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　企業が変える
　　　二本松が変わる
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■所在地
　二本松市赤井沢35番地3
■従業員数　40人
■ 主な事業　機能性色素、染料・
医療用中間体、特殊中間体、記
録計器用インク等の製造
■設立　1941年9月18日
■プロフィール
　私たちはお客様である製品メー
カーや製品の部品メーカーから依
頼を受け、革新的な技術に基づい
た化学の原材料等をお客様と協力
して開発・生産する企業です。
2015年に東証一部上場の太陽ホー
ルディングスグループの一員とな
り、より一層の成長や拡大を目指
しています。

■事業の特徴
　私たちの主要な製品分野である
色素技術は、身近なモノをより色
鮮やかにする可能性を秘めていま
す。色素以外にも精密機器、医薬、
農薬等の化学品の原料を生産し、
川上企業として重要な位置づけを
担っています。長年培われた化学
技術と経験、ノウハウを生かして、
楽しい社会を創造することを目指
しています。
　また、グローバル視点ではテレ
ビ等のディスプレイ関連製品やイ
ンクジェットインク製品の一部と
して世界中に弊社技術が行き渡っ
ております。

■社員の声
㊨ 藍原佑哉さん【品質保証部係長】
　弊社製品の高い品
質を、化学的な分析
により保証する業務
についています。や
りがいがあり楽しく
仕事をしています。
㊥青砥康貴さん【研究開発部係員】
　先輩方に支えられ、
苦しいことも楽しいこ
とも糧として、日々学
び実践し、研究に取り
組んでいます。
㊧朝倉克浩さん【製造部係員】
　覚えることが多い
ですが、優しい先輩
から丁寧な指導を頂
け、とても明るい職
場です。

中外化成株式会社

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～３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 －１
出店荒し １（１） １（１） １
その他 ４（３） ４（３）－７

非
侵
入
盗

万引き ４（１）５（２） ９（３） ０
車上ねらい ４（１） ４（１） ２
その他 ８（３）１ １ 10（３）－９

自転車盗 ０ －４
器物損壊 ９（３） ９（３）－１
住居侵入 １（１） １（１）－３
そ の 他 ２ １ ３ －４
合　　 計 32（12）７（３）０（０） ２（０） 41（15）－26
前年対比 ０ －20 －７ １ －26 

※（　）は３月の発生件数
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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 May

５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 憲法記念日 4 みどりの日 5 こどもの日 6
健康相談⑳ 無料人権・行政 二本松図書館㉗ 二本松図書館㉗

相談㉑

◎ごみ収集休み㉚ ◎ごみ収集休み㉚ ◎ごみ収集休み㉚

7 8 9 10 11 12 13
♥親子教室⑳ 無料人権・行政 ７カ月児・１歳児 ２歳児健康相談⑳ ♪市民交流センター㉑

相談㉒ 健康相談⑳ ♥親子教室⑳ ♪智恵子生誕祭
♥１歳６カ月児 無料人権・行政 （～28日までの土日）㉘

健康診査⑳ 相談㉑㉒
♥さくらっこ広場⑳ ♥おひさまクラブ⑳
♥つくしくらぶ⑳ ♥すくすく広場⑳
♥わくわく広場⑳

14 15 16 17 18 19 20
♪口太山山開き㉘ 健康相談⑳ ♥３歳児健康診査⑳ ♥４カ月児 健康相談⑳ ♥育児講座⑳ 岩代図書館㉗

♥親子教室⑳ 健康診査⑳ ♥１歳６カ月児
♥あそびの広場⑳ 健康診査⑳
♥つくしくらぶ⑳ ♥すくすく広場⑳

21 22 23 24 25 26 27
♥両親学級⑫ ◎川本元気塾㉓ ♥育児講座⑳ ♥４カ月児 ７カ月児・１歳児 ♥３歳児健康診査⑳
♪安達太良山山開き㉙ 健康診査⑳ 健康相談⑳ ♥親子教室⑳

♥さくらっこ広場⑳ ♥おひさまクラブ⑳
♥すくすく広場⑳

◎市民講座㉓

28 29 30 31 1 2 3
♪羽山山開き㉘ ７カ月児・１歳児 ◎市民講座㉓ ２歳児健康相談⑳

健康相談⑳
健康相談⑳
♥わくわく広場⑳

4  ●人口と世帯
　４月１日現在（前月比）
　・人　口　男　27,556人（－139）
　　　　　　女　28,390人（－118）
　　　　　　計　55,946人（－257）
　・世帯数　19,819世帯（－20）
（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30ページ『暮らしの情報』をご覧ください。

智恵子の藤棚から
眺める洗心亭

戸沢地内にある『羽山の
里クマガイソウ園』には、
15,000株以上のクマガイ
ソウが咲き誇り、斜面一
体を覆いつくします。見
頃は例年５月中旬から下
旬にかけて。まだ見たこ
とのない方は、ぜひ足を
運んでみてください。
（協力金有り）


