▲講師に教わり切り絵に夢中

こちらは消費生活センターです！
インターネットの旅行予約は契約条件を確認！
パソコンやスマートフォン等、オンライ
ンで便利に旅行を予約することができ
るウェブサイトの利用が増加しています。
旅行予約サイトを利用すれば、いつでも
手軽にホテルや航空券などを予約でき
る反面、店舗での予約とは異なり、トラ
ブルも発生しています。
インターネットで
の旅行予約は契約条件等自分でよく確
認しましょう。
◇事例
インターネットで海外航空券の申し込
みをしたが行けなくなった。
キャンセルを
したいが電 話もつながらず、メールを
送っても返信が来ない。
インターネットで４か月先の海外のホ
テルを予約した。
翌日キャンセルしたが、
高額な解約料を請求された。
◇消費者へのアドバイス
インターネットでの旅行予約は店舗で
の予約と異なり、
対面で詳しく説明を受
けることができません。利用規約等をよ
く読み、
予約内容やキャンセル、
変更など
の契約条件は、
申し込みの前に自分でよ
く確かめる必要があります。
サイト運営事業者の基本情報（事業
者の名称、事業者の住所は日本国内か

海外か、事業者の代表者・責任者の名
前、
日本の旅行業の登録有無等）
や顧客
対応窓口への問い合わせ手段（電話・
メール等）を確認し、海外事業者が運営
するサイトの場合は日本語対応の可否
等も調べましょう。
申込時には、契約相手は、契約によっ
て異なる
（サイト運営事業者、
他の旅行会
社、航空会社、ホテル等）場合があるた
め、誰との契約なのか、予約内容の画面
をよく確認しましょう。
予約後は予約確認
メールをすぐ確認することが大切です。
不測の事態に備えて、
予約内容を確認
できる画面（予約確認メールやマイペー
ジ等）
を印刷・保管し、
旅行に携行すると
ともに、
精算が完了し旅行が終わるまで
保管しましょう。
〈参考〉国民生活センター 見守り新鮮
情報より
◇市消費生活相談
▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮
10時〜12時、
13時〜16時
▶会場＝中央公民館１階相談室
▶相談電話＝０４７５
（７０）
０３４４
地域づくり課市民協働推進班
☎０４７５
（７０）
０３４２
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ポテトフライ︑
かき氷に舌鼓︒

また︑切り絵教室も開かれ︑

◆ねんきんネットを活用しませんか◆
ねんきんネットは、
インターネットを活用して年金加入記録の照会、
年金見込額の試算、
持ち主の分からない記録の検索など年金に関する便利なサービスを利用することができ
ます。
なお、
届出書の作成やスマートフォンにも対応していますので、
ぜひ、
ご活用ください。
※インターネット環境が整備されていない方は、市役所または年金事務所で本人確認の
上、
年金加入記録をお渡しできます。
URL http://www.nenkin.go.jp/n̲net/

子供たちは︑花や動物を型ど

▶対象＝①〜④の条件をすべて満たす方
①国内に住所を有する60歳〜65歳未満の方
②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けて
いない方
③20〜60歳までの保険料の納付月数が
４８０月未満の方
④厚生年金・共済組合に加入していない方
▶保険料＝月額16,340円
（平成30年度）
※納付方法は原則口座振替となります。
▶手続方法＝年金手帳、
口座振替を希望す
る金融機関の通帳・届出印、
本人確認でき
るものを持参の上、
市民課で手続きしてくだ
さい。
申・ 千葉年金事務所
□
☎０４３
（２４２）
６３２０
市民課高齢者医療年金班
☎０４７５
（７０）
０３３６

☎０４７５
︵７２︶
８８９７

の整備と︑自生する海浜植

国民年金の老齢基礎年金額は、満額
779,300円（平成30年度）となっていま
す。これは、20歳から60歳までの40年間
（480月）の国民年金保険料を完納してい
ることが必要となります。
昭和61年３月以前のサラリーマン世帯
の専業主婦や平成３年３月以前の学生の
方は、国民年金への加入が本人の意思で
決められていました。国民年金に加入して
いなかった期間や、
やむを得ない事情によ
り保険料を納められなかった期間は、
それ
に応じて年金額も少なくなります。
そのため、本人の申し出により60歳〜
65歳未満の５年間、保険料を納めること
で、65歳から受け取れる老齢基礎年金を
増やすことができる「任意加入制度」があ
ります。

緒にボランティアとして働い
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◇街資源再興プロジェクト会
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30

15

なお︑﹁子ども食堂﹂は８

19

▲みんなで食べればおいしさ倍増
を使いました︒

17

シーな﹁日替わりランチ﹂を

ハマボウフウ特産品化プロジ

務局︵まちサポ︶

13

員急募！
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の作成︑飲食の手配等︑空い
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主催している団体です︒第

日㈯ 時〜 時
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知って観て︑ ㎞を歩く会を

ている時間をできることから

ガス事業課 ☎０４７５
（７２）
１１３１

回目を 月 日㈯に開催する

（供給しているガス種は12Aです。）

ぐるっと大網 ㎞ウォーク

を供給しています。

お手伝いしていただける方を

環境にもやさしい県産天然ガス

予定です︒

市営ガスは、家計にも

☎０８０
︵４１５８︶
８０１１

・ガス漏れ複合型警報器を設置しましょう。

実行委員会／佐々木

・器具接続口に
合った正しい
接続具を使用
しましょう。

募集しています︒定例会は次

・ガスを使用するときは
必ず換気をしましょう。

の日程で開催しています︒

「つい」、
「うっかり」などでガスの事故は発生します。ガ
スを使用する一人ひとりが注意をすることで、事故のない
快適な暮らしを実現しましょう。
詳 細 は（ 一 社 ）日 本 ガ ス 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.gas.or.jp/）でご確認ください。

パソコンを得意とする方︑

（９月１日〜 11 月 30 日）

コースの設置︑コースマップ

「ガスと暮らしの安心」運動

無料で試食できる特典付きで

特産品化のホームページでは︑

▲特産品化ホーム
ページのＱＲコード

−

当
※団体は白里海岸での環境

活動内容がわかりやすく掲載

◇ 新しい仲間を募集しています！

▲夏休みに開催した子ども食堂の
ボランティアの皆さん

で検索してください︒

「男女共同参画社会」
と聞いて何を思いますか。
「男のくせ
に」
「女なのに」
ではなく、
性別に関係なく自分らしく生きられ
る社会であること。
市の男女共同参画計画の基本理念にも
「男女がともに認
め合い、支え合い、個性と能力を発揮できる社会」とありま
す。
もしも、
家庭内や仕事によるストレスを抱えて悩むような
事があれば、ひとりで抱えないで、周りの信頼できる方にご
相談をしましょう。
悩みを話すだけでも、
すっきりしますよ。
一度きりのあなた
の人生です。
自分らしく輝きましょう！
千葉県では、
女性・男性それぞれに専門の相談窓口があり
ます。
▶女性専用＝04
（7140）
8605（㈫〜㈰9時30分〜16時）
▶男性専用＝043
（285）
0231（㈫・㈬16時〜20時）
大網白里ひまわりねっと事務局 ☎０４７５
（７２）
８２７８
地域づくり課市民協働推進班 ☎０４７５
（７０）
０３４２

す︒介護・福祉に関する相談

地域の皆さんで楽しいひと

されています︒ぜひご覧くだ

市内の豊かな自然と文化を

男女共同参画だより ⑨

をすることも可能です︒

ときを過ごしませんか︒ご来

さい︒﹁大網ハマボウフウ﹂

〜ともに輝く社会を目指して〜
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