
当法人の目的、活動に賛同し賛助するために入会する団体

当法人の目的、活動に賛同し賛助するために入会する団体当法人の目的、活動に賛同し賛助するために入会する団体

当法人の目的、活動に賛同し賛助するために入会する団体 ¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000
※家庭訪問相談をご利用の方 ・・・・・・・・・・・・・・・・正会員２口以上をお願いしております。

※家庭訪問相談をご利用の方 ・・・・・・・・・・・・・・・・正会員２口以上をお願いしております。※家庭訪問相談をご利用の方 ・・・・・・・・・・・・・・・・正会員２口以上をお願いしております。

※家庭訪問相談をご利用の方 ・・・・・・・・・・・・・・・・正会員２口以上をお願いしております。

　　普通口座　１０８４７１７

　　普通口座　１０８４７１７　　普通口座　１０８４７１７

　　普通口座　１０８４７１７

４・みずほ銀行　山形支店

４・みずほ銀行　山形支店４・みずほ銀行　山形支店

４・みずほ銀行　山形支店

１・郵便振替　０２４１０－５－２２１０８

１・郵便振替　０２４１０－５－２２１０８１・郵便振替　０２４１０－５－２２１０８

１・郵便振替　０２４１０－５－２２１０８

２・

２・２・

２・ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行　１８５５０－８１３４５１１

　１８５５０－８１３４５１１　１８５５０－８１３４５１１

　１８５５０－８１３４５１１

３・山形銀行　　上山支店

３・山形銀行　　上山支店３・山形銀行　　上山支店

３・山形銀行　　上山支店

　　普通口座　９７９６１９

　　普通口座　９７９６１９　　普通口座　９７９６１９

　　普通口座　９７９６１９

各 費 用 の ご 案 内各 費 用 の ご 案 内各 費 用 の ご 案 内各 費 用 の ご 案 内

相談料

相談料相談料

相談料 １回　２時間以内

１回　２時間以内１回　２時間以内

１回　２時間以内 ¥20,000¥20,000¥20,000¥20,000

費　　目費　　目費　　目費　　目 内　　　　　容内　　　　　容内　　　　　容内　　　　　容 金　　額金　　額金　　額金　　額

平成２８年６月１日　改定

移動交通費

移動交通費移動交通費

移動交通費 センターからの相談員移動経費

センターからの相談員移動経費センターからの相談員移動経費

センターからの相談員移動経費

　車の場合

　車の場合　車の場合

　車の場合

センターからの往復距離（10ｋｍあたり）×@400円＋高速代等

センターからの往復距離（10ｋｍあたり）×@400円＋高速代等センターからの往復距離（10ｋｍあたり）×@400円＋高速代等

センターからの往復距離（10ｋｍあたり）×@400円＋高速代等

　公共交通機関の場合

　公共交通機関の場合　公共交通機関の場合

　公共交通機関の場合 実費＋１５％（２名分）

実費＋１５％（２名分）実費＋１５％（２名分）

実費＋１５％（２名分）

宿泊費

宿泊費宿泊費

宿泊費 宿泊を必要とする際の宿泊実費（２名分）

宿泊を必要とする際の宿泊実費（２名分）宿泊を必要とする際の宿泊実費（２名分）

宿泊を必要とする際の宿泊実費（２名分） ￥18,000～\26,000程度

￥18,000～\26,000程度￥18,000～\26,000程度

￥18,000～\26,000程度

費　　目費　　目費　　目費　　目 内　　　　　容内　　　　　容内　　　　　容内　　　　　容 金　　額金　　額金　　額金　　額

賛助会員

賛助会員賛助会員

賛助会員 当法人の目的、活動に賛同し賛助するために入会する個人

当法人の目的、活動に賛同し賛助するために入会する個人当法人の目的、活動に賛同し賛助するために入会する個人

当法人の目的、活動に賛同し賛助するために入会する個人 ¥6,000¥6,000¥6,000¥6,000

入寮費

入寮費入寮費

入寮費 入寮金・設備費

入寮金・設備費入寮金・設備費

入寮金・設備費 ¥150,000¥150,000¥150,000¥150,000
小学生

小学生小学生

小学生 ¥140,000¥140,000¥140,000¥140,000
（１ヶ月分）

（１ヶ月分）（１ヶ月分）

（１ヶ月分） 中学生

中学生中学生

中学生 ¥145,000¥145,000¥145,000¥145,000
○入寮時の年齢基準

○入寮時の年齢基準○入寮時の年齢基準

○入寮時の年齢基準 高校生～１９歳

高校生～１９歳高校生～１９歳

高校生～１９歳 ¥150,000¥150,000¥150,000¥150,000

生活月経費

生活月経費生活月経費

生活月経費

正会員

正会員正会員

正会員 当法人の目的、活動に賛同して入会する個人

当法人の目的、活動に賛同して入会する個人当法人の目的、活動に賛同して入会する個人

当法人の目的、活動に賛同して入会する個人 ¥12,000¥12,000¥12,000¥12,000

※注１　　１ヶ月を超える滞在となる場合は、通常の入寮扱いとして切り替えて金額計算いたします。

※注１　　１ヶ月を超える滞在となる場合は、通常の入寮扱いとして切り替えて金額計算いたします。※注１　　１ヶ月を超える滞在となる場合は、通常の入寮扱いとして切り替えて金額計算いたします。

※注１　　１ヶ月を超える滞在となる場合は、通常の入寮扱いとして切り替えて金額計算いたします。

※上記の他、海外や遠方への研修旅行等を実施する場合には別途費用が発生することもございます。

※上記の他、海外や遠方への研修旅行等を実施する場合には別途費用が発生することもございます。※上記の他、海外や遠方への研修旅行等を実施する場合には別途費用が発生することもございます。

※上記の他、海外や遠方への研修旅行等を実施する場合には別途費用が発生することもございます。

種　　別種　　別種　　別種　　別 内　　　　　容内　　　　　容内　　　　　容内　　　　　容

※通学等に関わる費用、及び就職活動やアルバイト等個別事情によりかかる交通費等の各費用は別途請求になります。

※通学等に関わる費用、及び就職活動やアルバイト等個別事情によりかかる交通費等の各費用は別途請求になります。※通学等に関わる費用、及び就職活動やアルバイト等個別事情によりかかる交通費等の各費用は別途請求になります。

※通学等に関わる費用、及び就職活動やアルバイト等個別事情によりかかる交通費等の各費用は別途請求になります。

２０歳～２９歳

２０歳～２９歳２０歳～２９歳

２０歳～２９歳 ¥155,000¥155,000¥155,000¥155,000

１ヶ月コース（２９泊３０日以内）

１ヶ月コース（２９泊３０日以内）１ヶ月コース（２９泊３０日以内）

１ヶ月コース（２９泊３０日以内） ¥200,000¥200,000¥200,000¥200,000

　休養目的も利用可

　休養目的も利用可　休養目的も利用可

　休養目的も利用可 2週間コース（１３泊１４日以内）

2週間コース（１３泊１４日以内）2週間コース（１３泊１４日以内）

2週間コース（１３泊１４日以内） ¥100,000¥100,000¥100,000¥100,000

○保護者の方による

○保護者の方による○保護者の方による

○保護者の方による 1週間コース（６泊７日以内）

1週間コース（６泊７日以内）1週間コース（６泊７日以内）

1週間コース（６泊７日以内）

¥20,000¥20,000¥20,000¥20,000

（食事は1日３食付）

（食事は1日３食付）（食事は1日３食付）

（食事は1日３食付）

※不測の事態に備える為、訪問相談は常時２名１組で行います。

※不測の事態に備える為、訪問相談は常時２名１組で行います。※不測の事態に備える為、訪問相談は常時２名１組で行います。

※不測の事態に備える為、訪問相談は常時２名１組で行います。

スキー実習費（1シーズン）

スキー実習費（1シーズン）スキー実習費（1シーズン）

スキー実習費（1シーズン） スキー用品購入費又はレンタル料・リフト代・遠征費等

スキー用品購入費又はレンタル料・リフト代・遠征費等スキー用品購入費又はレンタル料・リフト代・遠征費等

スキー用品購入費又はレンタル料・リフト代・遠征費等 ￥80,000～\200,000程度

￥80,000～\200,000程度￥80,000～\200,000程度

￥80,000～\200,000程度

生活費・お小遣い(1ヶ月）

生活費・お小遣い(1ヶ月）生活費・お小遣い(1ヶ月）

生活費・お小遣い(1ヶ月）

生活消耗品・理髪代・医療費（不足分は後日清算）・お小遣い等

生活消耗品・理髪代・医療費（不足分は後日清算）・お小遣い等生活消耗品・理髪代・医療費（不足分は後日清算）・お小遣い等

生活消耗品・理髪代・医療費（不足分は後日清算）・お小遣い等

実習費・教材費

実習費・教材費実習費・教材費

実習費・教材費 ¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000

団体賛助会員

団体賛助会員団体賛助会員

団体賛助会員

３０歳以上

３０歳以上３０歳以上

３０歳以上 ¥160,000¥160,000¥160,000¥160,000
実習費（１年度分）

実習費（１年度分）実習費（１年度分）

実習費（１年度分）

　口座名義はすべて『特定非営利活動法人

　口座名義はすべて『特定非営利活動法人　口座名義はすべて『特定非営利活動法人

　口座名義はすべて『特定非営利活動法人

いずれも１口あたりの金額です。寄付金も随時受付中。

いずれも１口あたりの金額です。寄付金も随時受付中。いずれも１口あたりの金額です。寄付金も随時受付中。

いずれも１口あたりの金額です。寄付金も随時受付中。

¥55,000¥55,000¥55,000¥55,000

短期体験コース　※注１

短期体験コース　※注１短期体験コース　※注１

短期体験コース　※注１ 2泊3日コース

2泊3日コース2泊3日コース

2泊3日コース

¥10,000¥10,000¥10,000¥10,000

¥12,000¥12,000¥12,000¥12,000来所見学・相談料

来所見学・相談料来所見学・相談料

来所見学・相談料 １回　２時間以内（要事前予約・予約のない来訪はお断り）

１回　２時間以内（要事前予約・予約のない来訪はお断り）１回　２時間以内（要事前予約・予約のない来訪はお断り）

１回　２時間以内（要事前予約・予約のない来訪はお断り）

　東北青少年自立援助センター』です

　東北青少年自立援助センター』です　東北青少年自立援助センター』です

　東北青少年自立援助センター』です

☆『蔵王いこいの里での共同生活』について、さらに詳しい

☆『蔵王いこいの里での共同生活』について、さらに詳しい☆『蔵王いこいの里での共同生活』について、さらに詳しい

☆『蔵王いこいの里での共同生活』について、さらに詳しい

　資料をご希望の方は、資料代1,000円にてお送り致します。

　資料をご希望の方は、資料代1,000円にてお送り致します。　資料をご希望の方は、資料代1,000円にてお送り致します。

　資料をご希望の方は、資料代1,000円にてお送り致します。

金　　額金　　額金　　額金　　額

※蔵王いこいの里での共同生活をご利用の方・・・・正会員３口以上をお願いしております。

※蔵王いこいの里での共同生活をご利用の方・・・・正会員３口以上をお願いしております。※蔵王いこいの里での共同生活をご利用の方・・・・正会員３口以上をお願いしております。

※蔵王いこいの里での共同生活をご利用の方・・・・正会員３口以上をお願いしております。

①①①①見学見学見学見学・・・・相談相談相談相談

②②②②家庭訪問相談家庭訪問相談家庭訪問相談家庭訪問相談

③③③③蔵王蔵王蔵王蔵王いこいのいこいのいこいのいこいの里里里里でのでのでのでの共同生活共同生活共同生活共同生活

④④④④法人年会費法人年会費法人年会費法人年会費

特定非営利活動法人

特定非営利活動法人特定非営利活動法人

特定非営利活動法人

東北青少年自立援助

東北青少年自立援助東北青少年自立援助

東北青少年自立援助センター

センターセンター

センター

蔵王

蔵王蔵王

蔵王いこいの

いこいのいこいの

いこいの里

里里

里

〒

〒〒

〒999

999999

999-

--

-3114

31143114

3114 山形県上山市永野字蔵王山

山形県上山市永野字蔵王山山形県上山市永野字蔵王山

山形県上山市永野字蔵王山２５６１

２５６１２５６１

２５６１－

－－

－１

１１

１

ＴＥＬ

ＴＥＬＴＥＬ

ＴＥＬ ０２３

０２３０２３

０２３－

－－

－６７９

６７９６７９

６７９－

－－

－４００５

４００５４００５

４００５ / 

/ / 

/ ＦＡＸ

ＦＡＸＦＡＸ

ＦＡＸ ０２３

０２３０２３

０２３－

－－

－６７３

６７３６７３

６７３－

－－

－２６１０

２６１０２６１０

２６１０

Ｅ－

Ｅ－Ｅ－

Ｅ－mail

mailmail

mail ：

：：

： ikoinosato@tohoku

ikoinosato@tohokuikoinosato@tohoku

ikoinosato@tohoku-

--

-ysc.org

ysc.orgysc.org

ysc.org

おおおお振込先振込先振込先振込先


