをしてくださ

り、感謝しています。また、あしながさんには心のこもった

ご寄付をいつもいただき、ありがとうございます。そして、

このような事態で支援金というかたちでさらなる寄付をいた

だき、言葉では言いつくせない気持ちでいっぱいです。この

たびのコロナウィルス禍を生活を見直す機会と捉え、柔軟に

対応し明るい気持ちを忘れずにいつかみなさまにご恩返しを

するために強く生きぬきたいと思っております。どうか、み

なさまが無事に過ごされますように願っています。

兵庫県 保護者50 代

女性

あしながさんへ、まず始めにコロナウイルスで困っている

私達にお金を送金してくださってありがとうございます。私

は今は学校に行くことができずずっと家にいます。早く学校

に行きたい気持ちとコロナウイルスが収まって元の生活に戻

りたいという気持ちでいっぱいです。でもいつ終息するか分

からないので今の期間は勉強をたくさんし、普段できないこ

とや家族の手伝いなどをたくさんし家でも充実した生活を送

りたいと思います。今はとても苦しい時期ですがこれを乗り

越えて頑張っていこうと思います。あしながさんも体に気を

つけてください。最後にもう一度、本当にありがとうござい

ます。

東京都 奨学生10 代

男性

あしながさん大変お世話様です、そして大きな声で感謝申

し上げます、私は 68 才の男性保護者です、母子家庭～孫は

中学 3 年 11 月に祖父家庭に、あしながさんのご支援ご配慮

等のお陰様で高校 2 年生に又この度は手厚い御厚情誠に有り

難う御座います、コロナ影響もあり先行き不安時本当に有り

難う御座います、頑張って参ります、言葉足らずですが礼の

言葉に座席頂きます。

宮城県 保護者60 代

男性

あしながさんのおかげでなに不自由なく生活できていま

す。ありがとうございます

長野県 奨学生10 代

女性

高校２年生の娘がお世話になっております。震災の年に夫

をなくしてから９年、夢中で月日が過ぎました。その年６歳

だった下の息子も今年は中学３年生になりました。娘の高校

受験から入学に伴い、公立高校でしたが思いの外の出費で不

安しかなかった１年前。あしなが奨学金のおかげで何とか乗

り切ってこられました。ですが、息子は県外の高専を志望し

ており、娘以上の費用が見込まれるので、貯えも出来ない生

活で、頭を抱えておりました。そんな折りに、世界がコロナ

一色に染まり、一層の不安を抱えていたところ、緊急支援の

ニュースが一筋の光となって心を支えてくれました。余裕の

ない生活にもわがままを言わずに育ってくれた子供達には、

夢を持って将来に挑んで欲しいと思っているので、あしなが

さんの力強いサポートは泣ける程ありがたいです。

宮城県 保護者50 代

女性

あしながさんの、奨学生の保護者です。いつも、暖かい御

支援を有り難うございます。コロナの影響で仕事は激減をし、

気持ちも萎えていた矢先に暖かい御支援の通知が御座いまし

た。言葉では伝えきれないほどの御気持ちに、ただただ感謝

で御座います。１日も早く収まることを願うばかりです。ど

うぞあしながさんのお仕事に携わって頂いている方々の、お

身体を案じております。本当に有り難う御座いました。

千葉県 保護者50 代

女性

世界中が困難に直面して戦っている時に素早い対応、手を

差し伸べていただき大変感謝しています。子供二人、進路を

決めなければならなく、収入もどうなるかわからない今、支

援金の支給がとても嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。

大切に使います。ありがとうございます。

長野県 保護者50 代

女性

新型コロナウイルスで大変な状況の中私たちに給付金をし

て下さり本当にありがとうございます。あしながさんも新型

コロナウイルス等お気をつけください

大阪府 奨学生10 代

女性

緊急支援金、ありがとうございました。ご寄付戴いた方々

に感謝致します。ありがとうございました。

大阪府 保護者40 代

いつも御支援ありがとうございます。コロナウイルスにも

迅速に対応してくださってありがとうございます。

奨学生女性 福岡県10 代

女性

遅くなってしまいましたが、先日、緊急支援金を受け取り、

どうしても一言お礼を述べたくてメールしました。緊急支援

金給付が決定した事を知った日は、信じられない気持ちと一

緒に、「私達にはあしながさんがついてくれている」という

安堵感が全身を包んでくれる感覚をおぼえました。自然とポ

ロポロと涙が出てきて、本当に皆様の善意に感謝の気持ちを

いくら述べても足りないくらいです。こうやって文章を考え

ている今でも涙が溢れてきます。パート先のシフトを減らさ

れ、時給で働く身ですので、コロナ禍で給与は激減していま

す。いつまで続くのか先が見えない不安で押し潰されそうで

すが、母として少しでも子どもたちには美味しい物を食べさ

せて、安心して笑顔で過ごせる環境を与えてあげたいです。

そして、将来の夢を実現させるために進学したばかりの長男

と、希望校合格に向けて勉学に励む次男の夢を潰したくあり

ません。支援金のおかげで、なんとか生きていけそうです。

有り難く大切に使わせて頂きます。本当に本当にありがとう

ございました。

神奈川県 保護者40 代

女性

この度は緊急支援金の振込を、ありがとうございました。

大学院生の娘はアルバイトが休みになり、学生として生活す

るための生活費が絶たれてしまいました。報道では収入が半

額減った世帯に臨時給付金の支給と審議の最中でしたがそれ

は世帯主に限ってのこと、誰も学生が困っていることなどテ

レビ報道でも一切話題になっていませんでした。そんな中、

あしながさんがいち早く奨学生を救ってくださる。との報を

娘から聞き飛び上がる思いで娘とよろこびました。本当に

困っている人に寄り添える世の中になってほしいです。あし

ながさん、本当にありがとうございました。

福岡県 保護者50 代

女性

私は現在社会人です。あしながさんのおかげで高校、大学

に進学できました。最後集いに参加してから、10 年ほど経

ちます。今思えば、当時自分と同じような境遇の学生に出会

い、1 人じゃないと思えたことは、私が自身の境遇を受け入れ、

その上で生きていこうという結論にたどり着くために不可欠

なプロセスでした。当時の私たちのような状況下にいる学生

さんのために、当たり前ではありますが確実に返還をし、あ

しながさんの真心が皆に届くような社会を守っていきたいと

思います。

神奈川県 奨学生30 代

女性

この度は、緊急支援金を給付いただき本当にありがとうご

ざいました。子供 2 人を私が 1 人で育てている中で、この

ような給付とそしてあしながさんがついてるよと言う、温か

いメッセージに本当に心が救われました。この先も、まだま

だ気をつけねばならない事態が続いていますが、しっかりと

日々を過ごしていきたいと思います。そして子供たちには、

日々感謝の心を忘れないこと、大人になった時にはいただい

た恩をどのような形でも社会貢献として次の世代に返すよう

にといつも話しています。本当に感謝しかありません。あり

がとうございました。

長崎県 保護者40 代

女性

いつもご支援ありがとうございます。またこの度は緊急支

援金をいただき大変助かりました。仕事が自宅待機中で、収

入が減ってしまうのを不安に思っていましたので、本当にあ

りがたかったです。国からの支援金はいつ給付されるかわか

りませんが、こんなにスピーディーに対応していただきまし

た。今後、状況がどうなるかわかりませんが娘と二人で、前

向きに頑張っていきたいと思います。関係者の皆様もお体に

留意されご活躍下さい。

長野県 保護者50 代

女性

あしなかさんこの度は、高額な支援金、迅速な対応心から

感謝申し上げます。毎月の給付金もとても感謝しつつ本当に

ありがとうございます。この先経済的に不安もありますが前

向きに考えていきます。いつか娘が働くようになりどの様な

形でも良いので奨学生、あしかがファミリーの皆様に少しで

もお力添え出来る様娘になれます様に心から願います。支援

金に関するお手紙頂き涙がこぼれ大変嬉しかったです。あり

がとうございました。

栃木県 保護者50 代

女性

とても素早いご寄付をありがとうございます。政府がどう

いう対応を取るのかわからず不安だった時に、素早い現金で

のご寄付は今後の不安以前に現状の不安材料を取り除いてい

ただきました。まだ全世界が長く付き合わなければならない

この状況を乗り越えていこうという気持ちになれました。息

子もこの事を大変感謝しており、いづれ自分もあしながさん

になるという決意がより増したと話しております。ありがと

うございます。

東京都 保護者40 代

女性

今いちばん大変な時支援して頂きありがとうござます、心

が落ちつき母子共々感謝しています。ありがとうございまし

た、又今から母子共々平穏無事に暮していけます。どうかお

身体ご自愛下さい。

神奈川県 保護者50 代

女性

高校 2 年生の娘と暮らす母親です。この度はあしながさん

から月々の奨学金を頂いてる上に、15 万円もの奨学金の給

付をありがとうございます。あしなが育英会のスタッフの

方々、ご寄付下さった全ての方々に心より感謝申し上げます。

くらいニュースばかりの社会に心まで暖かくなりました。

北海道 保護者50 代

女性

緊急支援金ありがとうございました。大切に使わさせて頂

きます。

岩手県 保護者40 代

女性

私は大学生の息子を持つ母です。あしながさんには息子の

大学進学よりお世話になっております。毎月の奨学金だけで

も大変ありがたいうえに、この度コロナウイルスによる営業

自粛で私も今仕事がなく不安に思っている際に、給付金をお

送りくださいまして本当にありがとうございます。あしなが

さんは政府よりも早いご決断と迅速は援助には、感謝ととも

に尊敬もいたします。助かります。少し猶予ができました。

あしながさんもどうぞお体ご自愛下さい。皆様のご健勝とご

多幸をお祈り申し上げます。

兵庫県 保護者50 代

女性

今回コロナ臨時給付金 本当にありがとうございました。私

にはアンケートが来てませんでしたので 給付がニュースに

なった時とても嬉しかったです。娘と同じ職場で働いていま

したが コロナのおかげで 3 月から仕事が無くなり 少ない 2

人分の給料が全く無くなりました。 国の給付金もうちの市は

6 月中旬、家賃も払えないと嘆いてた所に 吉報でした。本当

にありがとうございます。

大阪府 保護者40 代

女性

あしなが育英会緊急支援金のニュースを見た時、膨大な支

援の金額にとても驚きました。そして、全ての奨学生を守っ

てくださる方々が沢山いるんだと、心から感謝の気持ちで

いっぱいになりました。あしながさん一人一人にお会いして、

感謝の言葉を伝えたい位です。～あしながさんへ～私達家族

は元気です。絶対コロナを乗りきって、いつかは私達が社会

に貢献できる様に頑張っていきます。本当に本当に、ありが

とうございました。～あしなが育英会会長様、スタッフの皆

様～今回の予期せぬ事態に戸惑いや不安がありましたが、緊

急支援はただただ感謝の気持ちで涙が出ました。皆で協力し

て頑張って乗りきります。本当に本当に、ありがとうござい

ました。　　　　　　　　　　　　　　　　保護者より。

東京都 保護者40 代

女性

いつも影から支えていただき、とても心強く思っておりま

す。本当に有難うございます。この様なご時世ですが、息子

共に頑張りたいと思います。

東京都 保護者50 代

女性

一年前から真ん中の息子がお世話になっています。いつも

ありがとうございます。この恩返しは、息子達が今後、社会

に少しでも貢献出来る人間に成長してくれる事だと思いま

す。その為に、あしながさんに頼るだけでなく、私も親とし

て出来る限りの事を、子供達の可能性を広げて行けるように

頑張っていきます。

大阪府 保護者40 代

女性

あしながに支援して頂いてる全ての方へ、本当にありがと

うございます。感謝致します。掛け持ちでしている仕事もど

れも休業で、毎日不安で娘のバイトに頼る日々で申し訳なく、

たった 20 年たらずしか生きてないのにこんな苦労ばかりか

けて父親が生きてればと思ってしまいます。あしながさんか

らの給付金かあるとニュースで見た時は本当にありがたく、

それと玉井会長の言葉に涙が止まりませんでした。早くコロ

ナが収束するのを願っています。

福岡県 保護者50 代

女性

このたびは、早急なご支援の対応、本当にありがとうござ

いました。生活が急変し、子供たちも学校に行くことができ

ず、オンライン授業が始まるという連絡。私の収入も減り、

春はいろいろな出費が重なる季節。緊急支援金には、本当に

助けられました。パソコン購入費にあてさせていただきまし

た。もうすぐ、オンライン授業がはじまります。この状況に

負けないで、勉学に励んでもらいたいと思っています。あり

がとうございました。

愛知県 保護者40 代

女性

この度は緊急支援金本当にありがとうございました。毎月

が私の収入でただでさえ赤字なのに、仕事も制限され、収入

が減り悩みに悩み消費者金融に借りようが悩んでいた矢先に

あしながさんからの支援金に涙しました。大事に大事に使わ

せていただきます。本当に感謝しかありません。

静岡県 保護者40 代

女性

食費、光熱費、高額マスク等で出費が嵩みし生活が赤字続

きの中思いもしなかった給付にあしながさんには感謝しかあ

りません。迅速な対応本当にありがとうございました。

大阪府 保護者40 代



女性 50 代

奨学生のみなさんへ家計を考えて悩んでいるかもしれませ

んが諦めないでくださいね。将来の夢があるのならただ諦め

ずに勉強してください。まだ夢を見つけている途中なら色々

学んでください。諦めないで。応援している人がたくさんい

ますから。奨学生の皆さんと保護者の皆さん、あしなが育英

会のスタッフの方々が頑張っているんだと思うと私も頑張れ

るんです。応援させてください。

東京都 あしながさん

女性 50 代

あしながファミリーの紙面のアンケート内容を見て、思わ

ず涙しました 機関紙の皆さんの頑張っている姿を見聞きし

て私も元気を頂いてます この難局を乗り越えられますよう

応援しています 私も数年前に夫を亡くし他人事とは思えず、

初めて投稿させてもらいました。

愛知県 あしながさん

男性 60 代

街頭募金活動もできなかったこと、辛かったでしょうね。

健康にはくれぐれも気をつけて乗り切りましょう！

福岡県 あしながさん

男性 70 代

朝の来ない夜はなぃ。努力すれば必ず報われます。常に前

向き思考を！

東京都 あしながさん

男性 50 代

大変な時ですが、挫けず前向きに頑張って下さい。3 年も

4 年も続くことはないと思います。

愛媛県 あしながさん

女性 50 代

少しでも応援できる様に、訪問介護の仕事を頑張ります。

待っていて下さいね。

神奈川県 あしながさん

女性 40 代

学ぶことは自分らしさを発揮できる未来につながります。

諦めずに未来を信じて下さい。

茨城県 あしながさん

女性 60 代

子育ての時期を過ぎてから あしながさんになり 永い御縁

が続いています。今 誰もが先行きへの不安でいっぱいです。

未来を担う若い人のために 出来る事を 続けていきます。ど

うか あしなが育英会を 頼りにしてくださりながら こつこつ

と あきらめずに 希望を 持って お暮らし下さい。 街頭募金活

動は 出来なくても 皆の想いが 無くなるわけでは 有りません

もの。

兵庫県 あしながさん

女性 50 代

学生の皆さん、またその子達を見守る保護者様、今回のこ

のコロナという思いがけない流行り病に生活や心を乱されて

いることと思い、とても心が痛みます。どうか一緒に乗り越

えていきましょう。いつも学生の方から頂く手紙はとても嬉

しくウキウキした気持ちになります。筆不精の為、お返事は

一度もしておりません、ごめんなさい。ただ願うことは、自

分の道を自分なりに生きていって欲しいということです。い

つまでも応援しています。一緒に頑張りましょうね。

埼玉県 あしながさん

男性 40 代

社会保障政策が、さらに充実して、多くの人が救済される

ことを期待したいです。

広島県 あしながさん

女性 80 代

いつも あしながファミリーを読ませて戴いております。街

頭募金も中止になって、私八十代の婆も心を痛めています。

本日郵便局より送金しました、お受取り下さい。皆々様お身

体大切に頑張って下さい。

東京都 あしながさん

男性 60 代

今、あなたたちは思いきり甘えてよい世代です。言葉や、

つながりや、暖かな気持ちは、親や、兄弟や、職員に欲しい

だけもらいましょう。お金のことはあしながさんに甘えま

しょう。堂々と。あなたたちが社会人になった時、あなたの

言葉や、行動できっと温かな社会が生まれることを信じてい

ます。

兵庫県 あしながさん

男性 50 代

君逹は、日本を背負ってたつ未来人だ。明日は君にかかっ

ている。私も、少しだが、募金してる。支えるくれ、日本を！

鹿児島県 あしながさん

女性 30 代

No rain No rainbow! 胸の痛みが、輝きに変わる日が来る

と信じているし、祈っています。流した涙が、笑顔に変わる

日が来ると知っているし、祈っています。不安が安心に変わ

り穏やかな日が来ることを信じてるし、祈っています。夢が

叶い、目標を達成して、輝いている姿を想像できるし、祈っ

ています。

東京都 あしながさん

男性 40 代

奨学生の皆様、保護者の皆様。今は大変な時期です。私の

勤務先もコロナ対策で交代制で出勤しています。幸いなこと

に自宅待機の日の分も給料を保証してもらえてますが、この

先いつまで続くかわかりません。今はただ自分の身体と健康

を守ることを考えて過ごしています。高給取りではないので

毎月少ない金額しか支援できず申し訳ないです。どうか皆様

も御自身の身を大切になさってください。これからも引き続

き支援させていただきます。皆様を陰ながら応援していきま

す。

静岡県 あしながさん

女性 40 代

あしながファミリー 164 号を拝読し、涙が止まりません。

どうかすべてのお子さんに支援が行き渡りますように。親御

さんのご負担が、心身のお疲れが、少しでも軽減されますよ

うに。心から願って止みません。日本の、世界の未来を担う

のは子ども達です。みんなが幸せになれますように。笑顔で

暮らせますように。わずかですが、私はこの先もずっと、自

分に出来る精一杯の支援を致します。いつもみなさんを想っ

ています。

佐賀県 あしながさん

女性 40 代

離婚した私には今春社会人になった息子がいます。皆さん

とは境遇が違えども、子どもを育てている最中は金銭的、精

神的に苦労しました。潰れそうな気持ちになる時もあるで

しょうが、諦めないでください。ささやかではありますが、

遺児やそのご家族の方々を支え続けていきたいと思います。

三重県 あしながさん

男性 30 代

奨学生の家庭の皆様はじめまして、関西に住むあしながの

1 人です。いつもあしなが育英会から送っていただいてる機

関誌を見ては、大変な状況であるにも関わらず、前を向いて

力強く生きる奨学生達や、彼ら彼女達を支えておられるご家

族の方々を知り、勇気付けられる思いがしています。コロナ

ウィルスの影響は本当に大きいですね。自分自身が感染し命

の危険があること、家族など縁者に感染を広めてしまわない

か、また経済的な影響。今後もまだ先行きが見えず不安が続

きますが、それぞれの環境の中でできることを頑張っていき

ましょう！すぐに結果には結び付かないかもしれませんが、

今する努力はきっとできるだけのことをしたという自分の納

得には結び付くと感じます。マスク、手洗い、うがい、なる

べく十分な睡眠時間、などなど。お互いの環境で頑張ってい

きましょう！

大阪府 あしながさん

男性 50 代

全国のあしながさん、実に足がながい！僕も何年かまえか

ら、募金をはじめました。自分のようなものに、お金を使う

のは、心苦しいと。いま、少しだけだが、もっとかせいで、いっ

ぱい募金ができれば！

鹿児島県 あしながさん

女性 70 代

70 歳の老婆です 70 年も生きていれば色々と有りましたで

も、何処かで色々な方に助けられて今があります。年金もい

ただけて幸せですほんのすこしですがお裾分けです夢をもっ

て生きてください若さは宝です。

神奈川県 あしながさん

女性 40 代

不安は不安を呼びます。まだ起こっていない心配ごとを考

えるより、できることをしていきましょう。困っているのは

自分だけじゃない。私もあなたも、みんなで乗り越えましょ

うね。

北海道 あしながさん

女性 60 代

勉強したいのに、コロナが邪魔をして、お母さんや学生さ

んを苦しめています。目に見えない手強い敵だけど、私たち

あしながさんも少しでも応援するから、夢をあきらめないで

前へ進んでいってくださいね。

東京都 あしながさん

男性 70 代

未来の日本で活躍する人のために全力で応援します。

広島 あしながさん

男性 60 代

今が 1 番つらい時期ですが明かりは少し差し込み始めてま

す前を向いて進みましょう。

神奈川 あしながさん

女性 40 代

数年前に子どもが生まれて、その子供がすくすく育って、

巡りめぐって人々から恩恵を受けますように、という計算高

い？願掛けのつもりで、定期的に貯金する感覚で小金ですが

募金している者です。コロナやそれ以外で大変な時ですが、

お互いなげやりにならず、ぼちぼち生きましょう！

静岡県 あしながさん

女性 50 代

いつも応援させていただいています。100 年に 1 度のパン

デミック、乗り越えて生きたいです。まだまだこれからも、

もっともっと応援します。

愛知県 あしながさん

男性 20 代

今はコロナウイルス大変ですが中には親を亡くして辛い子

達などがいる。かと思われますその様な子達に頑張ってくだ

さい心から応援しています

千葉県 あしながさん

男性 50 代

沢山の学生から声を掛けて貰ってます。私で支援できる事

はしたいと思います。

千葉県 あしながさん

女性 40 代

『全奨学生 6500 人に 15 万円』見出しの機関紙届きました。

自分の支援が届いている事を感じました。新型コロナのせい

で人生が大きく変わってしまった人がたくさんいる今。奨学

生とご家族を支えたいと思っているあしながさんがたくさん

います。希望を持ち続けてくださいね。共にがんばりましょ

う！私も応援し続けます！

東京都 あしながさん

男性 50 代

まだまだ先が見えない非常事態ですが、きっと収束する日

が来ます。微力ながら応援させてください。

兵庫県 あしながさん

男性 40 代

いつもあしなが奨学生のみなさんの前向きに生きている姿

に勇気をもらっています。

大阪府 あしながさん

男性 50 代

今、辛い時期ですよね。病気、家計、色々大変だと思いま

す。（実は私は新型コロナではありませんが、別の病気で苦

労しています）今はただ嵐が過ぎるのを待ちましょう、耐え

ましょう。そして私もたびたび落ち込んでしまっていますが、

そうではなく、先を見据えて（今を見つめてでもいいです）今、

何をすべきか、それを考えましょう。うまく言えませんが悪

いことを考えてもどうしようもないので。

東京都 あしながさん

男性 60 代

最後迄決して諦めないで下さい。

東京都 あしながさん

男性 50 代

たぶんなんとかなるはず、頑張れ！

大阪府 あしながさん

男性 40 代

僕達は、一人ではありません皆が居ます。

東京都 あしながさん

男性 70 代

未来の日本で活躍する人のために全力で応援します

広島県 あしながさん

あしながさんからの励ましの言葉

コロナウイルスに負けないで、頑張ろう娘、娘婿も、あし

なが育英会にお世話になりました、孫息子は、大学に合格し

ましたけど、オンラインで勉強、今出来る事皆で乗り切ろう。

女性 60 代 長崎県 その他

「その他」からのメッセージ

このメッセージの募集は現在も実施しておりますので、協

力していただける方は、以下のリンクをクリックしてアクセ

スできます。よろしくお願い申し上げます。
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