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した。また、米沢藩家臣の生活困
窮を目の当たりにした政恒は、過
剰に多い家臣を蝦夷地（北海道）
に移住させて開拓することを藩当
局に建議します。しかし、財政難
を理由に建議が取り上げられるこ
とはありませんでした。幕末には
宮島誠一郎らとともに周

しゅう
旋
せん
方
がた
とし

て活動し、戊辰戦争時に米沢藩降
伏後の敗戦処理に尽力します。
　明治２年、明治新政府により越
後府判事試補に任命されますが、
間もなく辞して米沢へと戻り、町
奉行（のちに職名変更で刑

けいほう
法司

つかさ
兼

　中條政恒は、米沢藩中級家臣（与
板組）の上

かみ
与
よ
総
そ べ え
兵衛の嫡子として

天保 12 年に舘山口町（現城西）
に生まれました。もとは上

かみ
姓でし

たが、明治５年に先祖の姓であっ
た中條に復し、以後は中條姓を名
乗るようになります。
　政恒は幼少期から俊

しゅん
秀
しゅう
として知

られ、藩校興譲館で学んでいた
12 歳の時に選ばれて米沢藩世

せい
子
し

龍
たつ
千
ち
代
よ
（のちの上杉茂

もちのり
憲）の学友

となっています。慶応元年、藩命
により江戸で古賀謹

きんどう
堂や林家に入

門して平田東助らと勉学に励みま

市
し
宰
さい
）などを勤めました。明治４

年の廃藩置県後には置賜県に出仕
し、置賜県令高崎五六の後押しも
得て、全国の華族・士族による北
海道開拓についての奏

そう
議
ぎ
書
しょ
（意見

書）を明治新政府に提出しました。
廃藩置県によって華族・士族の処
遇が問題となっていた中で、奏議
書は日本の将来を考えた具体性の
あるものでしたが、これも時期尚
早として採用されませんでした。
　明治５年、政恒は福島県典

てん
事
じ
と

して転出し、福島の安積開拓に取
り組むことになります。
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恒 Masatsune Nakajo
1841 - 1900

（日本語訳）皆さんはどのようにスト
レスを解消していますか？ストレス
の解消には、規則正しい睡眠、栄養
のある食事、運動などを十分に行う
ことが大切だと言われています。私
のストレス解消法の一つが料理をす
ることなので、お気に入りのフレン
チトーストのレシピを教えます !

米沢市国際交流員
タイラー・バートン

     How do you relieve stress? Doctors 
recommend that during stressful 
times, you should maintain a regular 
sleep and meal schedule, exercise, 
and participate in stress-relieving 
activities. One of my favorite stress-
relieving activities is cooking, so 
I’d like to share one of my favorite 
recipes with you: French toast!

　オンライン会議システム
Zoomを使って、下記のオンラ
イン講座を開催しています。自宅
に居ながらリアルタイムの交流が
楽しめます！

1. Beat egg, sugar, vanilla, cinnamon, 
and milk in shallow dish. 

2. Dip bread in egg mixture, turning 
to coat both sides evenly.

3. Cook bread slices on lightly 
greased griddle or skillet on 
medium heat until browned on 
both sides!

1.�底の浅いボウルに卵、砂糖、バ
ニラエッセンス、シナモンパウ
ダー、牛乳を入れよく混ぜます。
2. パンを卵液に浸し裏返します。
3.�中火で熱したフライパンにバ
ターを入れ溶かします。パンを
入れて、焼き目がついたら完成 !

卵１個
シナモンパウダー
小さじ 1/2

砂糖大さじ１ 牛乳 50ml
バニラエッセンス
小さじ１

食パン4 枚

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

1 egg 1/2 tsp cinnamon
1 tbsp sugar 1/4 c milk
1 tsp vanilla extract 4 slices bread

【講座内容】
○onlineで中国語・中国文化交流
○ English�for�teachers
○心理学 online 雑談会�etc.
※�詳細は YIRA ホームページをご
覧ください。

米沢藩家臣の蝦
え ぞ ち

夷地開拓を建議し、維新後は新
政府に出仕して安

あさか

積開拓に取り組んだ行政官
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What's your stress-relieving activity?
あなたのストレス解消法は？
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