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　企業が変える
　　　二本松が変わる

会社を知る
COMPANY

人を知る
PERSON

仕事を知る
BUSINESS

■所在地
　二本松市渋川字蛇森1-2
■従業員数　89人
■業　種　
　車載用プラスチック加工、
　プラスチック部品各種
■設立年月日　1974年11月28日
■プロフィール
　株式会社サンライトは、今年で
44年目を迎えました。企業継続を
通じて地域社会に貢献し、お客さ
ま、社員、地域社会と共に信頼関
係を結び、共に幸せになり、社員
全員が挑戦する姿勢を持った、前
向きで明るい会社を目指しています。

製品技術の特色
　弊社は、自動車に搭載される車載
用プラスチック部品の製造を行って
おり、金型製作から、成形、塗装、レー
ザー、印刷、接着の一貫生産を行っ
ております。そのため、コスト対応
や短納期対応等、お客さまの要望に
沿った形での部品供給が可能になっ
ております。
　また弊社独自の機械設備による生
産も行い、生産性向上、品質向上に
努めております。
　そうして作られた製品は、国内だ
けでなく、海外メーカーへも出荷さ
れています。

社員一丸となって
　毎月２のつく日に、『２Ｓ活動』で社
内の巡回点検を行っています。要る
ものと要らないものにわけ（整理）、必
要なものを使いやすいように、決め
られたところに置く（整頓）ことで、安
全性・作業性が向上し、改善し続け
ることで利益創出につなげています。
　また資格取得、各種勉強会を推奨
し、社員のスキルアップを図ってい
ます。

株式会社サンライト

二本松警察署からのお知らせ
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犯罪発生状況（平成29年１月～５月）
本庁
管内

安達支
所管内

岩代支
所管内

東和支
所管内合　計

前年
対比

侵
入
盗

空き巣 ０ －２
出店荒し １（１）２（１） ３（２） ３
その他 ５（１） ５（１）－９

非
侵
入
盗

万引き ４ ８（１） 12（１）－２
車上ねらい ５ ５ ２
その他 12（３）７（４）２（１）４（１）25（９）－17

自転車盗 ３（３） ３（３）－６
器物損壊 10（１）１ １ 12（１）－８
住居侵入 ２ ２ －２
そ の 他 ３（１）１（１） １ ５ （２）－13
合　　 計 45（10）19（７）３（１）５（１）72（19）－54
前年対比 －21 －26 －10 ３ －54 

※（ ）は５月の発生件数



30

■編集と発行／二本松市総務部秘書広報課
　〒964－8601　福島県二本松市金色403番地1　☎0243（55）5096
　二本松市ウェブサイトアドレス　http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/

この印刷物は、FSCⓇの基準に
従って認証された適切に管理さ
れた森からの木材を含んだ用紙
で印刷しています。

カレンダー
お知らせやイベントをまとめたカレンダーを掲載しています。問い合わせ先や詳しい情報は、掲載ページを確認ください。

にほんまつ

カレンダー
2017 July

７月 　　　　カレンダー内の記号　　　　
♥… 健康と育児　　♪… イベント　　　◎… その他
… 市民相談　　　 … 図書館事業　　⑩等… 掲載ページ

携帯電話用

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8
♪東和文化センター⑱ 健康相談⑰ ♥親子教室⑰ ♥４カ月児 無料人権・ ♥３歳児健康診査⑰ 二本松図書館㉕
♪東和ロードレース大会 無料人権・  健康診査⑰ 行政相談⑱ ♥親子教室⑰ 岩代図書館㉕

行政相談⑱ ♥さくらっこ広場⑰ ♥両親学級⑫ ♥わくわく広場⑰ ◎発掘調査現地
◎消費生活センター ♥すくすく広場⑰ ◎ライトダウン  説明会㉓
 開所⑥  キャンペーン㉓

9 10 11 12 13 14 15
♪コンサートホール⑱ ♥３歳児健康診査⑰ ♥１歳６か月児 ７カ月児・１歳児 ２歳児健康相談⑰
♪ほんとの空ふれあい ♥育児講座⑰  健康診査⑰  健康相談⑰ ♥親子教室⑰
 音楽祭㉗ ♥あそびの広場⑰ ♥おひさまクラブ⑰ ◎刈り払い機

♥つくしくらぶ⑰ ♥すくすく広場⑰  取扱教室㉑
♥わくわく広場⑰
◎創業支援セミナー⑲

16 17 海の日 18 19 20 21 22
♪コンサートホール⑱ 健康相談⑰ ♥１歳６か月児 ♥おひさまクラブ⑰ ７カ月児・１歳児

 健康診査⑰ ♥すくすく広場⑰  健康相談⑰
♥さくらっこ広場⑰ ♥からだいきいき
◎創業支援セミナー⑲  教室⑫

♥育児講座⑰
◎インバウンド
おもてなしセミナー⑱

23 24 25 26 27 28 29
保育士就職相談会⑧ 健康相談⑰ ♥４カ月児 ７カ月児・１歳児 ２歳児健康相談⑰ ♪二合田用水路
♪二本松福祉 ♥親子教室⑰  健康診査⑰  健康相談⑰ ♥からだいきいき  探検ウォーク㉖
 センター⑱ ♪親子木工教室・ツリー ♥あそびの広場⑰ ♥すくすく広場⑰  教室⑫ ♪二本松少年隊

クライミング体験会㉖ ◎創業支援セミナー⑲ ♥親子教室⑰  墓前祭・講談会㉗
◎フィットネス ♪二本松少年隊
 講座㉑  顕彰祭㉗

◎フィットネス
 講座㉑

30 31 1 2 3
♪コンサートホール⑱ ７カ月児・１歳児 ２歳児健康相談⑰

 健康相談⑰
♪1,000km縦断
 リレー⑱
◎創業支援セミナー⑲
◎フィットネス
 講座㉑

 ●人口と世帯
　６月１日現在（前月比）
　・人　口　男　27,513人（－16）
　　　　　　女　28,338人（－28）
　　　　　　計　55,851人（－44）
　・世帯数　19,839世帯（－11）
（注：住民基本台帳人口）

「ごみ収集のお知らせ」および
「休日当番医」「休日緊急歯科当番医」は28ページ『暮らしの情報』をご覧ください。




