ロッカーの鍵掛け忘れ

ガラスが割られ室内が荒ら
されて︑高級着物や帯︑ス
ーツ︑布団など約１２７点
︵合計４８００万円相当︶
が盗まれていた︒

いていた︒修理費用は︑約
万円︒
☆☆☆☆☆
倉庫から工具盗まれる
★★★★★

置いていた︑ハンマードリ
ル１個︵４万円相当︶が盗
まれた︒防犯カメラには︑
何度もウロウロしながらシ
ャッターに手をかける男の
姿が映っていた︒
８月 日頃︑大庭寺で︑

ＬＩＮＥ乗っ取り

日︑野々井の店舗
前で︑駐車場対策のために

７月

☆☆☆☆☆☆
カラーコーンを盗まれる
★★★★★

ＩＮＥも届き︑信用した女
性は︑急いで４万円のカー
ドを購入し番号を伝えた︒
その後さらに﹁３万ポイン
トを２枚買って﹂とＬＩＮ
Ｅが来たのでおかしいと思
い︑先輩に確認すると︑知
らないと言われ︑詐欺だと
わかった︒

４万円だまし取る

った︒その後急かされるＬ

日泉北高倉小学校

置いていたカラーコーン３
個とおもり３個︵合計３千
円相当︶が盗まれた︒
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

インターネット販売で

金をだまし取られる
★★★★★★★★★

動させられて︑ナンバープ
レートが跳ね上げられ︑鍵

が壊されていた︒

日昼︑室堂町の商

☆☆☆☆
車を傷付けられる
★★★★
７月

８月４日︑稲葉で︑ 代 業施設の駐車場に止めてい
男性が︑インターネットの た︑ 代女性の普通自動車
サイトで︑﹁車止め﹂を注文 に傷がつけられた︒
７月 日頃︑高倉台２丁
し︑翌日︑ネット銀行から︑
指定の口座に２万３千円を の賃貸住宅の駐車場に止め
振り込んだ︒入金後︑なか

８月 日頃︑新檜尾台４
丁の団地内の駐輪場に止め
ていた︑ 代男性の原付バ
イクが作動しないので調べ
ると︑フロントカバーのネ
ジが外され︑中の配線が切
断されていた︒修理費用約
８千円︒

☆☆☆☆☆
原付の配線切られる
★★★★

さ２００キロ・ 万円相当︶ なか商品が届かないため︑
が盗まれていた︒
電話をかけると︑つながら
ない状態になっており︑会
社の住所も偽の場所だった︒

ーが少し開いているのを不
審に思い調べると︑中に置
いていたマスター電極︵重

代男性が︑資材置き場と
して利用しているガレージ
で︑閉めたはずのシャッタ

10

☆☆☆☆
原付の鍵壊される
★★★★
８月 日深夜︑桃山台２
丁のマンションの駐輪場に
止めていた︑ 代男性の原
付バイクが︑別の場所に移

ていた︑ 代女性の軽四自
動車のバンパーの角部分が
外れ︑擦ったような傷が付
けられていた︒

日から各地で

交通安全運動

日

時か

日︶に伴い各署でイ

秋の全国交通安全運動
︵
日〜

南堺署管内▽

ベントが行われる︒

ら︑泉ヶ丘駅前ロータリー

日

時︑ハーベストの

で初日キャンペーン▽
時〜

時

丘入場ゲート前で白バイや

日

時︑栂・美木多駅交番

パトカーの展示▽
〜

前横断歩道付近で︑ハンド

時〜

時︑光明池駅

サイン運動キャンペーン▽
日

前横断歩道付近で︑ハンド

サイン運動キャンペーン▽

日７時半〜８時半︑御池

台小学校付近で︑通学路対

理やりでなく︑同意の上で
のこと﹂という︒これらは

時〜

良運転者表彰式︒

ア

日＝和泉

学校吹奏楽部の演奏会︒

優良運転者表彰式と石尾中

中央エコール・いずみ

和泉署管内▽

時︑運転者講習会内で︑優

日

自分を守る防衛本能︒子ど
もは︑犯人に声を掛けられ
たら︑反抗してはいけない

ムゼ広場で午後２時から︑

策啓発活動▽

もが自分で自分の身を守る
力を身に付けるため︑犯人
に狙われない歩き方︑すれ

と防衛本能が働き︑体が動
かなくなり相手に合わせて
しまう︒それを防ぐために︑
能的に防衛反応が備わって 身を守る訓練は繰り返し行
いる︒性犯罪などでも︑被 い︑身に付けることが大切︑
﹁覚えていない﹂ と訴えた︒
害者は大抵
︹松林︺
と言い︑犯人は決まって﹁無

違い方︑誘われた時の断り
方や逃げ方などの実践プロ
グラムを紹介︒人間には本

泉北高倉小で防犯の講話
８月

40

財布を盗まれる
８月 日昼︑三原台２丁
の泉ヶ丘プールで︑ 代男
性が︑更衣室のロッカーに
入れていた︑現金３万２千
円の入った財布とロッカー
代 円が盗まれた︒財布は
別の場所で見つかった︒施
錠し忘れていた︒
☆☆☆☆☆
玄関の鍵を壊される
★★★★
７月 日昼︑はつが野６
丁目で︑ 代男性の戸建て
住宅の玄関ドアの鍵穴が壊
された︒
点盗む
★★★★

８月８日深夜︑檜尾で︑
☆☆☆☆☆
原付バイクが盗まれる
代男性が使用しているシ
★★★★★
ャッター付きの倉庫の中に
７月 日夜︑あゆみ野４
丁目の商業施設の駐輪場で︑
代男性の原付バイクが盗
まれた︒
８月７日深夜︑竹城台１
丁の一般駐輪場に止めてい
た︑ 代女性の原付バイク
８月 日昼︑槇塚台で︑
︵５万円相当︶
が盗まれた︒ ＬＩＮＥ乗っ取りによる詐
欺被害︒
☆☆☆☆☆☆☆
車のガラス割り
代女性のＬＩＮＥに︑
塗料まく
職場の先輩になりすました
★★★★
犯人から﹁買い物を頼んで
８月９日︑和田東のマン いい？ウェブマネーポイン
ションの駐車場に止めてい トカードを買ってくれる？﹂
た︑ 代男性の普通自動車 とＬＩＮＥが来た︒女性が
のフロントガラス上部が︑ 内容を聞くと﹁４万ポイン
くもの巣状に割られ︑ボン ト必要だから︑コンビニで
ネットには緑色の塗料が付 買って裏の番号を写メで送
ってくれる？﹂と返事があ
が転んだところ︑首を絞め
た︒女児が抵抗し防犯ブザ
ーを鳴らしたため︑男は逃
走︒防犯カメラの映像から

︹松林︺

10

23

10

☆☆☆☆☆
空き家から
８月９日昼︑竹城台２丁
で︑ 代男性が︑約１年ぶ
りに︑空き家のままになっ
ている実家に訪れると︑窓

殺人未遂容疑で
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

歳の男を逮捕

に軽いケガを負い︑学校に

男を特定した︒女児は︑首

園付近で︑男が登校中の女

逃げこんだ︒男は﹁小学生

６月 日朝︑槇塚台の公
子児童の首を絞め逃走した

くらいの女の子に興味があ

認している︒

はなかった﹂と︑殺意は否

首をつかんだ︒殺すつもり

かれたので︑黙らせようと

った︒触ろうと思ったが泣

事件で︑府警は８月 日︑
和泉市在住の 歳の男︵当
時 歳︶を︑殺人未遂容疑
で逮捕した︒
男は︑登校中の女児の前
に前に立ちふさがり︑女児

20

24

10

21

60

70

26

15

12

80

30

21

30

10

19

泉ヶ丘プール

の学校保健委員会内で︑﹁地
域の子どもは地域で育てる﹂
と題し︑どうすれば子供へ
の犯罪を防げるか︑南堺署
生活安全課の武本さんが講
話を行った︒
昨今︑登下校中の子ども
が被害に遭う事件が相次い
でいる︒ＤＶＤでは︑子ど
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（４ ）
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