
みんなで支えよう！ 子どもたちの学び・育ち！ 
 

認定 NPO 法人リヴォルヴ学校教育研究所 

理事長 小野村 哲 

 

 私たちは「みんなちがってみんないい」をモットーに活動しています。ライズ学園に通う子は、

一人ひとりが宝物です。その可能性の芽を埋もれさせてしまうということは、単に一個人、一家庭

の問題ではなく、社会にとっても大きな損失です。 

 ライズ学園での支援を充実させるため、また、その成果を広く発信し、より豊かな子育て・子育

ち環境を実現するため、ご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

◇◇ ご支援いただくには ◇◇ 
 

１ 広報にご協力いただく 

  信頼できる人間関係を通じた情報は、大きな力となります。リヴォルヴ学校教育研究所の活動

をより多くの方々に知っていただけるよう広報にご協力ください。例えば… 

 

 (1) リヴォルヴの教材を、身近な方に紹介していただく 

 (2) イベントや教材のチラシなどを手渡しいただいたり、知り合いのお店などに置いていただく 
 

※ 実践の成果をまとめたオリジナル教材は、専門誌でも紹介されるなど高い評価を得ています。教材の

普及を通じて、つまずきに関する理解を深めることもリヴォルヴが目指すところの１つです 
 

 (3) インターネットを通じた情報発信に協力いただく 

 

        facebook facebook.com/NPO.RISE/  Twitter ＠rise_tsukuba 

       リヴォルヴ学校教育研究所からのさまざまな情報をお届けします。「いいね！」のク

リックやシェア、フォロー、コメントの書き込みをお願いします。 

         

        Youtube youtube.com/RISEproducts 

       教材紹介動画などをご覧いただけます。コメントの書き込みやチャンネル登録をお

願いします。 
 

        Amazon 

       リヴォルヴの教材を販売しています。ページシェアやコメントの書き込みをお願い

します。ご自身のブログや SNS で教材を紹介いただけば、購入数に応じて紹介料を

もらうことも可能です。 
 

        いばらき未来基金 ／Give One 

        寄付を集めるためのファンドレイジングサイトです。ページシェア、コメント書

き込みをお願いします。※「リヴォルヴ学校教育研究所」と検索してください。 
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３ リヴォルヴの教材を活用いただく 

リヴォルヴの教材は、苦手を未然に回避、軽減 

するとともに得意を伸ばします。幼稚園から大学、 

社会人にまで広く愛用されています。 
 

 

 

 

 

 

 

  例えば… 

 (1) ホームページから、または FAX 等で直接、リヴォルヴ事務局にご注文いただく 

 (2) 学会等に参加した際に移動書店スペース 96 にてご購入いただく 

 (3) Amazon.co.jp から購入いただく 

   ＊学校等では教材取扱い店にお問い合せください。一部地域では、書店店頭でも購入いただけます。 
 

４ ご寄付いただく 

   当法人に対する寄付は、所得税から最大で、寄付金額から 2,000 円を引いた額の 40％の控除

を受けることができます。例えば… 
 

 (1) 賛助会員になって直接、リヴォルヴ事務局にご寄付いただく 

     ＊別紙「入会申込書」をご利用ください。年会費 1 口 3,000 円/年～ 

 (2) 直接、リヴォルヴ事務局にご寄付いただく 

     ＊別紙「寄付申込書」をご利用ください。金額は問いません 

 (3) オンライン寄付サイトやファンドレイジングサイトからご寄付いただく 

     ＊GiveOne では、クレジットカード / ネット銀行を利用いただけます。1,000 円～ 

     ＊いばらき未来基金では、クレジットカード / コンビニ / ペイジー をご利用いただけます。 

      いばらき未来基金は、認定 NPO 法人茨城 NPO センター・コモンズが運営しています。ご寄附

は税の優遇措置の対象となります。 
 

５ リヴォルヴ債（疑似私募債）をお引き受けいただく 

   1 口 10,000 円から、金利は無利子とし償還は 2021 年 4 月から 2024 年 3 月までの間にご請

求に応じて一括または分割にて行います。詳細は別紙「リヴォルヴ債申込書」をご覧ください。 
 

６ 正会員として活動に参加いただく 

   正会員には総会での議決権があります。詳細は別紙「入会・継続・寄付申込書」をご覧くだ

さい。ライズ学園のスタッフとして参加される場合には、別に所定の手続きが必要となります。 
 

７ その他 

   私たちは同じ思いをもった非営利団体や学校、企業等との協働にも積極的に取り組んでいま

す。その他、教材開発や SNS の活用、販路開拓等に関して、パートナー企業・団体を求めてい

ます。詳細は直接ご相談ください。 

 

英単語学習アプリ 

（スマートフォン・ 

タブレット対応） 

http://manabee.dennogo.jp/products/detail.php?product_id=4
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リヴォルヴ債 申込用紙 

 

私は、認定特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所の活動趣旨に賛同し、下記のように

リヴォルヴ債（疑似私募債）の発行を申請します。 

平成   年  月  日 

氏
ふり

名
がな

  

住所  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

申し込み金額 10,000 円× 口  金額合計        円 

送金方法  □ 銀行振込   □ 郵便振込   □ 手渡し    

振込先 

銀行 

常陽銀行 研究学園都市支店 

店番 104  普通 1822778 

特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所 理事長 小野村哲（ｵﾉﾑﾗｻﾄｼ） 

郵便

局 

（郵便振替口座）口座記番号 00120-5-171173 

加入者名：特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所 

（ぱるる口座） 記号番号 10600 35657951 

加入者名：特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所 

 ※インターネットや普通口座からの入金の際にはこちらの口座をご利用ください。 
 

＊ 金利は無利子とし、償還は 2021 年 4 月から 2024 年 3 月までの間にご請求に応じて一括または

分割にて行います。2021 年 4 月には返還手続きのご案内をいたします。 

＊ 必要事項をご記入の上、下記まで FAX またはご郵送ください。 

＊ 振込の場合の振込手数料は、恐縮ですが申請者のご負担とさせていただきます。入金を確認後、

賃借契約書等を郵送させていただきます。 

＊ 手渡しをご希望の場合は、ご都合の良い日時についてお問い合わせさせていただきます。 

＊ ご住所、電話番号等に変更があった場合は、下記までご連絡ください。 

＊ その他ご不明な点は、下記までお問い合わせください。 

 

≪お問い合わせ・お申込み先≫ 認定特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所 

〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-13-3 PGR つくば千現 502 号 

TEL :029-856-8143  FAX：029-896-4035  E-mail:rise@cure.ocn.ne.jp 



リヴォルヴ学校教育研究所 入会・継続・寄付 申込書 

※ 該当する□にチェックをいれてください 

私はリヴォルヴ学校教育研究所の目的に賛同し 

                               

□ 平成   年度 正会員として       を希望します。 
 

  会費 

 

 

 

 

□ 平成   年度 賛助会員として      を希望します。 
 

  会費 

 

 

 

□ 下記金額を寄付します。□ 通常活動への寄付   
   

  金額                             円  
  

  総会資料等へのお名前掲載の可否   □ 掲載可  □ 掲載を希望しない 

 

平成   年  月  日 

 

名 前
ふりがな

                        性別 男・女 

 

住 所  〒 

                                            

 

電話番号                  FAX番号                  

 

E-mail                     

 

メルマガ配信希望  □ 希望する  □ 希望しない 
 

 

＜登録方法＞ 

 

◎ 登録用紙に必要事項を記入の上、FAXまたは郵送にてお送りください。 

◎ お申込後、裏面の振込先までご入金ください。入金確認後、受領書をお送りします。 

 ◎ 物品の寄付につきましては、お電話にてお問い合わせください。 

 ◎ ご住所等の個人情報は、法令の定めのある場合を除いて、事前のご同意をいただくことなく、

当法人からのお知らせ等以外に使用しません。 

□ 入会 

□ 継続  

□  学生  2,500円/年 

□  一般  5,000円/年 

□  団体 10,000円/年 

□ 入会 

□ 継続 

□ 個人  3,000円/年 ×  口
くち

＝       円 

□ 団体  10,000円/年 ×  口
くち

＝        円 

 



寄付金・会費のお振込先 

郵便局 

（郵便振替口座） 

口座記番号 00120-5-171173 

加入者名：特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所 

（ぱるる口座） 

記号番号 10600 35657951 

加入者名：特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所 

※インターネットからの入金や普通口座からの入金の際にはこちらの口座をご利用ください。 

銀行 

常陽銀行 研究学園都市支店 

店番１０４  普通 １８２２７７８ 

特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所 理事長 小野村哲
おのむらさとし

 

 

会員の種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊ 会員の皆様には、会報や公開講座の案内をお送りさせていただきます。 

＜お問い合わせ先＞ 

   NPO法人リヴォルヴ学校教育研究所 

   〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-13-3 パルスグランレジオつくば千現 502号 

       TEL：029-856-8143  FAX：029-896-4035 

       E-mail：rise@cure.ocn.ne.jp   HP http://rise.gr.jp/ 

 

【正会員】 

当法人の目的に賛同し、活動に参画していただける

個人または団体です。 
 

・入会に際して特に条件は定めません。 

・総会での議決権があります。 

・当法人の活動趣旨に反する行いがあった時、総会

の決定に従って除名されることがあります。 

・会費を入金いただいたその日から、１年間を会員登

録期間とします。 

・会員資格は自動的に更新されます。ただし、会費の

納入がない場合にはその資格を喪失します。 

・途中退会等の場合も一度納入された会費はお返し

できません。 
 

年会費  学生 2,500円 / 一般 5,000円 

団体 10,000円 

 

【賛助会員】 

当法人の目的に賛同し、活動に資金援助をしていた

だける個人または団体です。 
 

・入会に際して特に条件は定めません。 

・総会での議決権はありません。 

・当法人の活動趣旨に反する行いがあった時、総会

の決定に従って除名されることがあります。 

・会費を入金いただいたその日から、１年間を会員登

録期間とします。 

・会員資格は自動的に更新されます。ただし、会費の

納入がない場合にはその資格を喪失します。 

・途中退会等の場合も一度納入された会費はお返し

できません。 
 

年会費 個人 1口  3,000円 （1口以上） 

団体 1口 10,000円 （1口以上） 


