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 消費生活センター ☎ 381-1026

　日本語で表示されたサイトでも、海外の事業者が運営し

ている場合があり、商品も海外から送られてくる、代金を

支払っても商品が届かないまま連絡が取れなくなるなど、

詐欺が疑われる通販サイトが増えています。

● 事業者名称、住所、電話番号など連絡先が明確でない

● 日本語表記が不自然　

● ブランド、メーカー品で価格が通常より極端に安価

● 個人名義のみの銀行口座への振込

　もし、支払ってしまった場合、「振り込め詐欺救済法」の

対象になる可能性があるため、警察や振込先金融機関に相

談しましょう。クレジットカードで支払った場合は、クレ

ジット会社に相談しましょう。

※令和 4 年 10 月 1日から、消費者が海外の事業者から購入

した商品が模倣品と思われる場合、その商品が知的財産を侵

害する物品に該当しないかどうか、日本の税関で調査されます。

不審に思ったら、代金の支払いはせず、購入をやめ

ましょう。その際、キャンセル画面のスクリーン

ショットを取ったり、印刷するなどして証拠を残しておき

ましょう。通信販売は特定商取引法でクーリング・オフの

対象外です。商品のキャンセル・返品・返金ルールなどに

ついて規約を確認しましょう。

公式サイトで売り切れだった靴が、他の通販サイト

に格安で出ていたので注文した。届いた確認のメー

ルは日本語表記が不自然で、支払い方法も個人名義の金融

機関口座に振り込みとなっていて不審に感じた。購入をキャ

ンセルしたほうが良いか。

注意点！

消費生活相談Ｑ＆ＡＡＡ

不審なインターネット

通販にご注意！

コロナ禍でも

受けよう !がん検診
 保健センター ☎ 385-5252

健康
ひとくち
ＭＥＭＯ

　新型コロナウイルス感染症の不安から、特定健診やがん検診の受診を控えていませんか。

　市内の死亡原因第 1 位は「がん」ですが、市のがん検診の受診者数は、コロナ禍前と比べて減少しています。この状

況が続くと、がんの早期発見が遅れ、進行がんが増える可能性があります。下のグラフと図は胃がんの例を表しています。
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※全がん協部位別臨床病期別 5 年相対生存率より胃がんの例

（2011-2013 年診断症例）
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がん検診で

発見すると

胃がん検診受診者の推移

各検診について

詳しくはこちらから →

● 検診会場や医療機関では、換気や消毒など、感染防止対策に努めています。病気を早期発見し、健康を守るため、積

極的にがん検診を受けましょう。検診結果が「詳しい（精密）検査が必要」だった場合は、必ず医療機関を受診し、必要

な検査を受けてください。市では 40 歳以上の方に胃・肺・大腸・乳がん、20 歳以上の方に子宮がん検診を実施しています。

健康×暮らしナビ
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※ちょこっと手話の動画を公開しています→　

「待つ」
4 2  

右手指の背側をあごに

当てる

※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

2/5（日）
□渓和会江別病院（内科のみ）　野幌代々木町 81-6　☎ 382-1111
□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

11（土・祝）
□ささなみ内科クリニック（乳児事前連絡必要）　野幌町 66-2　☎ 382-3373
□おおあさ鈴木ファミリークリニック　大麻扇町 3-4　☎ 386-5303

□江別谷藤病院　幸町 22-1

☎ 382-5111

12（日）
□おくの内科胃腸科クリニック（乳児事前連絡必要）　野幌町 26-12 野幌メディカルビ
ル 4階　☎ 381-0501
□ウルトラ内科小児科クリニック（小児科のみ）　大麻栄町 11-9　☎ 688-8801

□江別谷藤病院　幸町 22-1

☎ 382-5111

19（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
■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）

23（木・祝）
■平賀内科クリニック（乳児事前連絡必要） 野幌東町 26-26　☎ 382-5989　（診療時間
8:30 ～ 17:00）
□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

26（日）
□内科循環器科白樺通りクリニック（内科のみ）　野幌若葉町 40-11　☎ 383-7111
□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

□江別谷藤病院　幸町 22-1

☎ 382-5111

3/5（日）□あさひ町南大通クリニック　（乳児事前連絡必要）　朝日町 3-30　☎ 383-9816 
□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

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

2月

3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

　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 3/1 ㈬・8㈬　9:30 ～ 12:00

　　　　　② 3/6 ㈪・13 ㈪　9:30 ～ 12:00

【会　場】　①野幌公会堂　（定員 15 名）

　　　　　②保健センター　（定員 15 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】　2/1㈬から電話で申し込み。定員になり次第締め切り。　　　　　 
②江別第一地域包括支援センター ☎ 389-4144　　　　　 

無料

　新型コロナウイルスから身体を守るだけでなく、心の

健康にも目を向けていますか。コロナ禍で心の調子を崩

しやすい人はどのような人か、崩すとどのような症状が

出るのか、どうすれば予防できるのかなど、今を元気

に生きるために大切なことを心の医師がお伝えします。

【日　時】　3/11 ㈯　14:00 ～ 15:30

【講　師】　江別すずらん病院 精神科 福
ふくばしょうた

場翔太医師

【会　場】　野幌公民館（定員先着 80 名）

【申込方法】　2/7 ㈫～ 28 ㈫に保健センターに、電話

　　　　　　か直接申し込み   申込・詳細   保健センター ☎ 385-5252　 

～こころの健康づくり講演会～ 無料

申込・詳細  ①野幌第一地域包括支援センター ☎ 381-2940　　　　　　 

えべつ市民カレッジ対象講座


