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主催 江戸川区消費生活展実行委員会　共催 江戸川区

10月30日（金）午前10時〜午後３時　グリーンパレス５階

江戸川区消費生活展「eくらしフェスタ2015」

〜みなさまのご来場をお待ちしています〜

江戸川区消費者センターに登録している３団体
（コープみらい、くらしの会、小岩店クラブ）
が毎月テーマを持ち寄り研修会や企業見学会な
どの活動をしています。
消費生活展では、食育、資源リサイクルなどに
ついて、日頃の活動の成果を発表します。
　【体験しよう‼】
　　・飲料の糖度調べ
　　・新聞紙でつくるコサージュ
　　・○×クイズ
　　・この粉なあに？　米粉の和菓子試食
　　・消費者情報紙の展示

グリーンパレスで毎月１回料理講習
会を始めて４２年目になります。
成人式ではマドレーヌ1，000個を作り、
新成人に配っています。
消費生活展では、小松菜を使った
クッキーなどを作ります。
　　・サラダ小松菜の試食
　　・小松菜クッキーの試食

行政及び関係団体の出展
・東京ガス株式会社
・一般財団法人関東電気保安協会
・公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）
・江戸川区消費者センター

タンスに眠っている日本の伝統の
和服や思い出の着物をリフォームし
ています。
消費生活展では、製作者がモデルと
なりファッションショーで日頃の
成果を発表します。
　・リフォームファッションショー
　　「古い和服が大変身‼」※午後1時〜
　・手作り小物品の展示
　・サプライズ：小物品をゲット！

江戸川区消費者団体連絡会 Ａ．Ｃサークル

手作りの会あじさい

少子高齢化が進み、お一人もしくはご夫婦だけで暮らす高齢者世帯が増えています。
それに伴い、高齢者を狙った消費者トラブルも後を絶ちません。
悪質業者は高齢者を狙っています。地域の皆さんの見守りで、高齢者の消費者被害を
防ぎましょう。

平成２６年度の消費者センター
への相談件数は４，６８４件に
及びました。
このうち、契約当事者が６０歳
以上の相談件数は、全体の約４割を占めています。
江戸川区消費者センターでは、昨年度より「くす
のきクラブ」さんのご協力をいただき、リズム
運動会場にて消費者被害未然防止の啓発を行って
います。
　（昨年度は１４７会場、４，３６７人が参加）
今年も、６月より　リズム運動会場にお伺いし、
悪質業者を「撃退（げきたい）しましょう」と
注意喚起をしています。

くすのきリズム運動会場への出張啓発

一人ぐらしの高齢者の方が住み慣れた
地域で安心して暮らせることができる
よう活動している団体です。
（江戸川区消費者センター登録団体）
現在、４２名の会員で、江戸川１丁目、
２丁目地区と東篠崎都営団地の３ヶ所
で高齢者等のお宅を訪問しての「みま
もり活動」と閉じこもり防止を含め寄り
添える場所としての「地域のお茶の間」
を月１回開催しています。

江戸川みまもり隊の活動紹介

◎どこへでも伺います
小・中学校、ＰＴＡなどの学校関係、町会・
自治会、くすのきクラブなど１０人以上集まる
地域の学習会へ講師を派遣します。
◎希望の講演内容・時間
若い世代に多い通信販売のトラブルや熟年者に
多い訪問販売など、暮らしの中で役立つ情報を
お話しいたします。
（講演時間は30分〜２時間の範囲で調整）
（講演例）・悪質商法の手口や対処方法
　　　　　・契約についての基礎知識
　　　　　・通信販売の上手な利用方法など
◎申込み方法
　　消費者センターにお電話ください。

◦講師派遣制度
消費者センターの事業案内、悪質商法
への注意喚起、製品事故情報、暮らし
の情報などを随時発信しています。
Ｅメールで直接情報をお届けいたしま
す。登録は当消費者センターホーム
ページより簡単に手続きができます。
　昨年度の情報発信回数　８９回

消費者被害未然防止のための注意情報
などに加え、「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」
などの情報を提供しています。

◦江戸川区メ―ルマガジン

◦ホームページの活用

ご活用ください

江戸川区消費生活展「eくらしフェスタ2015」
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　　　 10年以上前に
購入した扇風機を深夜に
使用した。1時間後、たまたま

目が覚めて扇風機を見たら、

モーター部分から火を
噴いていた。（60歳代　男性）

夏野菜と小松菜を使ったキーマカレーのレシピ

　料理を通じて、食べ物の大切さやお店での食材選び、食品表示のことを親子で楽しく学んで
いただこうと、８月７日（金）グリーンパレス料理講習室にて、夏休み親子料理教室が開かれ
ました。
　当日は、申込者多数の中で、抽選で当選した小学生と保護者２１組４３名が参加しました。
　メニューは、夏を元気に過ごしていただこうと、栄養素がいっぱいの夏野菜に江戸川区特産
の小松菜を使ったキーマカレーとタコス風ナン、簡単チーズケーキを作りました。

江戸川区消費生活情報紙「ｅくらし」第150号　2015年9月 江戸川区消費生活情報紙「ｅくらし」第150号　2015年9月

① すべての野菜をみじん切りにします。
② フライパンを温めて、１／３のマーガリンを入れ、にんじんとかぼちゃを炒め、火が通っ
たら、炒めた野菜をお皿にとり、フライパンを洗います。

③ 大きめの鍋に１／３のマーガリンを入れ、にんにく、しょうがを炒めてから、玉ねぎを
炒めます。

④ ③に、なす、トマトを入れ炒め、さらに残りのマーガリンを入れて合挽き肉を加えてよ
く炒めます。

⑤ 肉に火が通ったら、お皿に取っておいたにんじんとかぼちゃを④に入れてよく混ぜます。
⑥ ⑤に、細かく砕いたカレーと固形ブイヨンを入れ、弱火で焦がさないように混ぜます。
⑦ 最後に、ピーマンと小松菜を入れて、混ぜたら火を止めます。
⑧ ケチャップとウスターソースで、味を調えます。

材料４人分

夏休み親子料理教室 親子43名が参加 賑わいました。
主催　江戸川区消費者団体連絡会

小松菜 1/2束 玉ねぎ 中1個 なす 1個 合挽き肉 200ｇ

トマト 1個 にんじん 1/2本 かぼちゃ 1/24個 ピーマン 1個

しょうが 1/6個 ニンニク 1かけ マーガリン 25ｇ カレールー 45ｇ

固形ブイヨン 1個半 ケチャップ 適量 ウスターソース 適量

不安な時は、迷わず消費者センターにご相談ください。不安な時は、迷わず消費者センターにご相談ください。

相談電話番号　５６６２－７６３７（直通）
相談時間　月〜金曜日　午前９時〜午後４時

◎土曜・日曜日でお急ぎの方は、
全国消費者ホットライン「１８８」番をご利用ください。

相談電話番号　５６６２－７６３７（直通）
相談時間　月〜金曜日　午前９時〜午後４時

事例1

　　　 30年前に購入し
たルームエアコンを送風
機能で使ったら、送風口から

黒煙が出た。その後、エア
コンの下部から火が出た
ので水をかけて消した。

（70歳代　女性）

事例2

気をつけてね

見守るくん

●家電製品等は長期間の使用や保有による経年劣化で、発煙や
発火などの危険な状態が起きることがあります。不具合が
　発生したら、使用をやめてコンセントから電源プラグを抜き、
販売店やメーカーに相談しましょう。

●同じ製品でも、使用状況や環境により劣化が早く進む場合が
あります。電源コードや家電製品のまわりは、こまめに掃除
して自分でもチェックしましょう。

●部品の保有期間が過ぎると修理はできなくなります。家電
　製品は修理をすれば永久に使えるわけではありません。

（資料提供　独立行政法人国民生活センター）

夏休み親子料理教室 親子43名が参加 賑わいました。

▲親子で奮闘！会場内は終始賑やか。 ▲料理後は、おいしくカレーをいただきました。

長期間使用している
家電の発火に注意　
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への注意喚起、製品事故情報、暮らし
の情報などを随時発信しています。
Ｅメールで直接情報をお届けいたしま
す。登録は当消費者センターホーム
ページより簡単に手続きができます。
　昨年度の情報発信回数　８９回

消費者被害未然防止のための注意情報
などに加え、「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」
などの情報を提供しています。

◦江戸川区メ―ルマガジン

◦ホームページの活用

ご活用ください

江戸川区消費生活展「eくらしフェスタ2015」

◦講師派遣制度 ◦江戸川区メ―ルマガジン

◦ホームページの活用

高齢者の消費者被害は地域の見守りで防ぎましょう。高齢者の消費者被害は地域の見守りで防ぎましょう。

10月30日（金）午前10時〜午後３時　グリーンパレス５階


