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 消費生活センター ☎ 381-1026

消費生活相談Ｑ＆Ａ

　コロナ禍の影響で、収入が不安定になり、SNS の副業サ

イトを検索し詐欺的な被害に遭うケースが増加しています。

気軽な気持ちで問い合わせをしたはずが、高額な契約を迫

られ断り切れなくなって契約をしてしまい、お金がないと

断っても、簡単に稼げてすぐに元が取れるなどと偽り、消

費者金融での借金の手ほどきまでする業者もいます。クレ

ジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約はしない、

少しでも不安に感じたときは消費生活センターにご相談く

ださい。

簡単に契約をしない !

「誰でも簡単に稼げる動画配信」を SNS で見つけ興味

を持ち申し込みをした。登録料をクレジット決済し、

事業者と無料メッセージアプリで電話サポートを受けるた

めの予約をした。後日、電話で 10 万円からのサポートプラ

ンに加入すると、ひと月最低 50 万円は稼げると説明を受け

た。今、30 万円のサポートプランに人気があり、5 万円を

クレジット決済すると、あなたの枠を確保できると言われ

決済した。残りの 25 万円は、振り込みをするように言われ

たが、お金がないと伝えると、消費者金融で借りるように

言われ、限度額まで借りて支払った。サポートプランは誰

でも知っているような内容で、20 本ほど動画を配信したが

収入は 200 円だった。解約して返金して欲しい。 　
シェイクアウト訓練

・公園指定管理者 江別環境整備事業

協同組合 ☎ 381-6622

・都市建設課 公園係 ☎ 381-1045

【シェイクアウト訓練とは】

　地震の発生を想定し、訓練時刻に江別市内にいる全て

の人を対象にした一斉防災訓練です。

【訓練方法】　
　訓練開始のメールを受信したら、地震の揺れを想像し、

約 1分間その場で身を守る行動を取ってください。

8/31㈬
11:00 ～

公園内での炭・まきの使用を禁止しています。バー

べキューなどをするときは、カセットコンロや固形

燃料を使いましょう。

●

夜中に大声で話す、花火をするなど、地域の方々に

迷惑となる行為はやめましょう。

●

犬などのペットはリードをつけて散歩をし、ふんは

持ち帰りましょう。

●

水飲み台やトイレの水を洗車などに使わないでくだ

さい。

●

健康×暮らしナビ

公園を利用するときのルール

今回のケースの場合、登録料はクーリング・オフ適用

除外の通信販売になります。しかし、その後契約した

サポートプランについては電話勧誘販売に該当し、クーリング

オフが適用になります。業者には解約の意思をハガキで通知

し、クレジット会社には事情を説明した上で、支払い停止の手

続きを行いましょう。サポート契約の電話勧誘販売を認めず、

全額返金に応じない事業者もいるため、十分注意しましょう。

「誰でも簡単に稼げる」
副業や儲け話にご注意！

公園内で火気を使用する場合は、事前に問い合わせ

先へ連絡してください。

●

問い合わせ・詳細

職場や自宅などで 1分間！

詳細  危機対策・防災担当 ☎ 381-1407

【訓練開始メールの受信方法】

　「江別市防災情報提供サービス」から訓練

開始を知らせるメールを送信します。登録

していない方は、右の QR から空メールを送

信して、事前登録してください。
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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。

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

日　程 内　科・小 児 科 外　科　系

8/7（日）
□渓和会江別病院（内科のみ）　野幌代々木町 81-6　☎ 382-1111
□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

11（木・祝）
□友愛記念病院（内科のみ）　新栄台 46-1　☎ 383-4124
□松尾こどもクリニック（小児科のみ） 高砂町 25-11 江別メディカル 3階 ☎ 384-8819

□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6

☎ 382-1111

14（日）□みはらしクリニック（乳児事前連絡必要）  元江別 890-15　☎ 384-3184
□江別谷藤病院　幸町 22-1

☎ 382-5111

21（日）
□野幌病院（内科のみ）　野幌町 53-5　☎ 382-3483
■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）

28（日）□はまもと内科クリニック（乳児事前連絡必要）　上江別東町 4-27  ☎ 788-7636
□江別谷藤病院　幸町 22-1

☎ 382-5111

9/4（日）
□北町クリニック（内科のみ）大麻北町 607-2　☎ 386-2160
□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

　元気を出したい、姿勢を整えたいと思っている方にお勧め

の、イスでできるヨガです。

健康づくり教室　～イスヨガ～
えべつ市民健康づくりプラン 21

日時　9 月 9 日㈮　10:00 ～ 11:40

会場　野幌公民館　（定員 30 名）　　　　　　　

持ち物　汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装と靴

料金　100 円（傷害保険料含む）

申込方法　8 月 25 日㈭～ 9 月 1 日㈭に電話で申し込み　

申込・詳細  保健センタ－ ☎ 385-5252　 
主催 野幌地区地域健康づくり推進員会

◆参加の際のお願い

当日は必ず体温を計測し、受付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。

　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　

日時　① 9月 6日㈫・13 日㈫　9:30 ～ 12:00

　　　② 9月 15 日㈭・22 日㈭　9:30 ～ 12:00

会場　①大麻東地区センター　（定員 20 名）

　　　②豊幌地区センター　（定員 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

申込方法　8 月 1 日㈪から電話で申し込み。定員になり次第  

          締め切り。

申込・詳細  ①大麻第一地域包括支援センター ☎ 388-5100　　　　　　 ②江別第二地域包括支援センター ☎ 389-5420　　　　　 

無料

「やさしい」
3 6

※ちょこっと手話の動画を公開しています→　

両手の親指と他の４本の指先を

向かい合わせて、やさしくもむよ

うに動かしながら左右に開く
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