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 会津あかべぇ通信 Vol.101  
2012年12月15日発行 

 
 朝起きたら一面の銀世界。会津若松でも寒波の影響かひと晩で３０センチの雪が積

もりました。山沿いはもっと多くの積雪があったようです。スキーやスノーボードを

する方にとって待望のシーズンがやって来ました。昼はウィンタースポーツを楽しみ、

夜は温泉に入って地酒で温まったりと雪の季節だからこその楽しみがありますね。 
 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 
  ●花豆もんぶらん／ヒロのお菓子屋さん[北塩原村］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道今昔写真物語（パート２） 
３）イベント情報 
  ●会津鉄道冬の特別企画「ほろ酔い列車」を運行します！ 
  ●４００余年の伝統を受け継ぐ奇祭、高田の大俵引き 
４）知っ得！話題 
  ●会津田島駅売店「やまびこ」よりお得な情報をお届けします！ 
  ●今話題の『松茸駅弁』を予約するとアテンダントが列車内でお渡しします！ 
  ●年末年始の帰省や旅行に便利なフリー切符をどうぞ 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内ほか 
  ●割引特典満載の回遊ガイドブックで会津旅を満喫！ 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ●大山祇神社・御本社参道のスギ並木［西会津町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●ざくざく 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
    from 花豆もんぶらん／ヒロのお菓子屋さん[北塩原村］ 

 
 
 
 
 
 
 
 

【美味なるの頂上】 
 今回ご紹介する『ヒロのお菓子屋さん』は北塩原村にあるケーキがとっても美味し

いお店です。 
 栃木県宇都宮市出身のご主人が裏磐梯の自然に惚れこみ曽原湖のほとりにペンシ

ョンを開業しました。 当初はペンションの宿泊者向けに北塩原村産の伝統食材の「花

豆」で何か作れないかと思い作ったのがこの「花豆もんぶらん」です。 約８年前に

行われた会津極上のスイーツバイキングに出店したのをきっかけに多くの方に知ら

れることになりました。今では宿泊のお客さま以外にもテイクアウトやペンション併
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設のカフェで楽しめるようになりましたが、花豆の希少性と品質を大切にしながらパ

テシエである奥さまがひとつひとつ丹精込めて手作りをしているので、それゆえに一

日に販売できる数が限られてしまい入手が困難な超人気商品になっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 さて「花豆もんぶらん」というケーキですが、もんぶらんのクリーム地には花豆の

ペーストが使われており、ほのかな豆の甘さと香ばしさが味わえます。そのもんぶら

んの下には柔らかいスポンジ生地とほろ苦く仕上げたチョコレートクリーム、そして

大きな花豆が隠れておりほろ苦いアクセントを添えてくれます。そして最大のポイン

トがもんぶらんの頂上です。ホワイトチョコを身にまとった大きな花豆が鎮座してい

ます。これだけ多くの花豆を使ったスイーツは私の知る限りでは、この「花豆もんぶ

らん」だけだと思います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 お皿の上にもんぶらんの花が咲きました（左） 
 美味しいケーキがいっぱいあります（右） 
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 テイクアウト店でもケーキを頂くことができます（左） 
 ご主人とパテシエの奥さま（右） 
 
 地元食材を大切に使ったからこそ多くの人に支持をされた極上のスイーツなのか

もしれません。まだこのスイーツを体験していない方は、是非一度足を運んで極上の

「花豆もんぶらん」を味わってください！ 
 
●ヒロのお菓子屋さん 
   花豆もんぶらん           ３３０円 
   会津山塩ごはんシュー       ３２０円 
   他にも季節に合わせたケーキ、記念日用ケーキがあります。 
   詳しくはお問い合わせ下さい。 
 
 営業時間  １０：００ ～ １７：００ 
 
 定休日  水曜日 
 
 住所 福島県耶麻郡北塩原村桧原字剣ヶ峰 1093 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0241-67-3003 
 交通：ＪＲ猪苗代駅より裏磐梯方面行きのバスで約４０分 
     JR喜多方駅より猪苗代方面行きのバスで約６０分 
 [ヒロのお菓子屋さんホームページはこちら] http://www.hirokasi.com/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道今昔写真物語（パート２） 
 
 会津鉄道は、おかげさまで今年で開業２５周年を迎えました。パート２ということ

で水無川橋りょうと会津高原尾瀬口駅の開業前の写真を御紹介します。また、現在の

様子を併せてご紹介しますので過去との比較をしながらご覧下さい。 
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開業前の試運転列車。ＪＲ会津線の定期列車の合間に運転されていました。水無川橋

りょうは会津田島～田島高校前にあり、並走する県道から眺めることができます。ま

た、水無川という名前ではありますが、近くの山からの湧水が多いので年間を通して

枯れることなく一定の水量があります。（写真上、昭和６２年、７月上旬撮影） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 会津高原尾瀬口駅（当時は会津高原駅）の会津田島側です。まだ野岩鉄道との相互

乗り入れを行っていないので線路がつながっていません。（写真左 、昭和６２年、７

月上旬撮影） 
 列車内から撮影した写真なのですが、現在では線路がつながっており、架線も張ら

れています。（写真右、平成２４年７月撮影） 
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撮影した角度は違いますが、会津高原尾瀬口駅１番線に停車するＪＲ会津線列車（会

津若松行き）と会津田島発区間快速（浅草行き）。よく見ると駅舎とホームの間の側

線がなくなっています。 
（写真左、昭和６２年、７月上旬撮影）・（写真右、平成２４年８月撮影） 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
 
 ●会津鉄道冬の特別企画「ほろ酔い列車」を運行します！ 

 
 会津鉄道では平成 24年 12月 24日（月）より、

昨年大好評でした「ほろ酔い列車」を今年も運

行いたします。 
 会津鉄道冬の名物「こたつ列車」で、沿線地

酒と新鮮な刺身を肴に、心も体も暖まる列車の

旅を楽しみませんか？又、車内ではゲーム大会

もいたします。 
 皆様のご参加をお待ちしております。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ■運転日 
  【平成 24年】12月 24日（祝） 
  【平成 25年】 1月 12日（土）、19日（土）、26日（土） 
          2月 2日（土）、9日（土）、16日（土）、23日（土） 
          3月 2日（土）、9日（土）、16日（土） 
 ■参加費 
  大人お 1人様 4,000円（日本酒＋北辰刺身セット） 
  子供お 1人様 2,900円（ジュース＋北辰刺身セット） 
   ※車内では、缶ビール、乾き物などを販売いたします。 
   ※日本酒飲み放題  
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 ■募集人員  
  各回 36名様（最少催行人員 20名様） 
   ※添乗員が同行します。  
 ■お申込み  
  各出発日の 2日前・17：00まで  
 ■コース  
  集合場所：西若松駅改札口前 16：50 
  西若松駅 17：04発 ⇒ 会津田島駅 18：06着・18：13発 ⇒ 西若松駅 19：23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 
 
 
●４００余年の伝統を受け継ぐ奇祭、高田の大俵引き 
日時／平成 25年 1月 12日（土） 
  ・俵みこし午後 1時 45分～・大俵引き午後 3時 30分～ 
場所／会津美里町高田地区・本町通り商店街 
  
 会津美里町高田の冬の風物詩とし

て 400余年の伝統を誇る『高田大俵引

き』。直径 3 メートル、重さ 3 トンの

巨大な俵を紅白に分かれた男若衆が

引き合い、赤が勝てば商売繁盛、白が

勝てば豊作になるといわれています。

引き合いの後には福小俵まきも開催。

一年の運気を占う勇壮な祭りを間近

で体感してみませんか。  
お問い合わせ先／  
会津美里町観光協会   
TEL0242-56-4882   
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
 
●会津田島駅売店「やまびこ」よりお得な情報をお届けします！ 
 
 会津田島駅改札口の前にあります会津鉄道直営売店「やまびこ」では年末年始の帰

省や旅行に合わせて、たくさんの会津のおみやげ品やおいしいお弁当を取り揃えて皆

様のお越しをお待ちしております。 
 
 年末年始は、数量期間限定おみやげ品としまして、会津銘菓「太郎庵 八重の夢」、

新規取り扱い品としまして会津東山温泉銘菓「松本家 湯の花羊かん」を販売いた

します。 
 
※発売開始日等に関しましては、会津鉄道ホームページ及びブログ「ばすの日記」で

ご案内いたします。 
http://www.aizutetsudo.jp/ ｜ http://aizutetsudo.sblo.jp/ 
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  八重の夢は平成２５年ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」を記念して作られた生チョ

コクッキーで桜の花びらをモチーフにしたクッキーの上にいちご味の生チョコをあ

しらったお菓子です。 
 

 
  湯の花羊かんは会津東山温泉にある老舗菓子店松本家を代表する棒羊かんです。

御家族やお友達へのおみやげとしてお使いくださいませ。 
 
 また、駅弁をはじめ各種お弁当、おにぎりをご用意してお待ちしております。旅の

お供にいかがでしょうか。 
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●今話題の『松茸駅弁』を予約するとアテンダントが列車内でお渡しします！ 
 会津若松駅と東武日光駅を結ぶＡＩＺＵマウントエクスプレス車内で新たに「松茸

二段駅弁」が予約販売に加わりました。松茸をふんだんに使った豪華な二段弁当です。

「牛乳屋食堂のソースカツ丼弁当」と合わせて会津鉄道名物駅弁をお楽しみください。 
 
■予約販売する駅弁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＮＥＷ 松茸二段弁当 「南山のたび」    1,000円（税込）（写真左） 
     牛乳屋食堂の「ソースカツ丼弁当」   1,050円（税込）（写真右） 
 
■対象列車とお受け取り方法 
 AIZUマウントエクスプレス車内（会津若松～東武日光直通列車限定） 
  会津若松発 ８：００  （東武日光行き） 
  東武日光発１１：４４  （会津若松行き） 
  【松茸駅弁】は会津田島駅～東武日光駅間（東武日光行き・会津若松行き） 
  【ソースカツ丼弁当】は芦ノ牧温泉駅～東武日光駅間（東武日光行き） 
  及び、東武日光駅～会津田島駅間（会津若松行き） 
 アテンダントより代金引き換えでお受け取りください。 
 
■ご予約方法 
 ご利用の２日前までお申込み下さい。 
 なお、ソースカツ丼弁当については毎週水曜日は販売いたしませんのでご了承下さ

い。 
 ※予約・お問い合せは 9：00～17：00内でお願いいたします。  
 ※発売開始日等に関しましては、会津鉄道ホームページ及びブログ「ばすの日記」

でご案内いたします。 
http://www.aizutetsudo.jp/ ｜ http://aizutetsudo.sblo.jp/ 
 
■お問い合わせ・お申し込み 
   会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 
   [こちらの情報もご覧ください！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=902 
 
 

 
 
●年末年始の帰省や旅行に便利なフリー切符をどうぞ！！ 
 
 【首都圏からのお客様へ】 
  ●東武線沿線からはこちらが便利です、「東武フリーパス」 
 [情報はこちら！] http://www.tobu.co.jp/riding/docs_tobu/c01.html 
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  ●会津の温泉巡りにどうぞ！「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/ 
 
 
●割引特典満載の回遊ガイドブックで会津旅を満喫！ 
  
東北６県を会場に開幕した「東北観光博」では、

28 のゾーンを巡りスタンプを集めて素敵なプレゼ

ントを当てる「東北観光博スタンプラリー」と、

会津の特産品が当たる「会津ゾーンスタンプラリ

ー」を開催中！  
かわいい八重たんが目印の『ハンサムウーマンの

故郷・会津 回遊ガイドブック』は、会津の旅に

便利な 93カ所の『まちの駅・道の駅・旅の駅』を

紹介。会津エリアのスタンプポイントのほか、お

得な割引やプレゼント特典情報も満載の便利な一

冊です。  
お問い合わせ先／  
NPO法人 会津地域連携センター   
TEL0242-22-3633  
 
[情報はこちら！] http://www.bekonon.com/ 
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～「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 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ◎大山祇神社・御本社参道のスギ並木［西会津町］ 
   【歴史を見守り地域に愛されてきた会津の巨樹・銘木をご紹介】 

 
 野沢の山の神様として知られ、「一生に一度の

願いは三年続けてお参りすれば、なじょな（ど

んな）願いもききなさる」と伝えられる西会津

町の大山祇神社。多くの参拝客が手を合わせる

遥拝殿（下宮）から山道を登ること約４km。凛

とした静寂に包まれた御本社近くの「木の根坂」

は、厳かな風格を漂わせた樹齢 450 年以上の杉

並木が続く祈りの道。大切な願いを心に秘めた

人々を奥宮へと導いています。 
 
【樹木データ】 
・所在地…西会津町野沢字大久保 
・町指定天然記念物、福島の遊歩道 50選 
 
 

 
・交通…磐越西線・野沢駅からタクシーまたはバス（大久保下車）15分 
 
お問い合わせ先／ 
 西会津町商工観光課 TEL0241-45-2213 
 大山祇神社社務所 TEL0241-45-2323 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●ざくざく  
［材 料］4人分  
田作り…10匹  
昆布…１枚※約 15cm  
ニンジン…小１本  
こんにゃく…1/2枚  
ゴボウ…1/3本  
ダイコン…中 1/3本  
サトイモ…5個  
打ち豆、醤油、塩、酒…適宜  
  
［作り方］ 
1)ニンジン、ゴボウ、ダイコンは皮をむき厚めのいちょう切りにする。 
2)こんにゃくは、幅 2～3cm厚さ 3mmくらいの短冊切りにし茹でておく。 
3)サトイモは、皮をむき 7mmくらいの輪切りにし塩でよくもみ、ぬめりをきれいにと

る。 
4)昆布は水に戻し、1～2cmの角切りにしておく。 
5)3カップ強の水に田作り、昆布を入れ煮る。さらに 1)～3)の具を入れて煮る。 
6)最後に打ち豆を入れ煮て、醤油・塩・酒で味を整える。 
 
［ワンポイント］ 
 「ざくざく」はいろいろな材料を用いることや、野菜を切る音からついたと言われ

る料理名です。大晦日や節分などに食されてきた会津の伝統料理です。 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 ひらひらと降り積もる雪が会津盆地を白く彩る冬がやってきました。年末年始の準

備もそろそろ本番。身体に溜まった疲れはぜひ会津の温泉で癒してみませんか？心も

ほっこり温まる笑顔のおもてなしでお待ちしています。 


