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暮らしナビ

ホームタンクの点検を！
灯油漏れを防ぐために…

　灯油漏れが起こると、汚染土砂の処理や下水道管の清

掃などに多額の費用が必要となる場合があり、ホームタ

ンクの所有者など事故の「原因者」の全額負担になります。

必ず点検を行いましょう。  環境課 ☎ 381-1019

□ 灯油タンク点検項目

□ 家の周りで灯油の臭いがしないか、油量が急激に減っ
   ていないか

□ 油量計のカバーは割れていないか、ゲージが滑らか
   に動くか

□ 接合部からの灯油漏れはないか、水抜きバルブの緩   
   みはないか

□ 送油管の折れ曲がりはないか、老朽化していないか

□ ストレーナーカップにひび割れや緩みはないか

□ 給油時に灯油がこぼれていなかったか

▼送油管▼▼送油管送油管
▲油量計（ゲージ）

▲ストレーナーカップ

水抜きバルブ▲

接合部

▼送油管

　インターネット上に「ダイエット食品が 500 円で購

入できる」という広告があり、注文し代金を支払い

ました。その後、スマートフォンに「2 回目 4,000 円」との

配送予定が入り、調べると 4 回の定期購入であることがわ

かりました。広告には定期購入の表示は無かったと思うの

で、2 回目の商品が届いたら受け取りを拒否していいでしょ

うか。

　近年、健康食品や化粧品などをスマートフォンで注文しト

ラブルになるケースが増えています。

　今回の相談のように、初回が安価で 2回目以降は数回の定

期購入になっていることが多くあります。

　今回、当センターで広告を確認したところ、定期購入の表

示はありましたが、分かりにくい表示でしたので事業者に申

し出をし、今回に限り 2回目の商品は送料消費者負担で返品

することで解約に応じてくれました。

　通信販売には特定商取引法で広告規制があり、事業者の

連絡先、返品の可否や条件を消費者にわかりやすく表示しな

ければなりません。

　また、商品の購入が 2 回以上継続する、いわゆる定期購

入契約の場合は、申し込み画面や確認画面に定期購入であ

る旨と、金額、商品の引き渡し回数、商品代金の総額などの

条件を記載しなければなりません。商品を注文する場合は、

申し込みの最終画面で定期購入になっていないかしっかり

と確認し、申し込み画面や確認画面を保存して自分がどのよ

うな契約をしたかを残しておくことが重要です。

 消費生活センター ☎ 381-1026

Ｑ

Ａ

～ インターネットでの買い物は内容をしっかり確認！～

購入の内容が分かりやすく表示されているか

確認しましょう！

点線部分を
チェック！

点線部分を
チェック！

▼

拡大図

✓ 

注文

1 回だけの購入？

定期購入？
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市内団体

とよほろ 130 年

記念誌刊行のお知らせ

　豊幌の 130 年にあた

り、記念事業としてユ

ベオツ書房代表 藤倉徹

夫氏執筆で「とよほろ

平成の 30 年」を刊行し

ました。詳しくは下記へ

お問い合わせください。

詳細：豊幌両自治会

連絡協議会（豊幌地

区センター内） ☎ 380-1002

  フリーマーケット出店者募集

日 時：11/24、12/8 い

ずれも日曜日 11:00 ～

15:00  会場：市民会

館 ホワイエ・小ホー

ル（高砂町 6）  対象：

アマチュアに限る　申

込・詳細：開催日の 10 日前必着で往復ハ

ガキ、ファクス、メールで申し込み。日

本リサイクルネットワーク・えべつ （高砂

町 11-10） ☎・ FA X 385-2917 E-mail=nrn-

ebetsu@river.ocn.ne.jp

こねっと 15 周年記念

 フェスティバル

　札幌大谷短大保育課の学生による「に

こにこ音楽隊」と「人形劇団コロポック

ル」で音楽と人形劇を楽しみませんか。申

し込み不要、直接会場へ。  日時：11/30 ㈯

13:00～15:00  会場：野幌公民館  詳細：

子ども文化ネットワーク・江別（高木）

☎ 383-4733

年賀状を筆ペンで美しく

　手軽な筆ペンで年賀状を

書いてみませんか。参加者

の名前のお手本をご用意し

ます。持ち物不要。  日時：

11/16 ㈯ 10:00 ～ 12:00（受

付は 9:30 から）  会場：野幌公民館  参加

料：500 円  講師：日本習字 師範 田崎弥

みんなのひろば

法は各大学に問い

合わせ。市民カレッ

ジの詳細は講座一

覧（市ホームペー

ジ・公民館で配布）をご覧ください。  

詳細：生涯学習課 ☎ 381-1062

　  酪農学園大学（文京台緑町 582）

     詳細 /社会連携センター地域連携課

     ☎ 388-4131 FA X 387-2805

▶獣医の卵たちによる

勉強会（前編）

▶獣医の卵たちによる

勉強会（後編）

▶思春期の子育て支援講座その 2 ①思春

期・青年期の発達障害と個性の理解

▶「聖書」に学ぶ生きるヒント

▶裏千家茶道教室 11 月コース（全 4回）

▶人が集えば文殊の知恵袋講座【11 月度】

デビューの頃の美空ひばりと万城目正

▶人が集えば文殊の知恵袋講座【12 月度】

モニュメント創作に込める想い…！ ※会

場は野幌公民館（野幌町 13-6）

▶公開講座 組織の再生と破壊

▶公開講座 音が甦る「リズム」音楽のエネ

ルギー、リズムを知ろ

う！ ※会場は札幌円

山キャンパス（札幌市

中央区南 1西 2-1-1）

　  北海道情報大学（西野幌 59-2）

　   詳細 /通信教育学部事務部

     ☎ 385-4427 FA X 385-1074

      
Email=hiukouza@do-johodai.ac.jp

  
   

     ☎

▶スティーブ・ジョブズのスタンフォード

大学におけるスピーチ

   江別消費者協会

  詳細/☎ 381-1026   

▶創立 50 周年記念 第 48 回江別消費者大会 

北海道大学名誉教授 理学博士 鈴木章氏に

よる講演「ノーベル化学賞への道 私のこ

ども時代」※会場は市民会館（高砂町 6）

1月号の掲載依頼は11月20日㈬まで

※1月7日以降の内容が対象。紙面の都合で掲載できない場合あり 

生  定員：先着 20 名  申込・詳細：11/15

㈮までに江別生涯学習インストラクターの

会事務局（松山）☎・ FA X 383-5751 へ。※

留守番電話に名前と電話番号を必ず入れて

ください。折り返しのご連絡で受付完了。

公共機関

  税を考えるクイズ大会

　楽しみながら税の知識を深めることを目

的としたクイズ大会。団体戦と個人戦を行

います。筆記用具持参。参加者全員に参加

賞、成績優秀者には江別の特産品などの賞

品を用意してお待ちしています。  

日時：11/13 ㈬ 16:00～17:50

会場：市民会館小ホール（高

砂町 6）  申込・詳細：11/6

㈬までに電話で。 札幌東法

人会江別支部（江別商工会議

所内） ☎ 382-3121

野幌自然休養林（野幌森林公園）

風倒被害木処理を行います

　平成 30 年の台風 21 号による野幌自然休

養林（野幌森林公園）風倒被害木の処理は

平成 31 年度（令和元年度）冬期間に行う

予定です。具体的な箇所、期間、立ち入り

規制などについては石狩森林

管理署のホームページで改め

てお知らせします。 詳細：石

狩森林管理署 ☎ 622-5111

北海道後期高齢者医療制度

広域計画に関する住民意見募集

　「第 3 次北海道後期高齢者医療広域連合

広域計画（改正原案）」について 12/6 ㈮～

R2/1/6 ㈪の間、みなさんからのご意見を

募集します。資料及び募集要項は 12/6 ㈮

以降に北海道後期高齢者医療広域連合の

ホームページから入手、または

市役所医療助成課で配布しま

す。 詳細：北海道後期高齢者

医療広域連合 ☎ 290-5601

市民カレッジ

　市民カレッジは市と市内 4大学の連携で

開催する市民向けの講座です。申し込み方

      北 翔 大 学（文京台 23）
      詳細 /地域連携センター

       ☎ 387-3939 FA X 387-3746

      
Email=kouzacen@hokusho-u.ac.jp

無 料

無 料

▲HPはこちら

▲HPはこちら

▲HPはこちら

387-2805

創立 50 周年記念 第 48 回江別消費者大会 


