
女性

あしながさん、本当に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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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 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

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

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

いた中から一部をご紹介します。

あしながさん　１０件奨学生・保護者　１０件

奨学生・保護者からのお礼の言葉

あしながさんからの励ましの言葉

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

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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