
　家族や友人とキャンプやバーベキューを計画している方も多いでしょう！
しかし、木炭やマキに手早く火をつけるために使う着火剤で思わぬ事故が起きています。

「ゼリー状の着火剤」による事故で大やけど！

新名称について

暮らしの
安全情報

　悪質商法の事例と対処法、契約や商品選択の知識など消費生活に関する勉強会などに講師を無料で派遣してい
ます。対象は10人以上の集まりで1 団体、年1回・2時間まで利用できます。どうぞご利用ください。 

　江戸川区消費生活情報紙は、創刊時から「えぷろん」の名称で親しまれてきましたが、このたびのリニューアル
にあわせて名称を変更しました。前号で新名称を募集したところ、読者の皆様から44件のご提案をいただきまし
た。たくさんのご提案、ありがとうございました。その中から選考により、「eくらし」に決定いたしました。
　新名称の提案者（20代の男性）は、「江戸川区のアルファベットedogawaの『e』と“いいくらし”の『いい＝e』の意
味を込めました」とのことです。 
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スマートフォンって、何？

１．大きなタッチパネル画面。
　ほとんどの機種が、文字を入力するボタンが無く、画面に直接触れて入
力するタッチパネル方式になっています。指先の動きで画像や文字を自分
の見やすいサイズに拡大・縮小したり、ソフトを動かしたりできます。

注意点 タッチパネルは、指の動きに敏感に反応します。
そのため、不慣れだと文字入力しにくい面があります。

２．直接インターネットにつなげますが、セキュリティ対策も必要！
　スマートフォンは、「公衆無線ＬＡＮ（ラン）」というサービスを利用して、直接インターネットにつなぐこ
とができます。また、通信速度が携帯電話に比べて数倍高速なので、動画や音楽のやり取りなどに便利
です。

注意点 インターネット上には、コンピューターウイルスや不正なソフトが多く流れています。
このため、ウィルスや悪意あるソフトに攻撃される可能性があります。
必ず、自分でセキュリティ対策を行うことが大切です。

３． 「アプリ」で便利な機能を追加！
　スマートフォンは、メールや通話など最初から備わってる機能の他に、様々な機能（ソフト）をインター
ネットから自分の端末に取り込む(ダウンロードする)ことが出来ます。こうした追加ソフトのことを、「アプ
リ（アプリケーションソフトの略）」と呼びます。

注意点 アプリの中には、個人情報を持ち出すソフトやウィルスが組み込まれている場合が
あります。必ずセキュリティ対策を行いましょう。

着火剤には、固体のもの、チューブ入りで絞り出して使うゼリー状のものなど様々なタイプがありま
すが、事故が多いのは、メチルアルコールを主成分とした「ゼリー状の着火剤」です。 

○メチルアルコールは、揮発性が高く、引火しやすい性質があります。
   塗布してから時間をおかずに十分に離れて点火してください。 

○屋外などの明るいところでは、炎は見えにくく、燃焼中かどうか確認することが難しいことが
   ありますが、「着火剤のつぎ足し」は、絶対にしないでください。 

○着火剤を火のそばや炎天下など高温になる所には、置かないようにしてください。

   容器が破裂することがあります。 

着火剤を使用する際には、表示や注意事項をよく確認し、安全に注意しましょう！ 

注意注意注意

       

学習会に講師を派遣します！
お知らせ

バーベキューをしている途中、炎の状態が弱かったので、着火剤をつぎ足したところ、急激に炎が噴き上がり、
顔や腕にやけどをした。

バーベキューコンロに、木炭に着火剤を塗ったものを交互に重ねておいた。点火したところ爆発して、着火剤
が飛び散り、周囲にいた子どもがやけどをして入院した。
炭に火をつけ、１メートルくらい離れた所に少し残った着火剤のポリ容器を置いた。15分位経った頃、着火剤の
容器が爆発して、首と右手にやけどを負った。

　スマートフォンは、上手に利用すればとても便利な道具ですが、消費者センターには「使ってみたら、
こんなはずじゃなかった！」「解約したい」というご相談も寄せられています。
 　今回は、スマートフォンの便利な点や注意点などをご紹介します。 

まず、スマートフォンを一言で表すと、
「通話機能を組み合わせた、手のひらサイズのパソコン」です。

事例1

事例2

事例3



オンラインゲームで高額請求！！

　[生地用 ]   
　・お好み焼き粉 150g・水 150g・卵 2 個   

●材料 3～4枚分●

●作り方●

　[具材用 ]
    ・小松菜 120ｇ ・キャベツ120ｇ・とうもろこし 120ｇ・長ねぎ1/2 本
    ・かぼちゃ1/2 個・豚肉 75ｇ・シーフードミックス150ｇ
    ・油、お好み焼きソース、青のり、かつおぶし、マヨネーズなど適量　

　①小松菜は、さっとゆでて、2～3cmの長さに切る。
　②かぼちゃは、細かく乱切りにして、さっとゆでる。
　③キャベツは大きめのみじん切り、長ねぎは小口切りにし、
　　とうもろこしは粒だけにする。
　④シーフードミックスは、先に火を通しておく。
　⑤豚肉は、適当な大きさに切って準備する。
　⑥分量のお好み焼き粉をボールに入れて、水を少しずつかき混ぜながら入れる。
　　次に、卵2個を割り入れ、すばやくかき混ぜて生地の素を作る。
　⑦⑥で作った生地の素にⒶを混ぜ合わせて、熱くしたフライパンに流し、その上から
　　豚肉をのせて両面を焼く。
　⑧生地・具に充分火が通るまで焼けたら、お皿に取り分ける。お好みで、ソースや
　　マヨネーズなどの調味料をかけてできあがり！

 「地産地消」とは、生産された土地で、その土地の旬の食材をおいしく食べることです。
たとえば、江戸川区特産の小松菜など地元で採れた野菜を買って食べることが、環境にやさし
い行動となります。
　では、なぜ環境にやさしいのでしょうか。
　他の地域から運ぶ時に排出するCO2（二酸化炭素）の問題があります。トラックや飛行機な
どで輸送する際は、燃料を燃やし、地球温暖化の主な原因となるCO2が排出されます。運ぶ距
離が長いほどその排出量は多くなりますので、毎日のお買いものの中で、環境への負担が少な
い地元の食品を選ぶことで、環境にやさしい行動につながるのです。

　江戸川区の小松菜は、日本全国でも有名な特産品です。ミネラルの中の
カルシウムがたくさん含まれています。いろいろ料理に使いやすい、おいしい
野菜です。ぜひたくさん利用したいものです。
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４．その他の注意点
◎携帯電話から買い換える際、機種によってはアドレス帳(電話帳)のデータの移し替えができない場合が
　 あり ます。
◎携帯電話のワンセグや赤外線通信などの機能は、機種や基本ソフト（ＯＳ）の種類によっては、利用
      できないものもあります。
◎高機能である分、携帯電話より電池の減りが早いため、対策が必要です。

　（対策例）　①画面を必要以上に明るくしない。
　　　　　　②使わない機能はOFFにする。
　　　　　　③不要なアプリは削除する。
　　　　　　④電池パックの予備や充電器を携行する。
◎通信量が多いため、料金プランは請求額に上限がある定額制にしましょう。

◎契約プランによっては、解約すると解約料がかかる場合があります。

環境にやさしい暮らしを考えよう！
～「地産地消」を心がけましょう！～
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スマートフォンのセキュリティ対策 

①  携帯電話会社のセキュリティサービスや、市販のウィルス対策ソフトを必ず使いましょう。

②  基本ソフト(OS)を開発している会社やスマートフォンの製造メーカーが、アプリの更新ソフトを
　   配信しています。常にアップデートをし、最新の状態に保ちましょう。

③  アプリは、公式サイトなどの信頼できるサイトからダウンロードしましょう。

④  Android(アンドロイド)という名前のＯＳのスマートフォンの場合は、
      設定画面で「提供元不明のアプリ」をインストールしないようにしましょう。

⑤  アプリを取り込む際に、「アクセス許可」と表示されることがあります。
　  これは、そのアプリを使って 個人情報を入手してもよいか許可を求   
      めるものです。必ず説明をよく読み、不安なら中止してください。

こまつなくん

消費者団体のページ　★えぷろんコーナー★

　　オンラインゲームに関するトラブルが増加しています。無料ゲームでも、次のステージ
に進むために有料アイテムが必要で、次 と々購入して高額な請求になることがあります。
　小学生の子どもが使用していた携帯電話の請求金額が異常に高額だったため、使用履
歴を確認したらゲームをやっていたことが分かったなどの相談が、消費者センターに多く
寄せられており、中には請求金額が３００万円にのぼった例もあります。
　ゲームの仕組みを理解し、特にお子さんに利用させるときは、利用のルールなどを親子
でよく話し合って決めておくことが大切です。
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３． 「アプリ」で便利な機能を追加！
　スマートフォンは、メールや通話など最初から備わってる機能の他に、様々な機能（ソフト）をインター
ネットから自分の端末に取り込む(ダウンロードする)ことが出来ます。こうした追加ソフトのことを、「アプ
リ（アプリケーションソフトの略）」と呼びます。

注意点 アプリの中には、個人情報を持ち出すソフトやウィルスが組み込まれている場合が
あります。必ずセキュリティ対策を行いましょう。

着火剤には、固体のもの、チューブ入りで絞り出して使うゼリー状のものなど様々なタイプがありま
すが、事故が多いのは、メチルアルコールを主成分とした「ゼリー状の着火剤」です。 

○メチルアルコールは、揮発性が高く、引火しやすい性質があります。
   塗布してから時間をおかずに十分に離れて点火してください。 

○屋外などの明るいところでは、炎は見えにくく、燃焼中かどうか確認することが難しいことが
   ありますが、「着火剤のつぎ足し」は、絶対にしないでください。 

○着火剤を火のそばや炎天下など高温になる所には、置かないようにしてください。

   容器が破裂することがあります。 

着火剤を使用する際には、表示や注意事項をよく確認し、安全に注意しましょう！ 

注意注意注意

       

学習会に講師を派遣します！
お知らせ

バーベキューをしている途中、炎の状態が弱かったので、着火剤をつぎ足したところ、急激に炎が噴き上がり、
顔や腕にやけどをした。

バーベキューコンロに、木炭に着火剤を塗ったものを交互に重ねておいた。点火したところ爆発して、着火剤
が飛び散り、周囲にいた子どもがやけどをして入院した。
炭に火をつけ、１メートルくらい離れた所に少し残った着火剤のポリ容器を置いた。15分位経った頃、着火剤の
容器が爆発して、首と右手にやけどを負った。

　スマートフォンは、上手に利用すればとても便利な道具ですが、消費者センターには「使ってみたら、
こんなはずじゃなかった！」「解約したい」というご相談も寄せられています。
 　今回は、スマートフォンの便利な点や注意点などをご紹介します。 

まず、スマートフォンを一言で表すと、
「通話機能を組み合わせた、手のひらサイズのパソコン」です。

事例1

事例2

事例3
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