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 会津あかべぇ通信 Vol.100  
2012年11月30日発行 

 
 秋の行楽シーズンが終わり会津若松市内でも初雪が降りました。今年は夏の暑さが

例年以上に長く、秋が大変短かったような感じでしたが、その分紅葉は例年よりも鮮

やかでした。さて、早いもので会津あかべぇ通信は今回で発行１００号を迎えました。

これからも会津地方のホットな話題をたくさんご案内してまいりますのでご期待下さ

い。 
 会津あかべぇ通信では 15日と月末の毎月 2回、会津の元気な話題をお届けしてまい

ります。 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）会津１７市町村うまいものリレー 
  ●カルモシモサカ・ノーボ／珈琲家マザーリップ[下郷町］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●芦ノ牧温泉駅を楽しもう！！ 
３）イベント情報 
  ●トロッコ列車でひと足はやいクリスマス！12月 23日「サンタ列車」運行します 
  ●会津鉄道で行こう『第３弾 東京スカイツリー天望の旅』 残席僅か！ 
  ●一年を占う会津坂下町の初市大俵引き！ 
４）知っ得！話題 
  ●１２月１２日に１日限りの日付『１２・１２・１２』の硬券入場券発売！ 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内ほか 
  ●旅のおすすめスポットを巡るスタンプラリーで、会津の特産品を当てよう 
５）会津のいいモノ☆セレクション 
  ●会津のゆめ（１００％会津の地ワイン）［会津若松市］ 
６）会津の郷土料理 
  ●干し柿の天ぷら 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
    from カルモシモサカ・ノーボ／珈琲家マザーリップ[下郷町］ 

 
 
 
 
 
 
 
 

【里山の優しいお店】 
 塔のへつり駅から坂道を歩くこと約１０分、コーヒーの香りに包まれたお店「Mother 
Lop（マザーリップ）」をご紹介します。お店の名前は母の作る料理の味とお店での語

らいを楽しんで欲しいことから「マザーリップ」と名付けたそうです。 
 さて、マザーリップさんのオススメはコーヒーです。このコーヒーただ者ではあり

ません。いわき市出身の下坂匡さんがブラジルカルモ市近郊でコーヒー農園をやって

おり、そこで採れたコーヒーを風味を損なわないように丁寧にローストして淹れたも

のです。特徴は、苦みが控え目で豊潤な香りが口いっぱいに広がりコーヒー通でも満
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足できる逸品です。 
 もうひとつのお勧めがパスタメニューです。素材の持つ風味を充分に引き出したも

のになっており、今回は南会津産のトマトとナスを使ったトマトソーススパゲッティ

を頂きました。シンプルなトマトソースでありながらも、トマトの酸味と甘みが調和

して母のように優しい味わいになっていました。 
  冒頭にもあるように塔のへつり駅からも近く、散策や列車までのひと時をコーヒー

と共に過ごして頂きたいお店です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 風味豊かな優しいコーヒー（左） 
 南会津の恵みを凝縮したトマトソーススパゲッティ（右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 落ち着いた店内（左） 
 窓の外には甲子の山々が広がる（右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 母子２人でお店をやっています。 
         実は恥ずかしがり屋の３代目（？）が。。。（写真左） 
 ロッジ風の外観（写真右） 
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●珈琲家マザーリップ 
  コーヒーメニュー 
   カルモシモサカ・ノーボ（新豆）       ４５０円 
   カルモシモサカ・ボルボン（有機栽培）  ５００円 
    エスプレッソ、カフェオーレ、ウインナ  ５００円 
    カプチーノ                  ６００円 
    他にも紅茶、ジュースなどのドリンク類があります。 
  フードメニュー 
    ナポリタンスパゲッティ          ８００円 
    カルボナーラスパゲッティ        ８５０円 
    トマトソーススパゲッティ         ８５０円 
    他にもサンドイッチ、カレー、グラタンなどがあります。 
    また、平日１１：３０～１４：００まではドリンクがセットになった 
    日替りランチがあります。 
   営業時間  １０：３０ ～ １９：００ 
 
 定休日  不定休 
 
 住所 福島県南会津郡下郷町大字弥五島字道上 3253－1 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0241-67-3003 
 交通：会津鉄道 
      塔のへつり駅徒歩１０分 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●芦ノ牧温泉駅を楽しもう！！ 
 
 芦ノ牧温泉駅は福島県会津若松市大戸町にあり、その名の通り芦ノ牧温泉への玄関

口になっています。ご存知の方も多いと思いますが、この駅にはねこの名誉駅長「ば

す」が居ます。休日には遠くから多くのお客様がばす駅長に会いに訪れています。だ

んだん寒くなるこの時期は、駅の事務室のロッカーの上の日だまりがばす駅長の指定

席になっています。先日、ばす駅長のファンの方から素敵な絵手紙アルバムを頂きま

した。興味がある方は駅係員に申し出くださいませ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 芦ノ牧温泉駅の駅舎。なんか懐かしい風情があります（写真左） 
 一日に数回上下列車の交換を見ることが出来ます（写真右） 
 
 
 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この時期の日だまりはばす駅長の指定席（写真左） 
 ばす駅長ファンの方から頂いた絵手紙。可愛い絵がいっぱい（写真右） 
 
 また、芦ノ牧温泉駅の駅舎は会津鉄道の中でも古く、駅本屋に併設して信号扱いを

行った小屋が残っています。昭和６０年頃までは、腕木式信号機が使われており列車

が到着するたびにに駅員が大きく重いテコを動かして信号を操作していました。懐か

しい鉄道遺産として見学してみるのもいいと思います。他にも駅前には今年の７月に

開業２５周年を記念して建立された会津鉄道神社や旧トロッコ車両のＡＴ－３０１型

がありますのでお越しの際にはそちらも併せてご覧下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 信号扱い小屋内の様子。このレバーで信号の操作していました。（写真左） 
 旧型のトロッコ車両。休日を中心に車内を公開しています。（写真右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成２４年７月に建立した「会津鉄道神社」。お稲荷様が祀られています。（写真

左） 
 平成２４年６月３日に会津鉄道芦ノ牧温泉駅とひたちなか海浜鉄道那珂湊駅は姉妹

駅になりました。（写真右） 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
 
●トロッコ列車でひと足はやいクリスマス！12月 23日「サンタ列車」運行します！  
  
 トロッコ列車でひと足はやいクリスマスを

楽しみませんか？  
列車内では楽しいゲームやサンタさんからの

ちょっぴりプレゼントが待っています   
【出発日】  
平成 24年 12月 23日（日）  
西若松駅改札口集合 11：10  
 
【旅行代金】 
 ・大 人（お１人様）  2,900円 
 ・小学生（お１人様） 1,900円 
 ・幼 児（お 1人様）    800円  
※ 少催行人員 大人 40名様  
  
  
  
   
【行程】    
西若松駅 11：36発→→→会津田島駅 13：01着・13：24発→→→ 
   芦ノ牧温泉駅（「ばす駅長」に会えるかも！）→→→西若松駅 15：18着 
 
 ■お問い合わせ・お申し込み 
  会津鉄道株式会社 
  Tel.0242-36-6162 Fax.0242-26-9730 
 
[こちらの情報もご覧ください！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=821 
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●会津鉄道で行こう『第３弾 東京スカイツリー天望の旅』 募集中！  
 

 会津鉄道では開業２５周年を記念し、第３弾 
会津鉄道で行く「東京スカイツリー天望の

旅！」ツアー（添乗員なし）の募集をいたしま

す。開業してまだ半年の東京スカイツリー天望

デッキに入場できるツアーで、旅行代金も大変

お得となっております。 
 東京の新しい観光スポット「東京スカイツリ

ー」にのぼりませんか！ また、フリータイム

もたっぷりありますので東京の観光スポット

を満喫してみませんか。 
 
※残すところ１２月２１日出発分のみとなり

ました。お申込みはお早めに！ 
   
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社  
営業課 TEL 0242-36-6162 
 
[こちらの情報もご覧ください！] 
 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=196 
 
 
 
●一年を占う会津坂下町の初市大俵引き！ 

 
開催日／平成 25年 1月 14日（月） 
会場／会津坂下町役場前  
   大俵引き： 午後 2時～ 
   福豆俵まき：午後 3時～ 
 毎年 1月 14日にまちなかを賑わす会

津坂下町の初市・大俵引き。約 400年
の歴史を持つこの豪快な祭りは、勇壮

な下帯姿の男衆が東西に分かれて重さ

約 5トンの大俵を引き合い、三本勝負

で東が勝てば「商売繁盛」で米の値が

上がり、西が勝てば「豊作」になると

いわれています。そのほかにも、鏡割

りや福餅つき、福を招く 365個の福豆俵まきなど楽しいイベントを開催。一年の運試

しにぜひ皆さんも参加してみませんか？ 
◎引き子募集…申込み期間 12月 1日～12月 27日（成人男性のみ、先着 120名） 
お問い合わせ先／会津坂下町観光物産協会 TEL0242-83-2111 
 
[情報はこちら！] http://www.town.aizubange.fukushima.jp/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
 
●芦ノ牧温泉駅、湯野上温泉駅、会津田島駅、会津高原尾瀬口駅で１２月１２日に１

日限りの日付『１２・１２・１２』の硬券入場券発売！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=889 
 

 
 
【首都圏からのお客様へ】 
●寒い季節は「東武フリーパス」で会津の温泉巡りを楽しもう！ 
[情報はこちら！] http://www.tobu.co.jp/riding/docs_tobu/c01.html 
 
●週末は列車の旅でリフレッシュ！「ウィークエンドパス」 
[情報はこちら！] http://www.jreast.co.jp/tabidoki/service/twoday/ 
 
● 平成 24年 4月 1日（日）～ 平成 25年 3月 31日（土）まで 中学生の皆さまにお

得なきっぷ 好評発売中！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=422 
 
●通学スタイルにあわせた通学片道定期券、発売中！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=726 
 
 

 !  
●かなり得だね！浅草宿泊パック  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=851 
 
●マイカー＆トレイン 回送サービス好評受付中！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=789 
 
●東京スカイツリー情報！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=536 
 
 

 
 
●AIZUマウントエクスプレス指定列車内で Wi-Fi利用サービスをしております。 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=170 
 
●会津鉄道サポーターズクラブ会員募集中！ 
[情報はこちら！] http://www.aitetsuclub.com/ 
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●スタンプラリーで、会津の特産品を当てよう 
 

  期間／平成 25年 3月 31日（日）まで 
 「こころをむすび、出会いをつくる」をテーマ

に、東北６県を会場に開幕した「東北観光博」。 
会津ゾーンでは 17市町村がおすすめする、観光施

設や店舗などを巡って専用スタンプ帳にスタンプ

を集めていく「スタンプラリー」を開催中！集め

たスタンプの数によって、すてきな会津の特産品

が抽選で 275名に当たります。たくさん集めるに

は、あらかじめスタンプ台の設置店舗を下記の HP
で確認しておくのがポイント！ 
 巡り旅を楽しみながら会津の良さにふれてみま

せんか。 
お問い合わせ先／ 
東北観光博会津ゾーン運営部会事務局 
（会津若松市観光課内） 
TEL 0242-39-1251 ※土・日・祝日は除く 

 
[情報はこちら！] http://www.aizu-furusato.com/gokujo/stamp_rally/ 
 
 
 
～「ばす駅長デザイントロッコ車両」運行開始記念新商品のご案内 ～ 

 
◎会津鉄道オリジナルグッズ「ばすのみせ」リニ

ューアルオープン！ 
[情報はこちら！]   
http://www.aizutetsudo.jp/shop2/index.php 
 
◎ネコ駅長「ばす」の日記 
[情報はこちら！] 
http://aizutetsudo.sblo.jp/ 
 

 
 
 

◎ばす駅長プロモーションビデオ完成！！ 
[プロモーションビデオはこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30 
 
◎ばす駅長ニュース！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=22 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
５）会津のいいモノ☆セレクション 
  ◎会津のゆめ（１００％会津の地ワイン）［会津若松市］ 
  【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 

 
 会津若松市北会津にある小森ぶどう園で栽培されたぶどう「マス

カットベリーA」のみを使って醸造した、100%会津の地ワイン「会津

のゆめ」は、渋みと酸味のバランスが良いやや辛口な通好みの赤ワ

インです。少数生産のため、県内でも他エリアではなかなか手に入

らない幻の一品。クリスマスの食卓やプレゼントにもおすすめです。 
 
お問い合わせ先／百薬舎まつ本 TEL 0242-27-2718 
 
 
 
 
 
 
 
 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
6)ふるさとの味再発見！会津の郷土料理 
【会津坂下町「ふるさとの味再発見」グループの皆さんが美味しいレシピをご紹介！】 
・地域に受け継がれてきた伝統の食文化を再発見し、農産物の美味しさを新たにお伝

えする、すてきな季節のレシピをご紹介します。 
 
●干し柿の天ぷら  
［材 料］5人分  
干し柿…10個  
小麦粉…50g  
卵…1/4個  
塩…少々  
油…適宜  
  
 
［作り方］ 
1)干し柿はへたを付けたまま実に包丁を入れて種を取る。 
2)小麦粉、卵、塩、水をまぜあわせ天ぷらの衣を作る。 
3)油を熱し、1)を 2)に付け揚げる。 
 
［ワンポイント］ 
 少し硬くなってしまった干し柿も、揚げることでやわらかくいただけます。衣は付

け過ぎないように、薄めにするのがコツです。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
  １１月下旬、山頂に雪化粧を纏った磐梯山が、会津平野に冬の訪れを知らせてく

れました。鶴ヶ城や御薬園などの庭園を彩る庭木も、紅葉の衣を脱いで積雪に備える

雪囲い姿で観光客の皆さんをお迎えしています。雪国ならではの文化をお楽しみくだ

さい。 


