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京阪電車枚方市駅東改札口を
京阪電車枚方市駅東改札口
を出て、右に徒歩１
徒歩１分
＜相談受付＞
相談受付＞ ☎ 072（
072（844）
844）2431
月曜日～
月曜日～金曜日 9：30～
30～16：
16：30
（土・日・祝日・
祝日・年末年始休み
年末年始休み）

裁裁 判判 所所 かか らら っっ てて ホホ ンン トト ？？

携帯電話へ「民事裁判告知」という
メールが 送られ てきた！

突然、携 帯電話 に

「「「「民事裁判告知」」」」という

メールが届いた。

「『『『『民事裁判』』』』の訴状を管

轄裁判所がががが受理した事を

ご報告し ます 」
、「訴訟の

取下げ期日までに連絡しししし

ない場合はははは出廷命令が届きまま

ます」と書いてあって、おまけに「「「「訴訴訴訴

訟番号」」」」まで記載がある。

「コン テン ツ利 用料の 債務 不履 行のた

め」と ある が、 身に覚 えが 無い 。家族

分分分分～～～～

 使った覚えのない有料サイトの
サイトの利用料などを請求してくる「
「架空請求（かくうせいきゅ
架空請求
う）」、その
悪質巧妙化
、その手口
その手口が
手口が悪質巧妙化しています。
 最近は裁判所
裁判所からの
裁判所からの通知
からの通知をよそおい
通知をよそおい、
をよそおい、消費者を
消費者を不安にさせる
不安にさせる手口
にさせる手口が増えています。
手口
 このメールは無差別・不特定多数
不特定多数に送付しているものと思われます
われます。
『訴訟の取下げ期日
までに連絡しない場合は
は出廷命令が届きます』と書かれていても
かれていても、絶対
絶対に
絶対に連絡してはい
連絡してはい
けません。
けません。業者に電話番号
電話番号、氏名などの
電話番号、
氏名などの個人情報
えることになる可能性
などの個人情報を
個人情報を教えることになる
なる可能性があります。
可能性
また、連絡した事でより
でより執拗に請求されることも予想されます。
。
 裁判所からの
裁判所からの通知
からの通知がメールで
通知がメールで来
がメールで来る事はありません。
はありません。
 ハガキや封書で裁判所からの
からの通知が来ても、本物かどうかわからな
かどうかわからないときは絶対に、通
通

30

知に書かれた連絡先
には連絡しない
電話帳などで
かれた連絡先には
連絡先には連絡
連絡しないでください。電話帳
しない
電話帳などで消費生活
などで消費生活センターや
消費生活センターや裁判
センターや裁判

分分分分・・・・無料

時時時時

16

からは無視するよう言言言言われたが不安。

相談専用電話（（（（在住・・・・在職・・・・在学））））０７２‐‐‐‐８４４‐‐‐‐２４３１ 祝日除くくくく平日・・・・朝朝朝朝９９９９時時時時

30

アドバイス

所の正しい連絡先
確認し、そこへ相談
しい連絡先を
連絡先を確認し
そこへ相談してください。
相談
 不審な郵便が届いた場合
場合は消費生活センターにご相談ください。
。
困ったら

ご相談を！

＊「くらしの赤信号」は、
は くらしのリーダーをはじめ市民ボランティアの方々
々の協力で配布しています。

＊「くらしの赤信号」は、くらしのリーダーをはじめ
くらしのリーダーをはじめ市民ボランティアの方々の
の協力で配布しています。

アドバイス
◎年々一人暮らしや高齢者のみの世帯が増え
ています。天井にににに近近近近いいいい位置にににに設置されたエ
年齢的にも体力的にも
アコンの掃除などは、、、、
無理があります。。。。この事例はそこを利用し
「無料で掃除・点検する」と称して訪問し、

会場 メセナひらかた会館 ６階 大会議室
定員 先着１５０名
受付 ９月２日から 電話・ファクス（
（844-2433）
申込 枚方市立消費生活センター 保育・手話
保育
9 月 20 日までに要予約。
※詳細は広報ひらかた 9 月号もしくはポスター・チラシでご
もしくはポスター・チラシでご確認ください。

◆パソコン
パソコンの遠隔操作は便利です
が、
、リスクもあります。
◆契約
契約の内容を十分理解して契約
すること
すること！
◆トラブルになった
トラブルになった場合は消費生
活センターに
センターに相談を！

１０月
～16:30
１０月 ５日（土） 14:30～

家に入り窃盗を働く悪質な手口です。

霊感商法がはびこる心理的、社会的な要因
要因は何なのか・・
被害に遭う人、遭わない人の違いはどこにあるのか・・
いはどこにあるのか・・
被害に遭わないための予防策は・・など 手品を使ってのお話があります！

◎安易にににに知知知知らない人人人人をををを家家家家にににに上上上上げないことです。
不審にににに感感感感じたら最寄りの警察署にににに通報し て

講師:安斎育郎さん（安斎科学
安斎科学・平和事務所 所長）

◇「“遠隔操作
遠隔操作”を依頼したところ、
承諾
承諾していない契約内容になっ
ていた 」などのトラブルが急増
ていた。
しています
しています。

～

く だ さ い 。（ 大 阪 府 警 が 注 意 喚 起 し て い ま
す。）
◎訪問者の身分を確認する対策としては、ドドドド

パソコンの遠隔操作
パソコンの
遠隔操作による
遠隔操作による
プロバイダ契約には
プロバイダ契約
契約には注意
には注意！
注意！
無料

国民生活センターからの
国民生活
センターからの注意予報
センターからの注意予報
予告
消費生活セミナー

エアコン点検をををを装装装装った
窃盗事件がががが多発！！！！
高齢者宅にににに上上上上がり込込込込んで現金をををを盗盗盗盗むむむむ手口

アを開開開開けずインターホン越越越越しで対応しししし、、、、業者
名名名名とととと用件をををを聞聞聞聞きききき、必要なければはっきり断
りましょう 。相手のののの話話話話をををを聞聞聞聞くくくく必要はありま

Ⓒ 枚 方 文 化 観 光 協 会

【【【【あなたのまわりでこんな事事事事

せん。。。。こちらは関心がないと思思思思わせることが
肝心です。。。。

祝日除く
祝日除く平日
朝９時 30 分～16 時 30 分

ありませんか？？？？】】】】

◎悪質業者は、見守り 体制ができているよう

072072-844844-2431

だまし博士のだま
だまされない知恵

～

な地域を狙いません。 お互いに地域住民の

消費生活センター

みなさんで日ごろから 気を配り合いましょ

相談専用電話
（枚方在住・在職・在学）

う。

ひらかた観光大使「くらわんこ」

「「「「クーラーをををを無料でででで点検する」」」」とととと作業服
姿姿姿姿のののの男男男男がががが訪問、、、、そのまま家家家家にににに上上上上がり込込込込んんんん
でででで来来来来たたたた。。。。男男男男ににににフィルターをはずして洗洗洗洗うううう
ようにににに言言言言われたのでででで、、、、部屋をををを離離離離れれれれ洗洗洗洗いに
行行行行った。。。。その隙隙隙隙にににに男男男男はははは室内をををを物色しししし、、、、現現現現
金金金金をををを盗盗盗盗んでいった。。。。

枚方市立

高齢者宅が
高齢者宅
が狙われています

大阪府内でエアコン点 検と偽った業者に現
金を盗まれてしまった という被害が発生して
います。夏場はクーラ ーの点検と聞くと安心
してしまう心理を利用 し、高齢者宅を狙って
いますのでご注意を（ 詳しくはアドバイスを
ご覧ください）。

困った時
った時はご相談
はご相談を
相談を！

ご注意ください
注意ください

