帳または外国人登録されてい
る人 ︵ 歳未満の人または被成
年後見人は除く︶です︒
登録できる印鑑は︑一人に
つき１個です︒
交付手数料 ３００円︒ただ
し︑紛失などによる再交付

には手数料５００円が必要
です︒
登録することのできない印鑑
彦根市印鑑条例により次の
事柄のいずれかに該当する印
鑑は登録できません︒
▼住民基本台帳または外国人
登録原票に記録または登録
されている氏名︑氏もしく
は名または氏名の一部を組
み合わせたもので表
わしていないもの
▼職業︑
資格その他氏
名以外の事項を表
わしているもの
▼ゴム印その他の印
鑑で変形しやすい
もの
▼印影の大きさが一
辺の長さ８㎜の正
方形に収まるもの︑
または一辺の長さ
㎜の正方形に収
まらないもの
▼印影を鮮明に表わ
しにくいもの
▼その他登録を受け
ようとする印鑑と
して適当でないも
の

陣がさまざまな講義をしたこ
とでしょう︒
弘道館には︑講堂のほかに
も剣術・槍術・弓術・馬術な
どを習う施設や︑諸学を学ぶ
学寮が建っており︑敷地面積
はおよそ６︑
０００㎡ほどもあ
りました︒
金亀会館は︑現在︑建物調査
を実施していますが︑今後︑
保存のための修理を行い︑修
理の完成の後には︑藩校の姿
を留める唯一の建物として︑
12

住民基本台帳カード

▲現在の弘道館の建物内部

新システムへの切替え作業
のため︑ 月 日㈪は︑公的
個人認証の電子証明書発行・
失効などの業務を停止します
ので︑ご了承ください︒

公的個人認証サービス
の一時停止について

●申請には︑本人確認ができ
るもの︵最新の住所記載の
運転免許証︑パスポートな
ど官公署が発行した顔写真
付きの公的証明書で有効期
限内のもの︶と︑写真付き
を希望する場合は６か月以
内に撮影した証明書用写真
︵縦４・５㎝×横３・５㎝︑正
面・無帽・無背景︑カラー・
白黒どちらでも可︶を１枚
持参してください︒
●本人確認ができない場合︑
または︑代理人に手続きを
依頼する場合は︑本人あて
に照会文書を郵送して本人
の意思確認を行いますので︑
即日交付はできません︒
●写真付きを希望する場合は︑
申請時またはカード受領時
に必ず本人が窓口にお越し
ください︒

無料交付期間中です
住民基本台帳カードに
ついて

教育委員会

15

▼彦根市に住民登録のある人
は︑申請すると住民基本台
帳カードの交付が受けられ
ます︒
▼種類は︑写真付きと写真な
しの２種類があります︒
▼写真付きの住民基本台帳
カードは︑運転免許証やパ
スポートなどと同じように︑
公的な身分証明書︵本人確認
書類︶として利用できます︒
▼住民基本台帳カードに公的
個人認証による電子証明書
︵手数料５００円︶
を設定する
と︑所得税の確定申告など
に利用できます︒
無料交付期間 平成 年３月
日まで
※ただし︑紛失などによる再
交付は手数料５００円が必
要です︒
申請受付日時：月〜金曜日の
午前８時 分〜午後５時
分 ︵祝日・年末年始を除く︶
※電子証明書の発行が必要な
場合は︑午後５時までにお
越しください︒

皆さんへのお願い

藩校の歴史を紹介したり︑地
域の教育施設として皆さんに
活用していただこうと考えて
います︒

23

印鑑登録の手続きについて
印鑑登録は︑私人の権利関
係を印鑑証明書によって公に
しようとするために︑その印
鑑の印影を市に備えつけてい
る印鑑簿に登録することです︒
印鑑登録をすることができ
る人は︑彦根市の住民基本台

年︵１８３０︶
︑ 代井伊直亮
は︑藩校の名称を弘道館に改
めるとともに洋学を講義に取
り入れるなど︑藩校の改革を
実施します︒明治４年
︵１８７
１︶の廃藩置県により廃止さ
れるまで︑弘道館は藩士教育
に多大な成果をあげました︒
たつ そう ろう
この間︑儒学者の龍草蘆や︑
直弼の開国論に大きな影響を
なか がわ ろく ろう
与えた中川禄郎︑国学者での
ふく しん
なが の よし
ちに直弼の腹心となる長野義
とき
言など︑優れた教授陣も輩出
しています︒
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教育委員会文化財課
では︑弘道館ゆかりの資
料を探しています︒今後
の修理や活用の参考資料
にしたいと考えていま
す︒ご存知の人は文化財
課までご連絡ください︒

問い合わせ先

第８回
彦根市環境審議会を
開催します
彦根市環境審議会は︑
彦根市環境基本条例に基
づき︑市の区域における
良好な環境保全と創出に
関し基本的事項を調査審
議する機関です︒
今回の審議会において
は︑彦根市の環境の現状
と課題について見直し︑
取り組むべき目標ごとの
具体的な行動について審
議される予定です︒
会議は公開され︑傍聴
することができますの
で︑傍聴を希望する人は︑
審議会開催日の午前中ま
でに 生活環境課に申し
込んでください︒ただし︑
先着 人までとします︒
日時
月 日㈫
午後３時から
場所 市役所３階
会
議室
生活環
問い合わせ先
境課☎
６
-１１６番︑
０
ＦＡＸ
- ３９５番
31
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文化財課☎
５
- ８３３
番︑ Ｆ Ａ Ｘ
５
- ８９９
番︑
Ｅメール : bun ka zai@
mx.h ikone .e d.jp
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なおあき

中央町にある﹁金亀会館﹂
は︑彦根藩校の唯一現存する
建物として彦根市指定文化財
となっています︒これまで本
願寺の金亀教堂として宗教活
動に利用されてきましたが︑
今回︑本願寺から彦根市にご
寄付をいただきました︒彦根
市では︑藩校教育の殿堂とし
て大切に守り伝えるため︑
﹁歴
史まちづくり法﹂に基づく事
業補助を得て建物修理に着手
します︒この﹁金亀会館﹂を
ご紹介します︒

金亀会館
12

28

22

５

12

こうどうかん

藩校﹁弘道館﹂

11

6
広報ひこね
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平成 21
20年
年12
10 月
月 115
5日
広報ひこね 平成 2 1 年 12 月 15 日
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金亀会館は︑藩校弘道館の
講堂を大正 年に中央町の現
在地に移築した建物です︒講
堂は︑中央に﹁本堂﹂
︑周囲に
ひさし
ま ご びさし
﹁庇﹂
︑さらに前後には﹁孫庇﹂
きり づま
を設け︑正面中央に切妻屋根
の玄関を付けています︒後ろ
の孫庇の中央は１段高くして
﹁仏間﹂に利用されています
こう し
が︑かつては孔子を祭り︑祭
器などが置かれる空間ではな
かったかと考えています︒こ
の講堂を用いて︑多くの教授
11
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▶現在の弘道館の建物

26 26

15

江戸時代︑とくに後半にな
ると︑各藩とも藩士の文武奨
励のため藩校設立の機運が盛
り上がり︑各地で藩校が設立
かんせい
されました︒彦根藩でも寛政
い い
６年︵１７９４︶に 代井伊
なおなか
直中のもとで藩校設立が決議
かく
され︑同９年には城下第２郭
の地︵現在の彦根市立西中学
校運動場辺り︶に起工︑同
けい こ かん
年︑藩校稽古館として開校し
ました︒
てんぽう
開校から 年を経た天保元
31

