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靴等の
打抜型

こ じま

清川1－14－9

幸一

台東区には、下町の歴史のなかで育まれてきた技と伝統を今に伝える職人
や、靴、かばん、帽子の製造など、さまざまなものづくりの優れた技能をお
持ちの方がたくさんいます。
区では、こうした方を「台東区優秀技能者」として顕彰しています。30
年度は5人（地場産業部門1人、伝統的産業部門4人）を1月10日に顕彰しま
したので紹介します（順不同・敬称略）。

小島製作所

コークスで鉄を熱して成形する伝統的な技
法にのっとり、高い強度を持つ打抜型を製
作する希少な職人です。靴の打抜型刃物製
作をメインに、さまざまな製造事業者から
のオーダー刃物の製作に意欲的に取り組ん
でいます。

東京銀器

いずみ

浅草文化観光センターで技能者を紹介するパネル展を開催中
期間 2月6日㈬まで

▽

問合せ

伝統的産業部門

けんいちろう

泉

健一郎

神輿
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江戸押絵
羽子板

押絵のみならず下図から作成でき、無地の
きんしゃ
紗や
布には手描きで複雑な模様を入れ、金
りん ず
綸子といった薄い絹織物でも仕上げること
ができます。後継者育成にも積極的に関わ
り、業界の振興にも尽力しています。

新成人の皆さんへ 歳に
なったら「国民年金」

☎（５２４６）１２５３
国民健康保険課後期高齢者医療
係☎（５２４６）１２５４

※加入している全ての方に送付す
るものではありません。
▽問合せ 国民健康保険課給付係

き手が亡くなったときなど、あな
たや家族を守ってくれます。
学生や収入が少なく納付が困難

国民年金は、老後の生活の保障
だけでなく、万が一、病気やけが
で障害が残ったときや、一家の働

か、本人確認できる物を持って、
区役所３階①番国民年金係にお越
しください。
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医療費通知を送付します
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保険・年金

●国民健康保険・後期高齢者医療
制度

20

な方は、
「学生納付特例」や「納
付猶予」などの保険料の支払いを
猶予する制度がありますので、国

障害基礎年金や遺族基礎年金が受
けられなくなったり、将来の老齢
基礎年金の額が少なくなります。

東京藝術大学生により制作された台東区長賞作
品をはじめ、区が所蔵する絵画や彫塑を展示し
ています。 期間 2月10日㈰～3月8日㈮※「嘉
納治五郎像」は8月9日㈮まで（予定） 場所 区
役所1階台東アートギャラリー 展示作品 「敦
煌莫高窟壁画第302窟 前室部南壁 仏説法図
（隋）
」阿部好克作、
「敦煌莫高窟壁画第445窟
南壁 阿弥陀浄土変相（盛唐）
」野口満一月作・
落合史津子作・宍道圭作・松坂慎一作、
「嘉納
治五郎像」朝倉文夫作 問合せ 文化振興課
☎（5246）1153

☎（５２４６）１２６２

台東アートギャラリー等の
展示作品をご覧ください

詳しくは左記へお問合せくださ
い。
▽問合せ 区民課国民年金係

推進ネットワーク☎048（268）8711（土・日曜日・
祝日を除く午前9時～午後6時）
・タイムマシーンカンパニー 日時 2月10日㈰午前10
時～午後3時 出店数（予定）20店 出店料 2,000円
申込み・問合せ タイムマシーンカンパニー
☎050（3616）3300（土・日曜日・祝日を除く午前
10時～午後5時）
・リサイクル推進友の会 日時 2月23日㈯午前9時～
午後4時 出店数（予定）40店 出店料 2,000円※区
民は会ホームページから予約で1,500円
申込み・問合せ リサイクル推進友の会
☎（3412）6857（土・日曜日・祝日を除く午前10
時～午後4時）
・里彩くるカエル倶楽部 日時 2月24日㈰午前8時～
午後4時 出店数（予定）15店 出店料 1,500円
申込み・問合せ 里彩くるカエル倶楽部
☎090（3068）3534（土・日曜日・祝日を除く午
前8時～午後4時）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 花川戸公園※車での来場不可、天候により中止の
場合あり 問合せ 清掃リサイクル課☎（5246）1291

民年金加入の手続きと併せて申請
してください。加入手続きが遅れ
たり、保険料の納め忘れがあると、

〒110－8615 台東区役所交通対策課
問合せ
自転車対策担当☎（5246）1305

日本に住む 歳以上 歳未満の
保険診療にかかる医療費等（柔
全ての方は、国民年金に加入し、
道整復師、鍼きゅう師、マッサー
保険料を納めることになっていま
ジ師等の施術費用を含む）を記載
しています。受診内容等の確認や、 す。就職して、厚生年金に加入し
ている方を除き、 歳になったら
健康管理、医療費管理にご活用く
国民年金の加入手続きが必要です。
ださい。

▷当落選通知発送日 3月4日㈪
▷名称（所在地）
①（仮称）日暮里駅西口谷中霊園口(谷中7－16
先および21先、JR構内の日暮里駅西口北側が
閉鎖になり移転）
②日暮里駅西口南側（谷中7－15地先）
③三ノ輪（三ノ輪2－15地先）
④厩橋（駒形2－1地先）
⑤隅田公園（花川戸1－1）
⑥上野駅中央口前（上野7－1地先）
⑦上野駅浅草口前（上野7－3地先）
⑧上野駅地下鉄本社前(東上野3－19地先）
⑨上野駅南(上野6－7地先）
⑩池之端(池之端1－1）
⑪上野駅西(上野6－16地先）
⑫上野駅東(東上野3－18地先）

年金事務所から送られる「国民年
金被保険者関係届書（申出書）
」
に記入し、年金事務所に返送する

●リサイクル活動室出前講座「パッチワークをやって
みよう」 日時 2月16日㈯午後2時～4時 場所 入谷区
民館第一集会室 定員 10人（先着順） 費用 100円（材
料費） 申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり
☎（3866）8050
●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれあい館ひま
わりの3階リサイクル情報交換コーナーでは、家具･電
化製品などの「ゆずります」｢ゆずってください｣ の情
報をパネルに掲示しています。
ゆずります オイルヒーター、チャイルドシート、掃除
機、炊飯器
ゆずってください ガスファンヒーターストーブ、一輪
車
※上記の情報は1月4日現在の内容です。 問合せ 環境
ふれあい館ひまわり☎（3866）8361
●フリーマーケット出店者募集
・フリーマーケット推進ネットワーク 日時 2月3日㈰
午前10時～午後3時 出店数（予定）30店
出店料 2,000円
申込み・問合せ フリーマーケット

㈱真多呂人形

国民健康保険に加入の方は２月
上旬、後期高齢者医療制度に加入
の方は１月下旬にお送りします。

リサイクル

伝統的産業部門

けんきち

加藤 健 吉

自転車置場利用者募集

▷利用期間 4月1日㈪～32年3月末
▷利用手数料 年間3,000円
▷申込方法 往復はがきの「往信」の裏面に希望
置場名称（①〜⑫）
・住所・氏名・電話番号・
区主催の自転車安全利用講習会受講の有無、在
勤（学）の方は、勤務先（学校）名・所在地、
「返
信」表面に住所・氏名を書いて、右記問合せ先
へ（抽選・電子申請可）
※法人は不可。
1人1枚1か所のみ。
往復はがき以外・
重複申込み・記入不備は無効。記入不備につい
ての問合せは行いません。
※区主催の自転車安全利用講習会受講者、区内在
住の方を優先
※必要に応じて本人確認書類等で住所の確認を行
う場合あり
▷申込締切日 2月4日㈪（当日受信・消印有効）
※4月以降も空きがあれば、随時受付
※利用は申込者本人のみで、家族を含む他者への
譲渡・貸与等は不可

㈱岡田屋布施

か とう

上野5－15－13

大嶋屋恩田の六代目として伝統技術の習得
に努め、製作技術を磨き、台東区や東京都
の催しに積極的に参加しています。東京提
灯業組合員として実演や製作体験を指導し、
業界の振興および宣伝に尽力しています。

伝統的産業部門

としゆき

数ある神輿制作工程の要ともいえる木地部
分を製作する職人としてあまたの江戸神輿
の製造、修理を手掛け、江戸神輿の普及、
発展に努めています。卓越した技術を後世
に伝えるべく、後進の指導、育成にも尽力
しています。

伝統的産業部門

おさむ

平成31年度

時間 午前9時～午後8時
産業振興課☎（5246）1131

雷門1－16－5

銀製品の一貫製作（鍛金、彫金、寄せ物、
仕上げ）をする職人が少なくなる中、優れ
た技術・技法を持ち、消費者から高い評価
を受けています。また、組合役員を長年に
わたり務め、国および都伝統工芸士として、
後継者の指導育成に貢献しています。
江戸
手描提灯

下町の職人技 台東区優秀技能者を顕彰

地場産業部門

こういち

小嶋
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【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】 ▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内である等
▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区ホームページからダウンロード可）※申込資格・住宅の概要等、詳しくは右記へ〈台東区住宅課☎5246−1213〉

