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　企業が変える
　　　二本松が変わる
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■所在地
　【本社、工場】
　　　二本松市下ノ内68-2 
　【八万舘工場】
　　　二本松市八万舘10-8 
■従業員数　34人
■業　　種　製造業
■創業年月　1952年10月
■設立年月　1955年５月
■プロフィール
　弊社は東京都大田区にて創業後、
昭和40年に二本松市に工場を新設
し、昭和51年に本社を移転して現
在に至っております。

■事業の特徴
　創業以来、旋盤やフライス盤な
どの工作機械で金属加工の技能を
高めてきました。昭和43年にベア
リングメーカーとの直接取引が始
まり、新幹線用・建設機械用・工
作機械用・風力発電用軸受けなど
の産業機械のベアリングケースの
加工を行っています。
　現在はＮＣ旋盤やマシニングセ
ンターなどの最新設備で取引先様
のＱＣ（製品の品質を一定水準に
保つこと）に対応して信頼を得て
おります。

■社員の声
佐藤喜彦さん　入社16年（写真右）
　マシニングセンターでいろいろ
な切削工具を使用し、さまざまな
加工を行っています。とてもやり
がいのある仕事だと思っています。
野地優太さん　入社６年（写真中央）
　若い従業員が多い中での現場作
業はとても活力に溢れています。
自分もそれに負けずに毎日を過ご
しています。
遠藤一輝さん　入社５年（写真左）
　ベテランの先輩方に追いつける
よう、日々努力しながら仕事に励
んでいます。

株式会社光製作所

二本松警察署からのお知らせ
犯罪発生状況（平成29年１月～６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 １（１） １（１）－１
出店荒し １ ２ ３ ３
その他 ５ ５ －10

非
侵
入
盗

万引き ４ ９（１） 13（１）－３
車上ねらい ６（１） ６（１）－１
その他 16（４） 11（４）３（１）４ 34（９）－15

自転車盗 ６（３）１（１） ７（４）－４
器物損壊 12（２）１ １ 14（２）－７
住居侵入 ４（２） ４（２） ０
そ の 他 ５（２）３（２） １ ９ （４）－15
合　　 計 59（14） 28（９）４（１）５（０） 96（24）－53
前年対比 －19 －25 －10 １ －53 

※（ ）は６月の発生件数

◇あなたはだまされない自信はありますか？
　過信しないで不審な電話があったら、必ず家族や警察に相談してください。
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■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 August

８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
♥親子教室㉒ ７カ月児・１歳児 ２歳児健康相談㉒ ♪霞ヶ城公園 二本松図書館㉛

 健康相談㉒ 無料人権・  夏のライトアップ ♪若宮夏まつり33
♥つくしくらぶ㉒  行政相談㉓  （～18日）㉙
♪市民交流センター㉓ ♥おひさまクラブ㉒

♥すくすく広場㉒

6 7 8 9 10 11  山の日 12
♪コンサートホール㉓ 健康相談㉒ ♥３歳児健康診査㉒ ♥１歳６カ月児 ♥支援センター ♪もとまちの ♪根崎・竹田の花市33
岩代図書館㉛ ♥わくわく広場㉒  健康診査㉒  親子まつり㉒  夏まつり33 ♪智恵子の里安達

♪郭内おらほの ♥あそびの広場㉒ ♥すくすく広場㉒ ♪根崎・竹田の  夏祭り33
 夏まつり33 ♥さくらっこ広場㉒  花市33

13 14 15 16 17 18 19
♥両親学級⑭ ♪ふる里盆踊り33 ♪菊人形菊着け体験⑧
♪いわしろ夏祭り33 ◎ごみ収集休み34 ◎ごみ収集休み34 ◎ごみ収集休み34 ♪市民交流センター㉓

20 21 22 23 24 25 26
健康相談㉒ ♥わくわく広場㉒ ♥あそびの広場㉒ ♥３歳児健康診査㉒ ♥親子教室㉒ ♪市民交流センター㉓
♪市民会館㉓ ♥さくらっこ広場㉒ ♥育児セミナー㉒ ♪佐野隆哉ピアノ
◎音訳奉仕員 ♪市民会館㉓ ♥すくすく広場㉒  リサイタル㉓
 養成講座⑯ ◎ソフトバレー教室㉗ ♪マツコン33
◎智恵子記念館 ♪岳温泉観光仮装
 入館無料㉙ 盆踊り大会33

27 28 29 30 31 1 2
♪市民会館㉓ ◎音訳奉仕員 ♥つくしくらぶ、 ♥４カ月児 ♥おひさまクラブ㉒ ◎教育支援 ♪未来館フェス
♪岳温泉観光仮装  養成講座⑯  わくわく広場合同㉒  健康診査㉒ ♥すくすく広場㉒ センター開所②  ティバル㉔
 盆踊り大会33 ♪東和文化センター㉓

3
♪未来館フェス
 ティバル㉔

 ●人口と世帯
　７月１日現在（前月比）
　・人　口　男　27,465人（－48）
　　　　　　女　28,343人（+５）
　　　　　　計　55,808人（－43）
　・世帯数　19,835世帯（－４）
（注：住民基本台帳人口）

｢ごみ収集休みのお知らせ｣および
｢休日当番医｣｢休日緊急歯科当番医｣は34ページ『暮らしの情報』をご覧ください。

丑子内地内の百日草


