
 ぱちんこ依存問題相談機関   

特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク  

会員募集要項 
 

リカバリーサポート・ネットワークの目的 

リカバリーサポート・ネットワークは、ぱちんこ・パチスロの遊技に関する依存及び依存関連問題解決の支援を行

うことを目的に、全日本遊技事業協同組合連合会（全日遊連）の支援を受け、2006 年 4 月に設立されたぱちんこ

依存問題相談機関です。ぱちんこ依存問題に対し、遊技業界並びに民間や公的機関、研究・医療機関等と連携、

協力しながら、遊技利用者及び遊技問題に関係する人々への相談、啓発、予防等に関する活動を行いながら、

本問題によって生じている健康及び社会損失の防止に寄与することを目指しています。 

リカバリーサポート・ネットワークの事業 

①ぱちんこ等の遊技依存関連問題の相談 

②ぱちんこ等の遊技依存関連問題回復支援ネットワーク構築      

③ぱちんこ等の遊技依存関連問題の調査・研究 

④ぱちんこ等の遊技依存関連問題に携わる相談員養成 

⑤ぱちんこ等の遊技依存関連問題の教育および研修 

⑥ぱちんこ等の遊技依存関連問題の啓発・広報活動 

⑦ネットワークの活動実績等の報告書の作成 

⑧その他ネットワークの目的を達成するために必要な事業等 

入会のご案内 

リカバリーサポート・ネットワークは、活動趣旨・目的に賛同し、わたしたちの活動の育成・発展に協力していた 

だける個人・企業および団体の方々を入会対象としています。 

会員の種別と会費 

リカバリーサポート・ネットワーク会員には、正会員・賛助会員・特別会員の３つの会員種があります。 

①正会員 … 個人  年 3,000円     団体  年 30,000円  

リカバリーサポート・ネットワークの目的に賛同して入会した個人・企業および団体 

②賛助会員 … 個人  一口 3,000円    団体 一口 30,000円  年一口以上 

リカバリーサポート・ネットワークの目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人・企業および団体 

③特別会員 … 個人・団体  一口 1,000,000円  年一口以上 

リカバリーサポート・ネットワークの活動を援助する法人、団体または個人であって、この法人の目的遂行のた

めに望ましいと理事会において認められたもの 

会員の権利 

  正会員・賛助会員・特別会員の方々には、当法人のニューズレターをお送りさせていただきます。 

正会員の方々は、会員総会においての発言権、表決権があります。  

入会お申し込み方法 

入会を希望される方は、入会申込書を FAXまたは郵送にてお送り下さい。E-mail での申し込みも受け付けており

ます。記載内容確認後、当法人より会費振込先口座などを記載した書類をお送りします。会費の納入が確認でき

ました時点で、会員として登録いたします。申込書は、ホームページ（rsn-sakura.jp）からもダウンロードできます。 

 

 

 

 

ぱちんこ依存問題相談電話  

 

050-3541-6420 

 

月～金（祝日除く） 

10：00～16：00 

相談無料（通話料は相談者負担） 

◎ 申し込み先 

 特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 

  〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原 2丁目 9番地の 1ルボワＹＡＲＡ２Ｆ 

  ＴＥＬ＆ＦＡＸ 098-871-9671 Ｅ－ｍａｉｌ： recovery-support-net@theia.ocn.ne.jp 



特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク会費規定 

 

第１条（目 的） 

この規定は、この法人の会員がこの法人の運営および諸事業に対し有する権利および義務の詳細を明確

にするため設ける。 

 

 

第２条（会員の範囲と義務） 

この法人の会員は、定款第６条に定める種別のとおりとし、定款第８条の規定により、本規定第３条に定める

会費を納入しなければならない。 

 

第３条（会 費）  

定款第８条による会費は、次のとおりとする 

     （１）正会員     個人 年会費3,000 円 団体 年会費30,000 円。 

     （２）賛助会員   個人 年会費一口3,000 円 年一口以上。 

団体 年会費一口30,000 円 年一口以上。 

     （３）特別会員   個人・団体 年会費1,000,000 円 年一口以上。 

      

２ 年会費は、毎年７月１日より翌年６月30 日までの１カ年の会費をいう。 

 

第４条（会費の納入） 

会員は毎年当該年度の会費を年度当初の理事会開催日までに納入するものとする。ただし、年度の中途に

入会した会員は、当該年度会費を入会が認められた通知を受けた日から 30 日以内に納入するものとする。 

 

第５条 (期中入会の会費） 

正会員については、年度期中に入会した会員の会費は半期で精算するものとし、下半期の入会は半額を

納入するものとする。 

 

第６条(退会時の会費未返納）  

退会した会員の会費は年度期中であっても返納しない。 

 

第７条（役 割） 

会員は次に掲げる役割の遵守に努めなければならない。 

    (1) 正会員は総会への出席および運営への参画をすること。 

    (2) 賛助会員及び特別会員はこの法人を支援すること。 

 

第８条（特 典） 

会員はこの法人が発行する機関誌、資料などの優先的配布を受けることができる。 

 ２ 会員は、この法人が開催する集会などに優先的に参加することができる。 

 

第９条（規定の変更） 

この規定は、理事会の議決によって変更することができる。 

 

付則 

  １．この規定は法人成立の日をもって、効力を発生する。 

  ２．この規定の改廃は理事会の決定を持って行い、総会に報告するものとする。 

 



添 付 資 料          

 

《 会員の種別と会費 》 

会員には、正会員・賛助会員・特別会員の 3つの会員種別があります。 

① 正会員 … 個人 年 ３,０００円  団体 年 ３０,０００円 

   ・この法人の目的に賛同して入会した個人・企業および団体 

・会員総会においての議決権があります 

・毎月ニューズレターをお送りします 

※寄附金税制優遇制度の対象とはなりません 

 

②賛助会員 … 個人 一口 ３,０００円  団体 一口 ３０,０００円 < 年一口以上 > 

・この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人・企業および団体 

・会員総会に出席できますが、議決権はありません 

・毎月ニューズレターをお送りします 

※寄附金税制優遇制度対象   

 

③特別会員 … 個人・団体 一口 １,０００,０００円 < 年一口以上 > 

・リカバリーサポート・ネットワークの活動を援助する法人、団体または個人であって、 

この法人の目的遂行のために望ましいと理事会において認められたもの 

・会員総会に出席できますが、議決権はありません 

・毎月ニューズレターをお送りします 

※寄附金税制優遇制度対象   

 

《 会費振込先 》 ※口座名のご確認をよろしくお願いいたします。 

１）払込取扱票からのお振込   

口  座  番  号   ０１７００－９－４２５３１ 

口    座    名   特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク   

 

2）他の金融機関からのお振込     

銀   行   名   ゆうちょ銀行           金融機関 コード   ９９００ 

店        番   １７９                  預  金  種  目   当座 

店        名   一七九店 （イチナナキュウ店）   

口 座  番 号   ００４２５３１  

口座名<カナ>   トクヒ） リカバリーサポート ネットワーク    

 

 寄付金税制優遇制度のご案内     

平成 25年 12月 9日、特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワークは沖縄県の認定特

定非営利活動法人の認定を受けました。これによりご支援をいただく個人・法人の皆様には寄付金

税制優遇制度を活用することが可能となりました。詳細につきましては国税庁のホームページやお

近くの税務署または税理士へ直接ご確認くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。 

参考URL ： 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ 

http://www.nta.go.jp/


（個人用）                                          年    月    日 

 

ばちんこ依存問題相談機関  

特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 

 

会員入会申込書（個人用） 

※必要事項をご記入の上、下記事務所までＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ、もしくは郵送で送付願います。 

 

個人情報の取扱について 

１．参加申込でご提供頂いた個人情報は、当連盟の個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳密に管理

いたします。 

２．個人情報は、上記参加申込に関する事務手続きのみに使用します。 

３．個人情報は、第三者に開示、提供、預託することはありません。 

 

《お寄付振込先》

銀行名　　 ゆうちょ銀行 金融機関コード　  ９９００

店　 番　　 １７９　　　　　　 預  金  種  目　 　当 座

店   名　　 一七九店 （イチナナキュウ店）　　 口  座  番  号　   ００４２５３１

口座名　　 トクヒ）リカバリーサポート・ネットワーク  

<送付先>  

特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 

  〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原 2 丁目 9 番地の 1 ルボワＹＡＲＡ２Ｆ 

  ＴＥＬ＆ＦＡＸ 098-871-9671 Ｅ－ｍａｉｌ： recovery-support-net@theia.ocn.ne.jp  

 

個人会員種別 正会員 ・ 賛助会員   （必ず選択してください） 

※賛助会員申込の方のみ 一口 3,000 円×    口 計          円 

フリガナ 

 

氏名 

 

 

住所 
〒   -     

 

電話番号・ファックス番号  

E メールアドレス 
 

 

  

書類送付先（申し込み住所と異なる場合のみ記入ください） 

送付先の名称  



（企業・団体用）                                          年    月    日 

 

ばちんこ依存問題相談機関  

特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 

 

会員入会申込書（企業・団体用） 

※必要事項をご記入の上、下記事務所までＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ、もしくは郵送で送付願います。 

 

個人情報の取扱について 

１．参加申込でご提供頂いた個人情報は、当連盟の個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳密に管

理いたします。 

２．個人情報は、上記参加申込に関する事務手続きのみに使用します。 

３．個人情報は、第三者に開示、提供、預託することはありません。 

 

《お寄付振込先》

銀行名　　 ゆうちょ銀行 金融機関コード　  ９９００

店　 番　　 １７９　　　　　　 預  金  種  目　 　当 座

店   名　　 一七九店 （イチナナキュウ店）　　 口  座  番  号　   ００４２５３１

口座名　　 トクヒ）リカバリーサポート・ネットワーク  

<送付先>  

特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 

  〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原 2 丁目 9 番地の 1 ルボワＹＡＲＡ２Ｆ 

  ＴＥＬ＆ＦＡＸ 098-871-9671 Ｅ－ｍａｉｌ： recovery-support-net@theia.ocn.ne.jp  

 

企業・団体会員種別 正会員 ・ 賛助会員（必ず選択してください） 

※賛助会員申込の方のみ 一口 30,000 円×    口 計          円 

フリガナ 

 

企業・団体名称 

 

 

 担当者氏名 

部署：                  内線番号            

 

住所 
〒   -     

 

電話番号  

ファックス番号  

E メールアドレス  



（特別会員用）                                          年    月    日 

 

ばちんこ依存問題相談機関  

特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 

 

会員入会申込書（特別会員用） 

※必要事項をご記入の上、下記事務所までＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ、もしくは郵送で送付願います。 

 
個人情報の取扱について 

１．参加申込でご提供頂いた個人情報は、当連盟の個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳密に管
理いたします。 

２．個人情報は、上記参加申込に関する事務手続きのみに使用します。 
３．個人情報は、第三者に開示、提供、預託することはありません。 
 

《お寄付振込先》

銀行名　　 ゆうちょ銀行 金融機関コード　  ９９００

店　 番　　 １７９　　　　　　 預  金  種  目　 　当 座

店   名　　 一七九店 （イチナナキュウ店）　　 口  座  番  号　   ００４２５３１

口座名　　 トクヒ）リカバリーサポート・ネットワーク  

<送付先>  

特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 

  〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原 2 丁目 9 番地の 1 ルボワＹＡＲＡ２Ｆ 

  ＴＥＬ＆ＦＡＸ 098-871-9671 Ｅ－ｍａｉｌ： recovery-support-net@theia.ocn.ne.jp  

 

会員種別 特別会員 （ 個人 ・ 団体 ） 

申し込み口数 一口 1,000,000 円×    口 計          円 

フリガナ 

氏名 

 

 

フリガナ 

 

（団体のみ）企業・団体名称 

 

 

 （団体のみ）担当者氏名 

部署：                  内線番号            

 

住所 
〒    -     

 

電話番号  

ファックス番号  

E メールアドレス  
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