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（日本語訳）米沢に来てから、も
う少しで１年が経とうとしていま
す。この１年間でたくさんのすば
らしい経験ができ、米沢の見事な
景色や美味しい食べ物、そして何
より、市民との交流など、様々な
魅力を堪能しました。
　米沢で体験したことの中では、
米沢牛を食べたことが特に印象に
残っています。肉は柔らかく、ス
テーキやしゃぶしゃぶ、すきやき
など、どんな調理法でも調味料が
いらないほど味が濃いです。米沢
牛ほど美味しい牛肉は他になく、
本当に人生を変えるような味を見
つけたと感じます。
　長年ここに住んでいる人も旅行
中の人も、米沢ではいつも新しい
魅力を発見することができます。

    It has been about a year since 
I came to Yonezawa, and in that 
time, I have been able to experience 
so many wonderful things. I’ve 
experienced the many treasures 
of Yonezawa: spectacular views, 
delicious food, and most of all, the 
people! 
     One of the best things I have been 
able to try in Yonezawa has been 
Yonezawa beef. Whether eaten as 
steak, shabu shabu, or sukiyaki, the 
meat is always soft, and so tasty that 
sauces or seasonings are unnecessary.
It is truly life-changing, and I don’t 
think I’ll be able to enjoy any other 
beef as much as Yonezawa beef! 
    Whether you are a long-time 
resident or  a visitor ,  there are 
always new treasures to discover in 
Yonezawa!

　斎藤篤信は、文政８年（1825）
に米沢藩士斎藤庸
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の嫡男とし
て、米沢城下の花岡町に生まれま
した。斎藤家は最上級家臣の侍組
に属し、父庸信は米沢新田藩家老

米沢市国際交流員
タイラー・バートン

●オンライン講座 法律勉強会
■ 日時／８月 19 日㈬ 18 時 30

分～ 20 時
■内容／外国人雇用などの労働法
■費用／無料

米沢市国際交流協会（YIRA）
米沢市国際交流プラザ「アーカス」
置賜総合文化センター 1 階
☎ 33-9146 yira@omn.ne.jp
ホームページ／
www.yira-yonezawa.org

● 8 月の YIRA オンライン講座
○おうちでカフェ 8 月 4 日㈫
○ Weekend English ８月８日㈯
○中国語オンライン講座 8 月18 日㈫
○英語オンライン講座 8 月 26 日㈬
※ 詳細は YIRA 事務局までご連絡

ください。

YIRA NEWS

など要職を歴任した重臣でした。
篤信は幼い頃から勉学を好み、書
道にも優れていたといわれます。
嘉永３年（1850）に藩校興譲館勤
学兼助読となり、その後は屋
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（現高畠町）の統治にあたる糠
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・高畠砦将などを務め、文久
３年（1863）の屋代郷騒動に際し
てはその鎮圧にあたりました。慶
応元年（1865）には藩主上杉斉
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となって藩主の側近とし
て仕えました。
　戊辰戦争時には、甘

あま
糟
かす
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成
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とと
もに軍参謀に任じられ、奥羽越列
藩同盟の一員として越後に出

しゅっ
征
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し
て新政府軍と戦い、戦功を上げま

すが、米沢藩は降伏します。敗戦
後は、奥羽諸藩の戦争終結のため
に奔

ほん
走
そう

し、とりわけ会津藩降伏の
周
しゅうせん

旋に力を尽くしました。この間、
新政府軍の板垣退助・黒田清隆・
西郷隆盛らと面会し、堂々と意見
を述べたと伝わります。
　戊辰戦争終結後の明治２年から
は新政府の待

たいしょういん
詔院下院に出仕しま

す。翌明治３年に待詔院が廃止さ
れるまで務め、免官の際には「職
務勉励」の恩賞として太政官から
垂
ひた

直
たれ

地（男性用装束の反物）を賜
りました。免官後は米沢に戻り、
米沢藩の宣教使や藩学校総掛を務
め、藩内の教育に携わりました。

藩校興譲館で教鞭を執り、幕末の屋代
郷騒動・戊辰戦争で活躍した米沢藩士
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