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発行：江戸川区消費者センター
〒132−0031　江戸川区松島1−38 −1 グリーンパレス１階
TEL：03−5662−7635　FAX：03−5607−1616
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/shouhisya_center/index.html

　江戸川区消費者センターでは、ホームページに区内で発生し
ている最新の消費者トラブル速報、トラブル発生時の初期対応
方法、「架空請求発信元一覧」「インターネット通販悪質サイト
一覧」「無登録で貸金業を営む悪質業者一覧」を公開しています。
ぜひご利用ください。

被害防止に役立つ情報が満載！消費者センターのホームページ

相談専用電話 03−5662−7637（月曜〜金曜 9：00〜16：00）
　　　　　　　　　　　　　　祝日、年末年始を除く

不安な時は、迷わずご相談ください！

【相談内容別上位５位】 【当事者の年代】

順位 相 談 内 容 相談件数

１ アダルトサイト料金請求 363件

２ 架空請求 309件

３ 通信販売 248件

４ 賃貸住宅 219件

５ インターネット通販詐欺 202件

60歳
以上
37％

50歳代
12％

40歳代
18％

30歳代
14％

20歳代
8％

未成年
3％

不明
8％

　消費者センターでは、専門の相談員が、消費生活のトラブルを解決する
お手伝いを電話でも面談でも・何度でも無料で行っています。

>>消費者トラブル<<

あきらめないで！　〜被害を取り戻せるかも〜
「きっと相談しても無理…。」「トラブルにあった自分も悪かったんだ…。」
とは思わずに、どんな些細な事でもまずはご相談ください。

例えば、こんな相談を受けています

◦ 消費者センターでは、相談・通報情報を
基に、ホームページやメールマガジンなど
で注意喚起しています。

◦ みなさんが苦情を事業者に伝えることで、
　 商品やサービスの改善につながることもあります！

他のみなさんの役に立つこと

契約・解約トラブル

◦訪問販売、リフォーム工事、
金融・保険、賃貸住宅の退去、
エステ、マルチ商法

インターネット・
携帯電話のトラブル
◦ワンクリック請求、迷惑メー
ル、インターネット通販、回
線契約

暮らしの中の事故

◦電子レンジでの発火、抱っこ
ひもでの事故、化粧品の身体
被害、リコール品

不安な時・困った時は相談を！不安な時・困った時は相談を！

5662−7637（月〜金曜9時〜16時）

被害金は、
勉強代では
ありません！
あきらめずに
相談してね‼

年間4,628件の相談がありました年間4,628件の相談がありました年間4,628件の相談がありました
　平成26年（１月から12月）に消費者センターが受けた相談は4，628件にの
ぼり、平成25年より146件（＋3．3％）増えました。うち、熟年者（60歳
以上）の相談は37％を占めています。
　相談内容では、熟年者を狙った契約を伴わない詐欺や、代金を支払わせて
商品を送らないインターネット通販詐欺、架空請求などが多くなっています。
また、電子マネーや新しい決済方法を利用したトラブルも多く寄せられました。

例えば、こんな相談を受けています

他のみなさんの役に立つこと



消費者団体のページ　★えぷろんコーナー★

野菜入りクレープ

消費者団体のページ　★えぷろんコーナー★

江戸川
区

消費
生活展

フェスタ

★ＡＣサークル★

　「江戸川区消費生活展」は昨年１１月１５日（土）、グリーンパレス５階で開催
されました。多くの皆様からご好評をいただいた展示や発表をご紹介します。

　グリーンパレスで毎月１回料理講習会を開催して、今年で４２年目になります。
成人式での「はたちを楽しむつどい」では手作り品を新成人に配っています。

　消費生活展では、地産地消を推奨するために、小松菜についての展示と「小松
菜入り野菜クレープ」の試食を行いました。
　クレープの生地に野菜を混ぜて焼いていますので、野菜が苦手でも
美味しく食べられます。お子様のおやつにお勧めです。
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・薄力粉　　　　　１００ｇ　　　　　　　　クレープに入れるものはお好みで
・卵　　　　　　　　　２個　　　　　　　　　ａ：ソーセージ＆サニーレタス
・砂糖　　　　　５〜２０ｇ※　　　　　　　　ｂ：スティック野菜＆マヨネーズ
・塩　　　　　　　　　少々　　　　　　　　　ｃ：ジャム
・牛乳　　２００〜２５０㎖　　　　　　　　　ｄ：バナナ＆チョコシロップ
・バター　　　　　　２０ｇ
・にんじん（すりおろし）　　　　　　　　　　※砂糖の量は取り合わせるものに
・小松菜（茹でて刻むか又はペースト状に）　　　より調節。ソーセージなどには
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少量入れる。

材料（１０枚分）

クレープ生地の作り方

仕上げ

★手作りの会あじさい★
　長年、母たちは日本人のこころ「もったいない」の思いで、着物を何度も洗い張
りし縫い直して新しい着物に甦らせてきました。
　私たちも、タンスに眠っている日本の伝統の着物や色々な思い出の着物を「自分
の手でもう一度陽のあたる場所へ」との熱き思いで、この会を発足しました。会員
は和服・洋服のリフォーム作品を年間４〜５着制作し、リフォームファッション
ショーで本人自らモデルを演じて活動の成果を発表しています。

《リフォームファッションショー風景》 《展示作品》

「あじさいの会」の活動に興味のある方は、消費者センターまでご連絡を。
【江戸川区消費者センター　電話　０３−５６６２−７６３５】

★江戸川区消費者団体連絡会★
（コープみらい江戸川区コープ会、小岩店クラブ、くらしの会）
　江戸川区消費者団体連絡会は、消費者センターに登録している３つの消費者団体
で活動しています。毎月の定例会では、テーマを持ち寄り消費者問題について学び、
研修会・企業等の見学会などを開催しています。また、本紙「ｅくらし」において、
より良い暮らしの実現に役立つ情報を提供しています。
　消費生活展では、気軽に参加できる体験コーナーを設け、資源リサイクル、食育
等について情報を発信しました。

体験コーナー

・○×クイズに挑戦
・この粉ナーニ？
・簡単和菓子（試食）
・どれだけ使っている？
　トイレットペーパー
・牛乳パックで作る箸おき

① 小麦粉をふるってボウルに入れ、中央をくぼませて卵、塩、砂糖を入れ牛乳を少しず
つ加え、泡だて器で混ぜる。布巾をかけて２０分くらいおく。

② バターは湯せんで溶かし、熱いうちに①に加える。
③ クレープ生地を２つに分け、すりおろしたにんじんや小松菜ペーストなどを加える。

① フライパンを熱してサラダ油を多めに入れてなじませ、余分な油はあけて拭き取る。
あらためてサラダ油またはバターを入れ、クレープの生地を流して全面に広げ、縁が
縮れてきたら裏返し、少し焦げ目をつけて皿にとる。

② ａ、ｂ、ｃ、ｄ　好みのものをクレープで巻く。
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