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スマホの通信料金
お悩みではありませんか ?

(c)1999 Atsugi City Multimedia Volunteer
〒243－0021 厚木市岡田 3050 情報プラザ Tel 046－220－2711

皆さんの中にはスマホやタブレットをお持ちの方もいら
っしゃると思いますが、インターネットにつなぐときはど
うしていますか？
ケータイからスマホに買い替えた方もいらっしゃると思
います。ケータイの時は携帯電話会社の通信回線(LTE/3G)
だけを使っていましたが、スマホになるとそういうわけに
はいかなくなります。
というのもスマホというのはケータイよりもパソコンに
似ています。OS(Android, iOS)のアップデートやアプリの
アップデート、セキュリティソフトの更新などが頻繁に行
われているので、携帯電話会社の通信回線だけでは料金が
高くなる場合があります。
どうしたらよいか、今回は無線 LAN (Wi-Fi) を利用した活
用術をご紹介します。

自宅でも ！
すでに自宅でパソコンを使って Wi-Fi でインターネットを
見ている方は、スマホでも自宅の Wi-Fi を使うことができ
ます。
パソコンを Wi-Fi につないだのと同じ方法でよいのです
が、スマホの設定メニューの中から Wi-Fi の設定を見つけ
Wi-Fi 機器 (ルーター)に書いてあるSSID＊を選んでセキュ
リティキーを設定するだけで OK です。
スマホを Wi-Fi につなぐと、インターネットを見られるだ
けではありません。Wi-Fi 接続されているプリンタでスマ
ホの写真などを印刷できます。また、レコーダーに記録し
たテレビ番組をスマホで見ることもできます。

旅先や外出先でも ！！
LAN ケーブルを使わなくても、それと同じような使い方が
できる便利な Wi-Fi ですが、自宅だけでなく旅行などの外
出先でも利用可能なんです。
そのひとつに宿泊先のホテルなどで利用できる場合があり
ます。最近のホテルは国内外問わず Wi-Fi が無料で使える
ところが非常に多くなってきています。フロントや部屋の
案内で提供している SSID＊とパスワードで利用できます。
多くの PC・タブレットやスマホの「設定」画面の Wi-Fi 設
定で SSID＊を見つけたら、パスワードを使って接続して利
用します。これでホテルの部屋でも、家で利用しているの
とほぼ変わらない環境で利用することができます。
（※通信
速度は異なる場合があります）
他にも空港や主要駅・大手コンビニ・コーヒーショップ・フ
ァミレス、今のシーズンならスキー場でも無料の Wi-Fi を
利用することができます。
設定はホテルの時と同じで、それぞれの SSID＊とパスワー
ドで接続するだけです。
通信会社の SIM が無いタイプで、外では使えないと思って
いたタブレットでも、これで有効に使えることができます
ね。
＊

SSID= Service Set Identifier 無線 LAN（Wi-Fi）におけ
るアクセスポイントの名称

♪ セキュリティも配慮し、安全に使いましょう ♪
無料の Wi-Fi を利用するには注意も必要です。
特に SSID のリスト上で暗号化が「None」となっている、または
表示などの Wi-Fi につなげる場合は、セキュリティ対
策がされていない状態なので、端末（パソコンやタブレット）への不正アクセスにより情報が搾取されたり、ウィルスに感
染したりする危険性があるということを忘れずに利用ください。
安全に使用するためには、できるだけ「WPA」＊ または
表示のあるものを利用しましょう。
そして、次のことを必ず守るようにしましょう。
 より信頼できる Wi-Fi のみを使用する。
 外出先では個人を特定できる情報（クレジットカード No.や各種の ID、パスワードなど）は入力しないようにする。
また勝手につながってしまわないよう、外出先では Wi-Fi 機能を OFF にしておき、利用する時には意識して利用するように
しましょう。とはいえ、とても便利なことには変わりありません。出先のどこで Wi-Fi が利用可能か、お出かけ前にぜひチ
*
ェックしてみてください。
WPA= Wi-Fi Protected Access 無線 LAN の暗号化方式
の規格
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マルボラのホームページ

マルボラからのご案内

→

マルボラの講座や手ほどきはすべて無料です。
場所は、情報プラザです。

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

「初心者のためのパソコン講座」と「パソコンの手ほどき」は、開催月の前月 1 日から電話で受け付けています。
電話予約の時に「マルボラのパソコン講座」
、
「マルボラの手ほど
き」とお伝えください。一回ごとのお申し込みとなります。
申込後のキャンセルは、早めに連絡をして下さい。

≪申し込みは電話で、情報プラザへ≫

日 時：毎週木曜日と土曜日の 10 時～12 時
定 員：木曜日 10 名、土曜日４名(４回まで)
手ほどきは、希望する内容を受講希望者のレベルに合わ
せてマルボラが個別レッスンを行います。
また２～３名のグループレッスンも可能です。

：０４６-２２０-２７１１

＊５回以上の受講希望者は、希望受講日の前日に電話申し込みをして下さ
い。定員に余裕がある場合は対応いたします。

日 時：毎週土曜日の 10 時～12 時
定 員：16 名 (何回でも受講できます)

木曜の実習教室（連続基礎講座）

これからパソコンを始めようと考えている方が、基礎的
な操作方法を学ぶための講座です。

講座日程

２月

３月

４月

文書作成
（応用）

(表の活用)

(名刺)

(文書の体裁)

４日

４日

１日

パソコンの基礎

11 日

11 日

８日

インターネット

18 日

18 日

15 日

(現金出納帳)

(基礎)

(予定表)

25 日

25 日

22 日

表計算

パソコンの手ほどき

日 時：木曜日の 10 時～12 時（不定期）
定 員：６名 (開講日に連続して出席できる方)
市販のテキスト（受講者は最寄りの書店でテキストを購
入していただきます）を使用して、ワードやエクセルの
基礎をしっかり学びます。
＊内容と申し込み受付開始日は、ポスター等でお知ら
せ・開講初日の 3 週間前を予定しています。

質問・相談コーナー
日 時：毎週土曜日の 10 時～12 時
予約は不要です。質問・相談など（15 分程度）がある場
合には、直接おいでください。

※4 月 29 日(土)は、お休みです。

マルボラは、情報プラザでの活動の他に一年に数回厚木市内の公民館で活動しています。
・お助け隊（昨年実績 4 回）:
ご自分のパソコンやタブレットを持ってきてもらい、「質問・相談」に対応しました。
・公民館講座（昨年実績 1 回）:
ご自分のパソコンで、旅のしおり作成やインターネットショッピング体験を行いました。
情報プラザになかなか行けないという方は、ぜひ公民館での活動もチェックしてみてください。

パソコンをお持ちであれば、プリンタをお持ちの方も多い
かと思いますが、プリンタのインクが切れた時、みなさん
はどうなさっていますか？
私は印刷する際コンビニなどを利用していてプリンタを持
っていなかったのですが、4 ヶ月ほど前にプリンタを購入
して使用しました。そのプリンタが先日インク切れを起こ
しまして、インクを買いに家電量販店に行ったのですが、
メーカー純正品と純正品ではない対応品があり迷ってしま
いました。対応品を使うと機械そのものに影響はないの
か？でも純正品は高い！

マルボラ会員募集中！ご興味のある方ならどなたでも OK

色々迷っていると店員さんが来てくれたので、不安になっ
ていることを話してみました。
すると店員さん曰く、純正品ではないものを使って故障し
たとき、そのインクが原因ならメーカー保証を受けられな
い（説明書にあるかも知れませんがあまり読まないので）
とのこと。それは困る。ということで純正品に手を伸ばし
かけたところ、「購入されてどのぐらい経ちますか？」と
言われたので、4 ヶ月だと答えるとメーカー保証が切れる
までは純正品が良いが、「対応品でもこういうのもありま
すよ」と差し出してくれたインクのパッケージには、メー
カー保証切れから 5 年間その対応品が原因で故障した場合
保証してくれるとの記載が。
今ではこんなものもあるのかと感心してしまいました。ま
た見事に不安を消してくれた店員さんにも感謝です。みな
さんもインクを買う際にちょっと気にかけてみてくださ
い。(N2)

連絡はホームページからお願いします。
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