語を話す人物が︑﹁ウイルス

ートメールは︑犯人から手 に感染した︒除菌するため︑
あたり次第送信されている 電子マネーカードを買って
ため︑無視することが大事︒ 裏面の番号を教えて︒後に
﹁大事な話がショートメ
ールで送られてくることは
絶対にない︒慌てず不安な

電話番号で送られるショ

その後︑不審に思い︑ＮＴ
場合は直接確認を﹂と南堺
署刑事課︒
︹松林︺

返金する﹂と言ったため︑
コンビニでカードを４枚買
い︑番号を伝えた︒
すると次に︑﹁個人情報を
除去する﹂と再度カードの

Ｔファイナンスに確認し︑
詐欺だとわかった︒

﹁ウイルス感染﹂とＰＣに警告

マネーカード詐欺被害
スが検出された﹂との画面
が表れた︒書かれた番号に
電話をすると︑片言の日本

児童虐待疑い

素早く相談を

防止推進月間
月は﹁児童虐待防止推

進月間﹂︒また︑ 〜 日は
﹁女性に対する暴力をなく
す運動﹂期間︒

購入を要求し︑男性は指示
虐待を疑ったら︑ためら
に従ったが︑更に追加で要 わず︑
１８９︵いちはやく︶
求してきたため︑不審に思 へ電話を︒近くの児童相談
い︑セキュリティ会社に電 所へつながる︒また︑子育
話をし︑詐欺だとわかった︒ てに悩んだら︑児童相談所
男性は︑合計６万５千円の へ︒
被害に遭った︒ ︹松林︺
相談専用ダイヤル０１２
０・１８９・７８３
にくく︑犯罪に利用されや ・南区役所子育て支援課０
すいことから︑常時︑警戒︑ ７２・２９０・１７４４
見回りを行っている︒﹁ＡＴ ・和泉市役所子育て支援室
Ｍでは出来るだけ携帯電話 ０７２５・ ・８１３５
での通話は控えてほしい︒ ・ＤＶに関する相談は︑＃
もし︑見かけた場合は声を ８００８へ︒︵いずれも通話
掛けさせてもらうがご了承 料無料︶
下さい﹂と同署生活安全課︒ ・和泉市の女性相談員によ
銀行︑コンビニでは︑店員 る相談・電話０７２５・ ・
による声掛け協力の下︑未 ８２０７
然防止に努めている︒
・堺市配偶者暴力相談支援
︹松林︺ センター０７２・２２８・
︹松林︺
３９４３

25

ショートメールで未払い通知

れてきた︒
書かれていた﹁０５０﹂
から始まる番号に電話をす
ると︑﹁ご利用料金の確認が
取れていない﹂と男が言っ
たが︑男性が︑﹁身に覚えが
ない﹂と言うと︑男は﹁
％返金される﹂と言い信じ
月 日朝︑南区内の
た男性は︑ＡＴＭから指定 代男性が︑パソコンを閲覧
口座に約 万円振り込んだ︒ していると︑突然﹁ウイル
性のスポーツタイプの自転
車︵４万円相当︶が盗まれ
た︒

ＡＴＭ利用者に
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

付金がある﹂とＡＴＭへ誘
い出し︑携帯電話で指示を
与えながら操作させ︑現金
を振り込ませる手口の特殊
詐欺が後を絶たないことか
ら︑携帯電話で通話しなが
らＡＴＭを利用している人
には声を掛け︑注意を呼び
掛けた︒
同署管内には︑銀行・コ
ンビニ以外で︑無人ＡＴＭ
が約 台設置されている︒
無人のＡＴＭは目に留まり

12

高齢男性から 万 詐 取

月 日午前︑南区内の
代男性の携帯電話に︑Ｎ
ＴＴファイナンスから﹁料
金の未払いがある︒本日中
に支払うように﹂という内
容のショートメールが送ら

ドア鍵穴に接着剤
動車のナンバープレート前
後２枚が盗まれた︒

詐欺の注意喚起

50

和泉署
和泉警察署は︑地域安全
運動期間中の 月 日午後︑
エコールいずみとＫＯＨＹ
Ｏ光明池店内設置の無人Ａ
ＴＭでの警戒を行った︒﹁還

安全安心まちづくりの日

まひろ

﹁のぼり旗デザイン募集﹂
において︑桃山学院教育大
あ か り
学１年山本安郁莉さんが最

は優秀賞
ん

さ

優秀賞に︑２年福本万潤さ
んが優秀賞に選ばれた︒

福本

る二人︒泉北特有の︑自然
や緑を大切に︑目に付きや
すい色でわかりやすいデザ

99

22

11

ザイン制作を︑受講生約
名が課題として取り組んだ︒
武市署長︑比楽会長︑同
署生活安全課︑南堺防犯協
会田中会長が審査し︑特に
南区の特徴を捉え︑メッセ
ージとデザインが分かりや
すい作品が選ばれた︒
大阪市内から通学してい

部で審査中︒

︹松林︺

管内で設置される︒福本さ
んのデザインは現在府警本

たのぼり旗は︑今後南堺署

同大学藤原准教授︒
山本さんのデザインされ

活性化にもつながれば﹂と

形作りができ学生にとって
も良い経験になった︒地域

インと標語を考案した︒﹁賞
今回︑同署からこの企画 をもらえるとは思わず︑と
の依頼を受けた同大学は︑ てもうれしい﹂と︒
﹁公民一体となって︑地
造形表現の授業の一環とし︑
特殊詐欺の啓発としてのデ 域貢献︑文化のつながりの

南堺署の﹁のぼり旗デザイン﹂

最優秀賞
桃教大・山本 さに
ん

50

二人には︑ 月 日︑南
堺警察署武市署長から表彰
状︑南堺事業場防犯協会比
楽会長から記念品が贈られ

99

☆☆☆☆☆
車３台パンクさせる
★★★★
月 日頃︑原山台１丁
の施設内の駐車場に止めて
いた３台の車それぞれタイ
ヤ１本に釘が打ち付けられ
パンクさせられていた︒

月 日午前︑茶山台１

千円相当︶が盗まれた︒

11

月９日昼︑室堂町のマ
ンションで 代男性の部屋
の玄関ドアの鍵穴に接着剤
が入れられた︒
☆☆☆☆☆
店から衣類盗まれる
★★★★
９月 日朝︑いぶき野３
丁目の店舗で衣類３点︵７
万円相当︶が盗まれた︒
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆
バイク前かご盗む
窓割り車内侵入
★★★★
かばんなど盗む
★★★★★★★
月７日頃︑室堂町の一
月 日深夜︑庭代台３ 般駐輪場に止めていた 代
丁の団地内の駐車場で普通 女性の原付バイクの前かご
自動車のボンネットが半開 が盗まれた︒
きになり︑助手席前の三角
☆☆☆
自転車盗む
窓が割られて鍵が開けられ︑
★★
車内から手提げかばん︑サ
ングラス︑印鑑など６万円
相当が盗まれた︒

丁の一般駐輪場に約２時間
無施錠で止めていた 代女
性の インチの自転車︵５

21

21

☆☆☆☆
プレート２枚とも
★★★★

10

10

26

月 日午前︑茶山台１
丁の一般駐輪場に約５時間
10

月 日深夜︑庭代台３

た︒

80

45

95

60
60

代男

20

21

40

10

19

30

17

17

40

10

施錠して止めていた

10

10

10

10

10

丁の団地内の駐車場に止め
ていた︑ 代男性の軽四自

10

45

10

70
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