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暮らしナビ

　高齢者クラブには 3,000

人を超える方々が加入し

ており、趣味を楽しんだ

り、体を動かしたり、社

会貢献活動を行ったりと

自分に合った方法で日々楽しんでいます。

高齢になってもいつまでも元気でいられ

るよう、みなさんも新しく仲間になって

活動してみませんか。

　興味のある 60 歳以上の方は江別市高齢

者クラブ連合会（☎ 385-1247）へお問い合

わせください。

見積依頼のみで自宅に来てもらった業者とその場で契

約した場合は、特定商取引法の訪問販売に該当し、8日

間無条件で解約できるクーリング・オフが適用されます。たと

え工事が完了していても解約は可能です。
 消費生活センター ☎ 381-1026

トイレが詰まった。焦って

しまいスマホで検索して、

一番上に出てきた見積無料の会社

へ電話し、価格を聞いた。「行っ

てみないとわからない」と言われ、

来てもらったが原因は分からず、

「便器を外してみる」と言われた

ので、それで詰まりが解消するならと了承した。

 その後、詰まりが解消し 10 万円の請求書を出されたが、

そんなにかかると思っていなかったので、まだ支払ってい

ない。どうしたらよいか。

消費生活相談Ｑ＆Ａ

水回りの業者は慎重に選びましょう！

　高齢者クラブの紹介情報誌

は、総合社会福祉センター、

市役所介護保険課で配布して

いるほか市ホームページでも

ご覧になれます。

 高齢者クラブ連合会 ☎ 385-1247

   錦町 14-87 総合社会福祉センター内

仲間と趣味や運動を楽しみたい方

高齢者クラブに入りませんか？

　トイレの詰まりなど水回りのトラブルは解決を急ぐあま

り、スマホなどで業者を探して契約内容をよく確認せずに

依頼することが多くあります。格安で頼んだはずが、便器

を外したり、高圧洗浄や配管工事が必要などと言われ、高

額な請求を受けるトラブルが見受けられます。契約を急か

されても一旦冷静になり複数社から見積を取りましょう。

　また、日頃から自宅にラバーカップを用意したり、信頼

のおける業者を確認しておくことも必要です。な

お、江別管工事業協同組合（☎ 385-1247）では、土・

日・祝日でも緊急修繕を依頼できます。お困りの際

にご相談ください。

契約は急がず、よく検討を！

新しい仲間と
知り合いたい

経験や知識を
活かしたい

健康を保持、
増進したい

まちづくりに
参加したい

▲HPはこちら
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※都合により変更される場合があります。詳しくは北海道救急医療情報案内センター（ 0120-20-8699､ 携帯電話からは 011-221-8699）、

江別市消防本部（☎ 382-5453）までお問い合わせいただくか、新聞紙上または江別医師会のホームページでご確認ください。

日　程 内　科・小 児 科 外　科　系

8/1（日）
□友愛記念病院（内科のみ）　新栄台 46-1　☎ 383-4124
□よしなりこどもクリニック　上江別東町 44-17　☎ 391-4470

□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6

☎ 382-1111

8（日・祝）
□渓和会江別病院（内科のみ）　野幌代々木町 81-6　☎ 382-1111
□おおあさ鈴木ファミリークリニック　大麻扇町 3-4　☎ 386-5303

□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6

☎ 382-1111

9（月・振替）□大麻内視鏡内科クリニック　大麻東町 31-1　☎ 386-3366 □江別谷藤病院　幸町 22　☎ 382-5111

15（日）□アウル内科クリニック　東野幌本町 2-18　☎ 383-3456 □江別谷藤病院　幸町 22　☎ 382-5111

22（日）
□江別内科クリニック（内科のみ）　元江別本町 35-2　☎ 381-8900
■江別市立病院（小児科のみ）　若草町 6　☎ 382-5151　（診療時間 8:30～17:00）

■江別市立病院　若草町 6 ☎ 382-5151

（診療時間 8:30～翌朝 8:30）

29（日）□ささなみ内科クリニック　野幌町 66-2　☎ 382-3373 □江別谷藤病院　幸町 22　☎ 382-5111

9/5（日）
□高橋内科医院三番通りクリニック（内科のみ）　大麻ひかり町 32-1　☎ 387-7788
□あずま子ども家庭クリニック（小児科のみ）　野幌住吉町 25-10　☎ 385-2500

□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6

☎ 382-1111

休日・祝日当番病・医院（救急・急病）
【診療時間】内科・小児科 9:00 ～ 17:00/ 外科系 9:00 ～翌朝 9:00（■印の医療機関は診療時間が異なります） 江別医師会 HP

8月

9月

●北海道産婦人科救急電話相談 ＜さんぷきゅうきゅう＞

  ☎ 290-3299　（年間全日対応 19:00 ～翌朝 9:00）

●北海道小児救急電話相談　＜お子さんの急な病気やけが＞

  ☎ 232-1599 または＃ 8000（年間全日対応 19:00 ～翌朝 8:00） 電話相談

江別市夜間急病センター＜内科・小児科＞ 
診療時間19:00～翌朝 7:00（受付 18:30～翌朝 6:30)

錦町 14-5 ☎ 391-0022

※発熱感冒症状のある方は、来院前にお電話でご連絡ください。

年中無休

健康だより
えべつ市民健康づくりプラン 21

やさしい筋トレ・ストレッチと E-リズム簡単バージョン

日時　9 月 13 日㈪ 10:00 ～ 11:40

会場　青年センター（定員先着 30 名）

持ち物　上靴（必須）、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装

料金　100 円（傷害保険料を含む）

申込方法　8 月 25 日㈬～ 9月 3日㈮に電話で申し込み

主催 江別地区地域健康づくり推進員会

申込・詳細   保健センター ☎ 385-5252

　筋トレ・ストレッチでウォーミングアップ後、“E-リズム”の簡

単バージョンを学びます。リズムにのって体を動かすことで、気軽

に有酸素運動ができます。

◆参加の際のお願い

当日は必ず体温を計測し、受け付けでお知らせください。

発熱や喉の痛み、風邪症状がある場合は参加を見合わせてください。

新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止になる場合があります。

日時　① 9 月 9 日㈭、16 日㈭ 9:30 ～ 12:00

　　　② 9 月 17 日㈮、24 日㈮ 9:30 ～ 12:00

会場　①上江別自治会館（定員先着 20 名）

　　　②大麻西地区センター（定員先着 25 名）

持ち物　筆記用具、眼鏡（必要な方）、マスク、動きやすい服装

料金　無料

申込方法　8 月 2 日㈪から電話で申し込み

申込・詳細  ①江別第二地域包括支援センター ☎ 389-5420　　　

　　　　　　②大麻第一地域包括支援センター ☎ 388-5100

　いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必要な運動、栄養、

口腔ケア、認知症予防に関する知識を、専門職からの講話や実技指

導を交えて学びます。

　おおむね、65 歳以上の市民で 2 日間受講でき、過去 1 年受講歴

がない方が対象。

介護予防教室　シニアの元気アップ講座

右人差し指を左右に

振る

「何？」
2 4  

※ちょこっと手話の動画を公開しています→　

↕
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