直接申込者限定
ふるさと納税
返礼品カタログ
ふるさと納税を直接町にお申込みいただ
いた皆様に、感謝の気持ちを込めてふるさと
の特産品を送らせていただきます。
なお、次のふるさと納税サイトからのお申
し込みも可能です（各サイト限定の返礼品も
ございます）。ぜひご覧ください。

令和４年５月

付与ポイントについて

寄附金 5,000 円につき１ポイント付与します。
（例：30,000 円＝６ポイント）
※
※

ポイントは繰り越すことができません。
付与ポイント及び返礼品交換に必要なポイントは予告なく変更することがあります。あらかじ
めご了承ください。

直接申込者特典

特典①

「広報いずもざき」をお届け

ふるさと出雲崎の情報提供として、寄附された月から翌年の３月号まで
を希望者に送付します。

特典②

新米お届け便

当町は、１等米比率で県内１位に輝いたこともあるほど米の優良産地！
そんな出雲崎産コシヒカリ新米獲れたてをご賞味いただきたく、些少なが
らお届けします。
※ 前年度 10 万円以上ご寄附いただいた方が対象となります。
※ 数量は、寄附金額により異なります。
※ 発送は、10 月下旬から 11 月頃になります。
返礼品一覧(賞味期限について、特に記載のない場合は製造日からの期日になります)
９月～６月期間限定品

９月～６月期間限定品

冷蔵

冷蔵

浜焼きサバ
必要ポイント：１

９月～６月期間限定品

浜焼きイカ
必要ポイント：１

冷蔵

浜焼き赤魚
必要ポイント：１

串に刺した魚を、炭火で焼く浜焼き。 串に刺した魚を、炭火で焼く浜焼き。 串に刺した魚を、炭火で焼く浜焼き。
温めた直す時は、グリルやトースター

イカは、加熱し過ぎると硬くなりがち 再加熱は、電子レンジでラップをし

で軽くあぶり直すか電子レンジでラ

なので、短時間の再加熱がおすすめ。 て短時間がおすすめ。

ップせずに短時間がおすすめ。

■内容量

■内容量
浜焼きサバ(3 本)
■賞味期限
３日

浜焼きイカ(2 本)
■賞味期限
３日

■内容量
浜焼き赤魚(2 本)
■賞味期限
３日

９月～６月期間限定品

９月～６月期間限定品

冷蔵

冷蔵

浜焼き地カレイ

浜焼きアナゴ

さざえの炊込みご飯の素

必要ポイント：１

必要ポイント：１

必要ポイント：１

串に刺した魚を、炭火で焼く浜焼き。 この地方独特の郷土のお味、アナゴ。 いに しえ より おめ で た いと きのご

品切中

馳走 とし て食 され た 「 さざ えの炊

季節によって、獲れる口細カレイや赤

独特のほろ苦さと風味は、一度ハマる

カレイなどを焼いています(種類は指

とクセになります。皮も軟骨も丸ごと き込みご飯」。出雲崎漁港で水揚げ

定できません)。再加熱は、電子レン

全部食べられます。寿司ネタのアナゴ され たさ ざえ を使 用 し 、無 添加に

ジでラップをして短時間がおすすめ。 とは、全く違うお魚です。

こだわり作り上げました。

■内容量

■内容量

■内容量

浜焼き地カレイ(2 本)

浜焼きアナゴ(2 本)

■賞味期限

■賞味期限

３日

３日

さざえの炊込みご飯の素(2 合用)
■賞味期限
パッケージ裏左下に記載

冷蔵

海産物Ａセット
必要ポイント：１

梅酒
必要ポイント：１

海の幸たっぷりの、ごはんがすすむセ

出雲崎町釜谷産の梅を使用し、酒蔵の ■内容量

ット。

「にいがたの名工」杜氏が仕込む本格 良寛牛乳(200ml×2)、良寛コーヒー

■内容量

梅酒。良く冷やしてストレートやロッ (200ml×2)、良寛ヨーグルト(100g×

鱈 の 親 子 漬 (150g) 、 鱈 の 子 塩 辛

良寛牛乳セット
必要ポイント：１

ク、炭酸水やお湯割りなどお好みの飲

3)、良寛低脂肪ふんわりヨーグルト

(100g)

み方でお召し上がりください。

(100g×3)、良寛牛乳ぷりん(70g×3)

■賞味期限

■内容量

鱈の親子漬(30 日)、鱈の子塩辛(60
日)

梅酒(720ml)

■賞味期限
良寛牛乳(8 日)、良寛ｺｰﾋｰ(10 日)、
良寛ﾖｰｸﾞﾙﾄ・低脂肪ふんわりﾖｰｸﾞﾙ
ﾄ・良寛牛乳ﾌﾟﾘﾝ(14 日)

冷蔵

冷蔵

良寛牛乳詰め合わせＡ－４
必要ポイント：１

良寛牛乳詰め合わせＡ－５
必要ポイント：１

紙風船陸の生き物セット
必要ポイント：１

■内容量

■内容量

海の荒れる冬場の漁業に変わる仕事

良 寛 牛 乳(200ml × 2)、 良 寛 ｺ ｰ ﾋ ｰ

良 寛 牛 乳 (200ml × 6) 、 良 寛 ｺ ｰ ﾋ ｰ

として 1919 年から紙ふうせん作りが

(200ml×2)、良寛ﾖｰｸﾞﾙﾄ(100g×

(200ml×6)

始まり、今ではそのほとんどが出雲崎

3)、良寛低脂肪ふんわりﾖｰｸﾞﾙﾄ

町で作られています。

(100g×3)、良寛ﾌﾟﾘﾝ(80g×3)

■内容量

■賞味期限
良寛牛乳(8 日)、良寛ｺｰﾋｰ(10 日)、

■賞味期限
良寛牛乳(8 日)、良寛ｺｰﾋｰ(10 日)

良寛ﾖｰｸﾞﾙﾄ・低脂肪ﾖｰｸﾞﾙﾄ・良寛ﾌﾟ

ときお便り(18cm)、てんとう虫ﾚﾀｰｾ
ｯﾄ(14cm×2)、かぶと虫ﾚﾀｰｾｯﾄ(14cm×
3)、ねこ(30cm、14cm)

ﾘﾝ(14 日)

紙風船泳ぐ生き物セット
必要ポイント：１

新ブランド米「出雲崎の輝き」
出雲崎産コシヒカリ５kg
海の荒れる冬場の漁業に変わる仕事 必要ポイント：２

出雲崎産コシヒカリ５kg
必要ポイント：２

として 1919 年から紙ふうせん作りが

安心・安全への取り組みとして、通常

た特別栽培米。堆肥を鋤き込んだの土

始まり、今ではそのほとんどが出雲

の特別栽培米の栽培基準よりさらに

壌と沢から湧き出る清水で育てられ

崎町で作られています。

厳しい栽培基準で栽培された出雲崎

た出雲崎産米は、うま味・粘り・香り、

■内容量

産コシヒカリ・新ブランド米「出雲崎

すべてにおいて優秀なお米です。

の輝き」をぜひご賞味ください。

■内容量

お絵かきくらげ(21cm、18cm)、1 羽
ペ ン ギ ン (18cm)、 し おり ｾ ｯ ﾄ ( 金 魚
18cm、
ふぐ 14cm、
たこ 14cm ほか 2 枚)、
おめで鯛(21cm ほか 1 枚)

■内容量
出雲崎産コシヒカリ精米(5kg)
■賞味期限
1 か月程度を推奨

農林水産省新ガイドラインに基づい

出雲崎産コシヒカリ精米(5kg)
■賞味期限
1 か月程度を推奨

冷蔵

冷凍

冷凍

【新潟ブランドいちご】越後姫
必要ポイント：２

オリジナルジェラート
必要ポイント：２

いちごのコンフィチュール
必要ポイント：２

果肉がやわらかく、甘くて酸味の少な

新潟ブランド越後姫のドライいちご

出雲崎いちご畑で栽培した越後姫を使

いジューシーな「越後姫」
。県外流通

のチップをジャージー牛乳のアイス

用した
「いちごのコンフィチュール（ジ

が少ない幻のブランドいちごをこの

に練り込んだジェラートで、さっぱり

ャム）
」です。着色料、香料、保存料が

機会にご賞味ください。

した味に仕上げました。

無添加で、大きないちごの果肉が入っ

■内容量

■内容量

ています。

品切中

出雲崎産越後姫(約 400g×2)
■賞味期限

ジェラート(90ml×8)

■内容量

■賞味期限

約5日

コンフィチュール(100g×3)

約 6 か月

■賞味期限
約1年

冷凍

冷凍

冷蔵

ｵﾘｼﾞﾅﾙｼﾞｪﾗｰﾄ＆ｺﾝﾌｨﾁｭｰﾙｾｯﾄ
必要ポイント：２

ｵﾘｼﾞﾅﾙｼﾞｪﾗｰﾄ＆ﾄﾞﾗｲいちごｾｯﾄ
必要ポイント：２

海産物Ｂセット
必要ポイント：２

新潟ブランド越後姫のドライいちご

新潟ブランド越後姫のドライいちご

海の幸たっぷりの、ごはんがすすむセ

のチップをジャージー牛乳のアイス

のチップをジャージー牛乳のアイス

ット。

に練り込んだジェラートといちごの

に練り込んだジェラートと越後姫ド

■内容量

コンフィチュールのセットです。

ライいちごのセットです。

鱈の親子漬(150g×2)、鱈の子塩辛

■内容量

■内容量

(100g)

ジェラート(90ml×5)

ジェラート(90ml×5)

コンフィチュール(100g×1)

ドライいちご(30g×3 個)

■賞味期限
ジェラート：約 6 か月
コンフィチュール：約 1 年

■賞味期限
約 6 か月

■賞味期限
鱈の親子漬(30 日)、鱈の子塩辛
(60 日)

冷蔵
冷蔵

笹だんご

良寛牛乳詰め合わせＡ－３

【２冊を選べます】絵本作家・悠夢「惑

必要ポイント：２

必要ポイント：２

星エサラグーン」シリーズ２冊セット

良質な米によもぎの新芽の柔らかな

■内容量

必要ポイント：２

部分のみを摘んだものを使用、北海道

良寛牛乳(200ml、1l)、良寛ｺｰﾋｰ

小豆の豊かな香りをそのままに炊い

(200ml、1l)、良寛ﾖｰｸﾞﾙﾄ(100g×3)、 シリーズの４作品からお好きな２作品

た餡を包み、ひとつひとつ手づくりで

良寛低脂肪ふんわりﾖｰｸﾞﾙﾄ(100g×

を選んでいただき、寄附者様にお届け

おだんごにしています。

3)、良寛ﾌﾟﾘﾝ(80g×3)

します。

■内容量

■賞味期限

笹だんご(10 個)
■賞味期限
集荷日+4 日

絵本作家・悠夢「惑星エサラグーン」

■作品（２作品を選んでください）

良寛牛乳(8 日)、良寛ｺｰﾋｰ(10 日)、

・へにーにょさんの帽子

良寛ﾖｰｸﾞﾙﾄ・低脂肪ﾖｰｸﾞﾙﾄ・良寛ﾌﾟ

・大きなかぶらさん

ﾘﾝ(14 日)

・黄金の街
・めじうむさまのお祭り

冷凍

良寛そのまんま
牛乳アイス（１２個）

冷凍

冷凍

良寛そのまんま
コーヒーアイス（１２個）

良寛そのまんま
コーヒー牛乳アイス（１２個）

必要ポイント：３

必要ポイント：３

必要ポイント：３

生乳の風味を残し、うまみとコクのあ

コーヒー豆から濃縮エキスを抽出し、 良寛コーヒーをアイス用テイストとし

る濃厚な味わいに仕上げたアイスで

たっぷりと使用しています。

て原材料配分をしていますので、ミル

す。良質な低温殺菌牛乳をアイスにし

コーヒーの苦みとコクが楽しめるビ

クのコクと良寛コーヒーのやわらかな

て、濃厚で上質な牛乳を
「そのまんま」 ターなテイストとなっており、大人向 苦みをご堪能いただけます。
お届けします。ご自宅用はもちろん、 けのアイスです。

お子様からお年寄りまで老若男女問わ

贈答品としてもご利用いただけます。

ずお召し上がりください。

■内容：牛乳アイス 90ml×12

■内容：コーヒーアイス 90ml×12

■内容：コーヒー牛乳アイス 90ml×12

冷凍
良寛そのまんまアイスセット（１２個）

良寛牛乳詰め合わせＡ－２

必要ポイント：３

必要ポイント：４

良寛牛乳の「そのまんまアイスシリー

■内容量

ズ」が勢揃い！

良寛牛乳(200ml×3、1l)、低温殺菌牛乳(1000ml)、良寛ｺｰﾋｰ(200ml×3、1l)、

牛乳アイスから大人向けのビターコ

良寛ﾖｰｸﾞﾙﾄ(100g×3)、低脂肪ﾖｰｸﾞﾙﾄ(100g×3)、良寛生乳 100%ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ

ーヒーまで、３種類の味を一気に楽し

(1kg)、良寛ﾌﾟﾘﾝ(80g×3)、良寛牛乳ぷりん(70g×3)

めるセットです。ご家族、ご友人とシ

■賞味期限

ェアしながらお楽しみください。
■内容

牛乳アイス 90ml×4

良寛牛乳(8 日)、良寛ｺｰﾋｰ(10 日)、低温殺菌牛乳(5 日(消費期限))、良寛ﾖ
ｰｸﾞﾙﾄ・低脂肪ﾖｰｸﾞﾙﾄ・ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ・ﾌﾟﾘﾝ・牛乳ぷりん(14 日)

コーヒーアイス 90ml×4
コーヒー牛乳アイス 90ml×4

冷蔵

出雲崎産コシヒカリ１０kg
必要ポイント：４

笹だんご・ちまきセット
必要ポイント：４

もずくめん
必要ポイント：４

農林水産省新ガイドラインに基づい

人気の笹だんごと地元産コガネモチ

出雲崎の名産でもあるもずくを練り

た特別栽培米。堆肥を鋤き込んだの土

を 100%使用した手づくりの三角ちま

こんだもずく麺。

壌と沢から湧き出る清水で育てられ

きのセット。

■内容量

た出雲崎産米は、うま味・粘り・香り、 ■内容量
すべてにおいて優秀なお米です。

笹だんご(10 個)、三角ちまき(10

■内容量

個)

出雲崎産コシヒカリ精米(5kg×2)
■賞味期限
1 か月程度を推奨

■賞味期限
集荷日+4 日

もずく麺(300g×10)
■賞味期限
もずく麺(12 か月)

冷蔵

冷蔵

海産物Ｃセット

出雲崎セットＣ－２

絵本作家・悠夢「惑星エサラグーン」

必要ポイント：４

必要ポイント：４

シリーズ４冊セット

■内容量

■内容量

必要ポイント：４

鱈の親子漬(150g×2)、鱈の子塩辛

鱈 の 親 子 漬 (150g) 、 鱈 の 子 塩 辛

(100g)、鱈でんぶ(80g)、味付もずく

(100g)、味付もずく(140g)、鱈でん シリーズの４作品をセットでお届け

(140g×2)

ぶ(80g)、もずく麺(300g×2)

■賞味期限

■賞味期限

絵本作家・悠夢「惑星エサラグーン」
します。
■作品（４作品セットとなります）

鱈の親子漬(30 日)、鱈の子塩辛(60

鱈の親子漬(30 日)、鱈の子塩辛（60

・へにーにょさんの帽子

日)、鱈でんぶ(30 日)、味付もずく

日）
、味付もずく(30 日)、鱈でんぶ

・大きなかぶらさん

(30 日)

(30 日)、もずく麺(12 か月)

・黄金の街
・めじうむさまのお祭り

【良寛シルク】まゆ坊
必要ポイント：４

【良寛シルク】まゆごこち
必要ポイント：４

【良寛シルク】立体カラーマスク

天然無着色の厳選シルク糸を使用し

天然無着色の厳選シルク糸を使用し

”やさしさ・和み・いやし”の良寛シ

ています。手にしっかりフィットして

ています。手の中にスッポリ、首筋、 ルクで作ったカラー立体マスクです。

握っているだけでお肌すべすべ、絹鳴

お顔のマッサージに。握っているだけ

り効果で心身ともに癒されます。

で絹鳴り効果心身ともに癒されます。 使い捨てではありませんので、管理、

■内容

■内容

まゆ坊 1 個(マークは白、黄、黄緑、
ピンクからお選びください。)

まゆごこち 1 個(ロゴマークは白、

必要ポイント：４

手作業で特殊ニット編みしています。
使用方法をお守りいただければ長期
間使用することが可能です。

黄、黄緑、ピンクからお選びいただく

■内容 立体カラーマスク １個

ことができます。)

（オフホワイト・ライトブルー・ライ
トピンクから１色お選びください。
）

【良寛シルク】ベビーミトン
必要ポイント：５

【良寛シルク】ベビーソックス
必要ポイント：５

出雲崎産米「新之助」10kg
必要ポイント：５

天然無着色の厳選シルク糸を使用し

天然無着色の厳選シルク糸を使用し

大粒で甘みとコク、
粘りも強く冷めて

ています。良寛さんが子供に触れた優

ています。良寛さんが子供に触れた優 も硬くなりにくい美味しいお米。水を

しさと温かさを、一本のシルク生地糸

しさと温かさを、一本のシルク生地糸 多めに炊くともっちり感が強く、逆に

に込め、すべて手作業で仕上げまし

に込め、すべて手作業で仕上げまし

水を少なめに炊くとしっかりとした

た。

た。

食感に炊き上がります。

■内容

■内容

■内容量

赤ちゃん用ミトン

赤ちゃん用ソックス

出雲崎産米新之助(5kg×2)
■賞味期限
1 か月程度を推奨

冷蔵
冷蔵

良寛牛乳詰め合わせＡ－１
必要ポイント：６

海産物Ｄセット
必要ポイント：６

■内容量

■内容量

良寛牛乳(200ml×3、1l)、良寛低温殺菌牛乳(1l)、良寛ｺｰﾋｰ(200ml×3、1l)、良寛ﾖｰｸﾞ

鱈の親子漬(150g×2)、鱈の子塩辛

ﾙﾄ(100g×3)、低脂肪ﾖｰｸﾞﾙﾄ(100g×3)、良寛生乳 100%ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ(1kg×2)、良寛ﾌﾟﾘﾝ

(100g)、鱈でんぶ(80g×2)、味付も

(80g×3)、良寛牛乳ぷりん(70g×3)、良寛ｱｯﾌﾟﾙｾﾞﾘｰ(70g×3)、良寛ｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ(70g×3)、

ずく(140g×2)

良寛ｸﾞﾚｰﾌﾟｾﾞﾘｰ(70g×3)

■賞味期限

■賞味期限
鱈の親子漬(30 日)、鱈の子塩辛(60

良寛牛乳(8 日)、良寛低温殺菌牛乳（5 日（消費期限）
）
、良寛ｺｰﾋｰ(10 日)、低温殺菌牛

日)、鱈でんぶ(30 日)、味付もずく

乳(5 日(消費期限))良寛ﾖｰｸﾞﾙﾄ・低脂肪ﾖｰｸﾞﾙﾄ・ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ・ﾌﾟﾘﾝ・牛乳ぷりん(14 日)、

(30 日)

良寛ゼリー(21 日)

【良寛シルク】ベビー帽子

大新潟カントリークラブ出雲崎 大新潟カントリークラブ出雲崎

必要ポイント：６

コース平日１名食事付プレー券
天然無着色の厳選シルク糸を使用し 必要ポイント：６

コース平日２名食事付プレー券
必要ポイント：１０

ています。良寛さんが子供に触れた優

日本海を眼下に遠く佐渡までを眺望

日本海を眼下に遠く佐渡までを眺望

しさと温かさを、一本のシルク生地糸

できる美しい自然環境が自慢のコー

できる美しい自然環境が自慢のコー

に込め、すべて手作業で仕上げまし

スです。

スです。

た。

■内容

■内容

■内容
赤ちゃん用帽子

大新潟カントリークラブ出雲崎コ

大新潟カントリークラブ出雲崎コ

ース平日 1 名利用券 1 枚（発行日

ース平日２名利用券 1 枚（発行日よ

より１年間有効）

り１年間有効）

【良寛シルク】
ベビーまくら＆まくらカバー
必要ポイント：１０

手作り猫ちぐら S サイズ
必要ポイント：１２

手作り猫ちぐら M サイズ
必要ポイント：２０

猫好き必見！新潟県出雲崎町の田ん

猫好き必見！新潟県出雲崎町の田ん

天然無着色の厳選シルク糸を使用し

ぼで丹精込めて育てられた古代米の

ぼで丹精込めて育てられた古代米の

ています。良寛さんが子供に触れた優

「わら」を原料に使用して作りまし

「わら」を原料に使用して作りまし

しさと温かさを、一本のシルク生地糸

た！すべてが手作りです！

た！すべてが手作りです！

に込め、すべて手作業で仕上げまし

S サイズですが子猫用ではなく、大人 一般的な猫ちぐらのサイズです。

た。

猫ちゃん用のぴったりサイズです。

■内容

※納期まで３か月程度かかります。

赤ちゃん用まくら＆まくらカバー

※納期まで３か月程度かかります。

■内容

■内容

手作り猫ちぐら S サイズ １個

手作り猫ちぐら M サイズ １個

空き家見守りサービス・１年間 手作り猫ちぐら L サイズ
（基本プラン A）
必要ポイント：３０

折りたたみちゃぶ台（直径 80cm）
必要ポイント：３０

必要ポイント：２２

猫好き必見！L サイズは猫ちゃんも

気軽にたたんで持ち運べる、ちゃぶ

１年間、空き家を地元の警備会社がパ

のびのびでき、仲良し同士で入ること 台型のローテーブル。米杉材を使用、

トロール（見守り）するサービスです。 も可能。大きい猫ちゃんにぴったりで

水に強く、木の香りが楽しめます。

（㈱中越建設・新潟県公安委員会認定

す。新潟県産の天空米のわらを使用。 ※天然木のため、色味、木目、節の配

第 46000368 号）

入口は熊本県産のい草を編んでおり

■内容

ます。すべてが手作りです！

・建物外観の定期パトロール、玄関ま

※納期まで３か月程度かかります。

わりの清掃：２か月に１回（年６回） ■内容
定期報告書の送付：年１回

手作り猫ちぐら L サイズ １個

空き家見守りサービス・１年間 【良寛シルク】
（基本プラン B）
ベビーセット
必要ポイント：４４
必要ポイント：６６
１年間、空き家を地元の警備会社がパ

置などに個体差があります。
※汚れは放置しておくと染みになり
やすいですので、できるだけ早め
に拭き取りをしてください。
※納品まで６か月程度かかります

空き家見守りサービス・１年間
（がっちりプラン）
必要ポイント：７４

天然無着色の厳選シルク糸を使用し、 １年間、空き家を地元の警備会社が

トロール（見守り）するサービスです。 すべて手作業で仕上げました。

パトロール（見守り）するサービスで

（㈱中越建設・新潟県公安委員会認定

す。
（㈱中越建設・新潟県公安委員会

■内容

第 46000368 号）

ベビーミトン

認定 第 46000368 号）

■内容

ベビーソックス

■内容

建物外観の定期パトロール、玄関まわ

ベビー帽子

基本プラン B に加えて、換気等の実

り）の清掃等：毎月１回（年１２回）

ベビーまくら（まくらカバー付き） 施、雨漏りやカビ発生等の確認、郵便

ドローンによる屋根点検：年１回

ブランケット（90×70）

物等の確認：毎月１回（年１２回）

定期報告書の送付：年１回

ベビーケープ

定期報告書の送付：年２回

ふるさと定期便（１２か月）

車椅子「座助（シート青）」１台

必要ポイント：１００

必要ポイント：２００

常にふるさと出雲崎を感じていただ

車輪が開き車いすの乗り降りが三方

きたく、出雲崎の特産品を詰めた「ふ

向、前方・左右からできるため、介助

るさと定期便」を１年間毎月お届けし

者が広い面からの移動の手助けが出

ます。

来ます。タイヤはパンク・空気漏れ等

内容は、到着してからのお楽しみにな

メンテナンス不要のイーザを使用。シ

ります。

ート通気性・クッション性あり、水洗
い OK。耐重量 100kg。1 年間保証付。
■納期
約３ヶ月（オーダーメイド製品）

出雲崎産・えご草
必要ポイント：１
えご草を使ってつくる「えご」は、出
雲崎町の郷土料理。弾力があり、もち
もちした食感が楽しめます。
「えご草（海藻）」を乾燥した状態で
お送りします。
えご草を使って作る「えご」の作り方
（レシピ）も一緒に送付いたします。
■内容量
えご草：100g

寄附金をお寄せいただく方法（直接申込の場合）

①

「ふるさと出雲崎応援寄附金申込書」による寄附申込
・申込書は、電話などでご請求いただくか、町ホームページからダウンロードしてください。
・申込書は、郵送、ＦＡＸもしくはメールにて受付いたします。

②

寄附金のお振込み
申込書を確認後、必要書類等（払込取扱票又は専用口座番号の通知）を送付させていただき
ますので、振込をお願いいたします。
１．郵便局から払込取扱票を使用して払込

…

手数料はかかりません。

２．銀行口座に振込
① 第四北越銀行出雲崎支店から払込取扱票に記載されている振込先口座に払込
…

手数料はかかりません。

② 第四北越銀行出雲崎支店以外から払込取扱票に記載されている振込先口座に払込
…

手数料は寄附者のご負担となります。

３．下記へ現金書留による送付
〒949-4392

…

郵送料は寄附者のご負担となります。

新潟県三島郡出雲崎町大字川西 140 番地
出雲崎町会計管理者

宛

４．直接町役場に持参

寄附金の使い道

１．子 育 て：妊娠、出産、子育てへの支援
２．福

など

祉：高齢者、障がい者福祉の推進、健康増進への取り組み など

３．産業・観光：農林水産業、商工業への支援、観光振興に関する取り組み
４．教

など

育：公設学習塾の運営、未来を担う子ども達への支援 など

５．歴史・文化：良寛記念館等の文化・歴史施設の運営、文化財の保存・活用
６．まちづくり：防災対策の強化、移住対策、地域活性化に関する取り組み

など
など

７．町長におまかせ

お申込み・お問合せ

〒949-4392
新潟県三島郡出雲崎町大字川西 140 番地
TEL 0258-78-2290（直通）
FAX 0258-78-4483
E-mail kikakuk@town.izumozaki.niigata.jp

