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 会津あかべぇ通信 Vol.103  
2013年1月15日発行 

 
 新年おめでとうございます。平成２５年も会津鉄道を宜しくお願い致します。

会津は、年末からの寒気の影響なのか最低気温が氷点下の日が続いていますが、

平成２５年１月６日（日）からＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」の放送が始まりド

ラマに込める地元への期待はどんどん熱気を帯びています。会津若松市内のあち

こちに「八重の桜」ののぼりが立っていたり、綾瀬はるかさんのポスターが貼っ

てあったりしています。この機会に会津へおいでになって「八重の桜」の歴史的

背景を学んでみてはいかがでしょうか。 
 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 
  ●焼きそばラーメン／双葉食堂[三島町］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●大河ドラマ「八重の桜」放送記念、新島八重生家跡地と日新館を訪ねて 
３）イベント情報 
  ●ろうそくの光に浮かぶ神秘的な会津の雪景色 [会津若松市] 
４）知っ得！話題 
  ●会津鉄道公式フェイスブックがスタートしました。 
  ●会津田島発、まぼろしの駅弁『二段松茸駅弁』を食べよう！ 
  ●新島八重のふるさと会津へ行こう！【首都圏発着フリー切符のご案内】 
  ●見どころいっぱい、東京へ行こう！【浅草往復列車たびきっぷのご案内】 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内ほか 
  ●ファストパスを GETして全国ラーメンフェスタを満喫!［喜多方市］ 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ●石部桜［会津若松市］ 
６）会津の郷土料理 
  ●棒たら山椒漬 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
    from 焼きそばラーメン／双葉食堂[三島町］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【常連さんの思いつきが人気メニューになった】 
 今回紹介するお店はＪＲ只見線会津宮下駅前にある双葉食堂さんです。紹介す

るメニューは一風変わった「焼きそばラーメン」を紹介します。 
 このメニューが出来たきっかけは、数年前に店の常連さんの「ラーメンスープ
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に焼きそばを入れて食べてみたい」というリクエストで作った料理です。お店の

スタッフも試食したところ予想以上に美味しくて裏メニューとして販売すること

にしたそうです。販売が始まった時期は全国的にＢ級グルメが脚光を浴びた時で、

テレビでも何度か紹介されました。現在は福島県内はもとより関東や新潟県から

も多くのお客様が訪れています。お店は元気な姉妹と近所の方の３名で切り盛り

しており、三島町に工事に来ている方や仕事で単身赴任で来ている方の元気の源

になっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 さて、「焼きそばラーメン」ですが、まずは会津では一般的な中太ちぢれ麺を軽

く茹で、キャベツやもやしなどと一緒に炒めてやきそばを作ります。それをお店

秘伝の醤油ラーメンスープを張ったどんぶりに加えます。麺のトッピングに焼き

そばのお供の紅しょうが、ラーメンの具の定番メンマと長ネギをのせて完成です。

見た目は醤油とソースが合わさって黒っぽく塩辛いのではと不安に思われますが、

スープをひと口吸うとソースの酸味と醤油の香り、そしてスープの味が口の中で

オドロキの美味さに変わります。会津ではラーメンに酢をかけて食べる人が意外

と多いので酸味のあるスープに人気があるのかもしれないですね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 これはラーメンだよね！？（写真左） 
 でも味は焼きそば。。。（写真右） 
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 元気なお店のみなさん（写真左） 
 双葉食堂裏メニュー（写真右） 
 
 今回はおなかがいっぱいで食べるのを断念しましたが、カレー焼きそばやカレ

ーラーメンがおススメとのことなので風光明媚な三島町へおいでの際には、双葉

食堂さんへ足を運んでみてください。 
 
●双葉食堂メニュー 
   焼きそばラーメン     ８００円 
   カレーラーメン       ７００円 
   カレー焼きそば       ８５０円 
   他にもラーメン、味噌ラーメン、カツ丼がございます。 
    
 
 営業時間  ８：００～１８：００ 
 定休日  日、祝日 
 
 住所 福島県大沼郡三島町宮下宮下２０９ 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0241-52-2034 
 交通：ＪＲ只見線会津宮下駅より徒歩１分 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●大河ドラマ「八重の桜」放送記念、新島八重生家跡地と日新館を訪ねて 
 
  平成２５年１月６日からＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」の放送が始まりまし

た。今回は新島八重の生家跡と会津藩校日新館をご紹介したいと思います。 
 まずは「新島八重の生家跡」です。会津若松市米代町の細く入り組んだ住宅街

に生家跡があります。そこには１９８９年に八重ゆかりの同志社大学によって建

てられた記念碑があり、八重と兄の山本覚馬に関する案内板があります。八重の

生家跡から鶴ヶ城や当時日新館があった場所も近くにあります。 
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案内看板には当時の住宅地図が表示されている（写真左） 
家の前にひっそりと建つ記念碑と案内板（写真右） 
 
 次はドラマ内でも登場していた会津藩校日新館です。現在は会津若松市河東町

の小高い山の上に当時の姿そのままに再現されています。館内では当時の藩校の

様子などを知ることが出来る展示がされています。 
 会津藩では藩士の男児は６歳から９歳の間は「什」という１０名程度の班を作

り、その「什」の什長（班長）からいろいろな教えを受けました。「什」には厳し

い決まりがあり、その決まりを破ると罰を受けることになりました。これが会津

藩「什の掟」です。 
 什の掟の内容は 
  一、年長者の言ふことに背いてはなりませぬ 
  一、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ 
  一、嘘言（うそ）を言ふことはなりませぬ 
  一、卑怯な振舞をしてはなりませぬ 
  一、弱い者をいぢめてはなりませぬ 
  一、戸外で物を食べてはなりませぬ 
  一、戸外で婦人と言葉を交へてはなりませぬ 
  ならぬことはならぬものです 
 
そして、１０歳になって初めて日新館に通うことが許され、読み書き等を習って

いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 日新館の正門（写真左） 
 会津藩の教え「什の掟」（写真右） 
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各史跡までの交通手段 
 新島八重生家跡 
  会津鉄道西若松駅から徒歩１０分 
  
 会津藩校日新館 
  ＪＲ磐越西線広田駅から車１０分 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
 
●ろうそくの光に浮かぶ神秘的な会津の雪景色 
 
  【これからイベントのイチオシ情報！】 
開催日時／平成 25年 2月 8日(金)・9日(土)17:30～21:00 
 ※点火式は 17：00から 
会場／会津若松市 御薬園・鶴ヶ城公園 
サブ会場予定／JR会津若松駅・東山温泉・ 北出丸大通り（西郷頼母邸跡付近） 
       ・七日町通り（阿弥陀寺）・野口英世青春通り・大町通り・飯盛山 
       ・いにしえ夢街道（会津武家屋敷ほか）・その他市内各所  

 
 やわらかなろうそくの灯りが雪景

色の中に幻想的な世界を浮かび上が

らせる「会津絵ろうそくまつり?ゆき

ほたる」。 
 メイン会場の御薬園や鶴ヶ城公園

では会津慶山焼や会津本郷焼の瓦燈、

竹筒、会津塗の燭台に据えられたろう

そくが灯され、ゆらめく光りで周辺を

幻想的な空間へと彩り、厳かな雰囲気

をかもし出します。幽玄の世界にただ

よう会津の冬景色を御覧下さい。 
 

お問い合わせ先／会津若松観光物産協会 TEL0242-24-3000 
 
[情報はこちら！] http://www.aizu.com/erousoku/index.html 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●会津鉄道公式フェイスブックがスタートしました。 
 平成２５年１月２日（水）より会津鉄道公式 FaceBook（フェイスブック）がス

タートしました。より身近によりスピーディーに皆さまのもとへイベントや地域

の話題などを配信してまいります。 
 
  ※「会津鉄道公式 Facebook」は下記バナーからどうぞ！ 
   
  
  
  https://www.facebook.com/aizutetsudo 
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●会津田島発、まぼろしの駅弁『二段松茸駅弁』を食べよう！ 
 会津田島駅で駅弁が販売されているのをご存知でしょうか。全国駅弁ファンか

らまぼろしの駅弁と噂される『松茸二段駅弁』が数量限定で販売されています。 
 なんとそのまぼろしの駅弁が予約注文で列車内アテンダントから受け取れるよ

うになりました。 松茸をふんだんに使った豪華な二段弁当です。なお、毎週土、

日曜日は数量限定でアテンダントが車内での販売を行っていますのでご利用くだ

さい。 
 また、会津グルメのキング『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。 
 ※【ソースカツ丼弁当】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。  
 
■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 
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●新島八重のふるさと会津へ行こう！ 
 ◎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 
 ◎JR東日本沿線からは、「ウィークエンドパス」 
  会津鉄道西若松駅～会津田島駅間がフリー乗降可能！ 
  [情報はこちら！] http://www.jreast.co.jp/tabidoki/service/twoday/ 
 
●見どころいっぱい、東京へ行こう！ 
 ◎会津から首都圏へはこちらが便利です、「浅草往復列車たびきっぷ」 
  [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=88 
 
●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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●ファストパスを GETして全国ラーメンフェスタを満喫! 
 
 日時／平成 25年 2月 23日（土）・24日（日）10:00～17:00 
 場所／喜多方市・押切川公園体育館駐車場 特設テント 
  ◎チケット制…一杯 600円 

 
 冬の喜多方の風物詩「全国ラーメンフェ

スタ」に今年集結するのは、フェスタ史上

最強のバラエティ豊かな８店舗。地元を代

表する「喜多方老麺会」が供するのは、会

津地鶏のスープが太縮れ麺にからむ極上の

一杯。 
 そのほか、長岡のソウルフード極ショウ

ガ醤油味で勝負する「麺や真登」や、秘伝

の魚醤がコク深い濃厚黒醤油の富山ブラッ

ク「麺家いろは」など、全国屈指の味自慢

ラーメンが揃います。２月 16日からは、目印を掲げた市内の参加店舗をめぐって

ファストパスを入手するスタンプラリーも開催。スマホなど Wi-Fi 端末を使って

スタンプを５個以上集めると、「全国ラーメンフェスタ」会場で各店の行列に並ば

ずに専用席で食べられる「ファストパス」と交換できます。今年はなんと最大３

枚まで入手可能！イベント限定の味もぜひご賞味下さい。 
 
お問い合わせ先／蔵のまち喜多方冬まつり実行委員会 TEL0241-24-5200 
 
[情報はこちら！] http://www.kitakata-kanko.jp/ 
 
 
～「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）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ●石部桜(いしべざくら）［会津若松市］ 
   【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】 
  
 中世会津の領主葦名氏の重臣、

石部治部大輔の庭にあった桜木と

伝えられる樹齢約 600 年のエドヒ

ガンザクラ。雪国会津に春を告げ

る会津五桜の一つに数えられ、NHK
大河ドラマ「八重の桜」オープニ

ングにも登場している。  
満開時には毎年多くの見物客が足

を運ぶ桜の名所として愛されてき

た。開花は４月中旬頃。飯盛山か

らほど近い田園に囲まれた山裾の

大地に勇ましく根を張り、立ち上

がった８本の幹から地面近くまで伸びた枝ぶりはじつに見事。茜色の夕日に照ら

された艶やかな花姿もまた美しい。 
 
【樹木データ】・所在地…会津若松市一箕町大字八幡字石部 
・市指定天然記念物、県緑の文化財 327号 
・交通…磐越西線・会津若松駅から最寄り臨時駐車場までタクシー５分、徒歩３

分 
お問い合わせ先／会津若松市観光課 TEL0242-39-1251 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●棒たら山椒漬  
［材 料］  
棒たら…1kg  
しょうゆ…200cc  
酢…200cc  
酒…200cc  
砂糖…50g  
山椒の葉…適宜  
  
  
［作り方］ 
1)棒たらは一口大に切り水に浸けて一晩おく。 
2)しょうゆ、酢、酒、砂糖を合わせて一煮立ちさせ、冷ましておく。 
3)山椒の葉は水洗いし水気をよくとっておく。 
4)漬鉢に 1)と 3)を交互に入れて仕込む。 
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5)冷ました 2)を入れ一週間程度漬け込む。 
 
［ワンポイント］ 
 山椒の新芽が出始める頃に作る伝統的な保存食です。冷蔵庫で保管し、漬鉢は

密封できるフタのついたタッパーなどで代用しても OK。山椒葉の量や漬け具合な

ど、お好みで調節しながらお楽しみください。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 新年を迎え真っ白な雪化粧を纏った会津各地では、寒さが一際厳しくなる２月

にかけては雪に親しむ冬まつりが目白押し。会場では味自慢の名産品や農産物を

販売する元気な声と、心もほっと温まる笑顔で皆さんをまっています。身体に溜

まった疲れは名湯ぞろいの会津の温泉でゆったりと。寒い冬こそ楽しめる癒しの

会津旅に出かけてみませんか？ 


