
あけましておめでとうございます。 

昨年の一月、一般参賀には 7 万人近い人が訪れ、日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告は

無断でレバノンに出国し、千葉県市原市にある地層が「チバニアン」と命名され、東京五輪・

パラリンピックで日本代表選手団が着用するユニフォームが発表されました。 

その後、あっという間に新型コロナウイルス一色となった 2020 年も終わり、マスクのない

日常生活がもうずっと昔のことのように思えます。自粛生活が長引けば、気も緩み慣れも生じ

ますが、気を抜かずにしっかり対策をして安心・安全に新しい年を迎えましょう。 
 

NTT ドコモは 12 月 3 日、新料金プラン「ahamo（アハモ）」を発表しました。KDDI には

「UQ mobile」、ソフトバンクには「Y！mobile」というサブブランドがありますが、ドコモ

が発表したのは「サブブランド」ではなく、ドコモ本体の新料金プラン。政府がメインブラン

ドとしての値下げを強く求めていたことを受けての料金プラン発表でしたが、これはかなり画

期的なことでした。 

▼ahamo（アハモ）の特徴は次の通りです。 

⚫ 月額 2,980 円（税別） 

⚫ 月間データ通信容量は 20GB 

⚫ 5G にも対応 

⚫ 契約期間の縛り無し。 

⚫ 国内 5 分以内かけ放題が無料。（プラス 1,000 円で完全かけ放題） 

⚫ 新規契約手数料、機種変更手数料無料。 

⚫ 申込は個人のみ、受付はオンライン限定（ドコモショップでは受付しない）。 

⚫ キャリアメールの提供は無し。 

 

新規契約者、他社から乗換の方は 2021 年 3 月からサービス提供開始。ドコモを利用中の方

には 2021 年 5 月からサービスが提供されます。 

乗り換え検討の方は、次の準備をしておくとよいでしょう。 

① 自分の通信契約の次回の更新月（解約月）を把握しておく。 

② キャリアメール（携帯電話会社のメールアドレス）だけに依存せず、G メールなどに代表

されるフリーメールが使えるようにしておく。 

③ 現在契約中の携帯電話会社の「ポイント」を把握し、早めに消化しておく。 

申し込みはオンライン限定。契約後の各種手続きも、原則としてオンラインや専用アプリで行

う仕組みです。実店舗を使わず、オンラインに特化している点から、若者をメインターゲット
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に据えたサービスだと解説する記事が多いようですが、ネットでの手続きができれば年齢は関

係ないと思います。 

教室にご相談いただければ、乗り換えのお手伝いもできます。料金を押さえたいと思う方は、

選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

今月の用語辞典にある「不在通知の SMS（ショートメール）」ですが、

そもそも犯人はなぜ私の携帯電話番号を知っているの？ どこかから個

人情報が漏れたのかしら・・・ 

たしかに名簿などが売買され、個人情報が漏れたりする場合もあります

が、電話番号は「0～9」までの番号の組み合わせです。適当な局番と

数字を組み合わせれば電話番号の出来上がりです。それも人間ではなく、

コンピューターがやればあっという間に大量の電話番号が作れるのです。

その大量の電話番号に、かたっぱしから SMS を送り付けているだけで

す。だから決して、その SMS に「間違ってますよ」」と返信したり、電話番号にかけて問い合

わせたりしてはいけません。 

反応があれば、「この電話番号は騙しやすい番号だ」と記録され、ますます詐欺のターゲット

になってしまいます。そうした SMS が来ても、とにかく無視してくださいね。 

 

 

 

「お荷物のお届けにあがりましたが、不在のため持ち

帰りました。ご確認ください。」とショートメールが入

ってきた。そういえば、買い物したっけな。。。 でも気

を付けて！それ詐欺かもしれませんよ。 

ネット詐欺の手口は、どんどん進化しています。そし

てどれも巧妙です。なかでも、宅配業者を装い住所や

連絡先を聞いてくる手口にはご注意ください。 

「下記から、住所を入力してください」「保管期限が過

ぎてしまうので連絡してください」など、いかにも心当たりがありそうなメッセージが書かれ

ていても、けっしてクリックしないでください。偽サイトへと誘導され、「セキュリティの警

告！」「あなたの情報が漏れた可能性があります！」などと脅して、不安をあおる手法です。 

「あれ、おかしい？！」と気が付けばよいのですが、あわててしまって画面の誘導に従って個

人情報を入力してしまう人がいます。入力された個人情報は売買されてしまう可能性がありま

す。 

また、「コロナ感染対策のためのアプリをダウンロードしてください」などとだまし、怪しい

アプリをインストールさせられたりする人もいます。 

年の瀬で、荷物が通常よりも行き交う時期です。不在中に荷物が届いても不思議はありません。 

しかし、宅配便大手３社、ヤマト便・日本郵便・佐川急便は、SMS（ショートメール）の不

在通知は出していません！ ぜひ覚えておきましょう。 

  

今月の質問（その 238）：なぜ犯人は私の電話を知っているのか？ 

不在通知の SMS 典 語 用 辞 



Google フォトについて Vol.11 
スマホをお使いの方も、これからの方も。パソ

コムプラザのスマホ活用アドバイザーが12回

にわたって連載記事をお届けします。 

*  *  *  *  * 

先月ご紹介した Google フォトですが、スマ

ホで撮影した写真や動画を自動的にバックア

ップしてくれる機能があります。アップロード

する時に［高画質］を選んであれば、より多く

の写真をアップロードできます。次のようにし

て、設定を確認してみましょう。 

▼画面の右上の丸（自分のイニシャルや画像が

ある）をタップし、［フォトの設定］→［バッ

クアップと同期］→［アップロードサイズ］で、

［高画質］になっているかどうか。 

▼Googleフォトには写真を見返す思い出機能

があります。数年前の今頃・・・、と昔の写真

を振り返ると意外な発見があったりします。 

一番身近なカメラであるスマホで、日常のいろ

いろなものを撮影しておくとよいでしょう。人

に見せるために撮らなくてもよいのです。生活

の記録「ライフログ」として、気軽に撮影して

おきましょう。それらが後から見返す楽しみに

変わります。 

① ［フォト］の上には、写真が「３年前」「５

年前」などとまとめられています。これは

思い出を振り返る機能で、「〇年前の今頃」

の写真をまとめてみることができます。 

② 写真が表示されたら自動で切り替わりま

す。写真の右をタップで「進む」、左をタ

ップで「戻る」、長押しで写真が止まりま

す。 

▼写真を組み合わせたコラージュも簡単に作

れます。 

① 画面の下にある［検索］は、写真を検索す

る時に役立つ機能ですが、下の方に［クリ

エイティブ］があります。 

② ［コラージュ］をタップし、［コラージュ

の作成］をタップします。 

③ 写真を２～9 枚選んで右上の［作成］を

タップすると、簡単にコラージュ作品が

できます。作成したコラージュは共有が

できます。 

写真がたくさんたまったら、ぜひ写真を見返

して楽しんでみたり、作品作りに挑戦してみ

てください。 
(パソコムプラザ 

スマホ活用アドバイザー・増田由紀)

★大人の★ 

スマホ活用術 

フォト 

右をタップで進む 

左をタップで戻る 

長押しで止まる 

検索 



 

 

 
大船 1,000 円ランチ「居酒屋 さじ。(SAJI)」 

いつもお世話になっています。今月の大船1,000

円ランチです。今回ご紹介しますのは「居酒屋 さ

じ。」さんです。場所はこちら。→→→ 

営業時間は ランチ 11:30〜14:00(LO) 

ディナー17:00〜23:00(22:00LO)です。 

ランチ限定のカレーうどん(1,000 円税込)はとても温かかったです。 
 

 

 

 

 
1,000 円講座 講座の内容 開講日時 講師 

goo ブログに 

挑戦！（1） 

goo ブログって

何？ 

今年はご一緒に挑戦してみませんか？ 

Zoom でご案内いたします。「goo ブログって何？」 

コンサポート仲間でのスタートは 2005 年!?懐かしい K

先生のオリジナル講座でした。 

ぜひ、教室 HP トップの「コンサポート仲間の新着ブログ」

をご覧ください。goo ブログの楽しみ方からアカウント取

得方法までご紹介いたします。 

1 月 12 日(火) 

13：30～14：30 
寺尾 明子 

 

 

 
明けましておめでとうございます。 

明けない夜はありません。きっと、今年はよい年になると信じ

て、いつでもチャレンジ精神を大切にしていきたいと思います。 

ということで、お題は「今年新たに始めたいこと」 

動画編集の勉強をして、YouTuber になりたい人の応援がして

みたいですね。自分でももう少し、動画を投稿してみようかな。 

<キリマンジャロ> 

明けましておめでとうございます。 

今年も皆さまとご一緒に笑い声いっぱいの時間を過ごしていき

たいと思っています。 

話す、聴く、考える、笑う、頷く、喜ぶ、悩む、楽しむ etc. リ

アルもオンラインもボーダレス！！どうぞよろしくお願いいた

します。「Live 配信」。出来たら楽しい？！一気に発達した WEB

ツールを使ってみたい！！さて、どこから？？何を使って？？

ワクワクです。 

∞～ カモミール ～∞ 

明けましておめでとうございます。 

昨年できなかったこと、やりたいこと、い～っぱい あります！ 

新たなチャレンジと問われれば、パソコンでは「ホームページ」

の勉強。プライベートでは、部屋の模様替えで DIY。できるか

な？？？ 

：：：： 抹茶 ：：：： 

最近 あっという間の 1 年間だったと思うのは日々が充実して

いたのか？時に流された生活を送っていたのか？考えさせられ

ます。 

今年から毎日 出来事、会った人や何か感想が有れば一緒にノ

ートに記録してみようと思います。特に記録を残す訳ではあり

ませんが寝る前にその日を振り返って文字を書くことで何か反

省点を見つけられたり新しい事が見つかりそうな気がします。 

それをまた年末にどんな 1 年間だったか見るのも楽しみです。 

〜エスプレッソ〜 

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたし

ます。今年はいつもそばにあるスマホで写真撮影を意識してやっ

てみようと思います。ワクワクするようなことを見つけられるよ

うな年にしたいです。 

◇ カフェオレ ◇ 

あけましておめでとうございます。 

2020 年、ニンニクと唐辛子を常備して、ペペロンチーノ、ボ

ンゴレビアンコができるようになりました。年末にはカルボナー

ラにチャレンジしてまあまあ…。と考えた時、新年のチャレンジ

と考えた時、「麺打ち」に挑戦したくなりました。以前のチャレ

ンジではうどんのつもりがすいとんになってしまったので、まず

はパスタマシンかな…。 

▲茶柱▼ 
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ら し せ お 掲示板 

新年号のお題は「今年新たに始めたいこと」です。

「1000円講座」のご案内
今月は、Zoomを使った遠隔授業で「goo ブログに挑戦！（１）」（ブログって何？）です。

お申し込みは、ホームページよりお願いいたします。

ba さんによる 

イラスト AC のイラスト 今年もよろしくお願いいたします。 

 


