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 会津あかべぇ通信 Vol.104  
2013年1月31日発行 

 
 １月下旬から２月上旬にかけて雪と寒さのピークを迎えます。この時期会津各地では

「雪まつり」が開催されます。会津鉄道沿線でも「大内宿雪まつり」、「湯野上温泉火

祭り」、「なかやま雪月火」がそれぞれ開催されます。お出かけの際には温かい服装と

滑りにくい履物を準備してお出かけください。（詳しくは下記のアドレスをクリックし

てお進みください） 
 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。 
 
☆☆会津鉄道おすすめ雪まつり☆☆ 

大内宿雪まつり 湯野上温泉火祭り なかやま雪月火 

２月９日（土）、１０（日）
２月１０日（日）～１５

（金） 
２月１６日（土） 

 ※首都圏からのお得な切符がございます。本誌「お得な切符！」をご覧く

ださい。 
 ・大内宿雪まつり   http://ouchi-juku.com/ 
 ・湯野上温泉火祭り  http://www.yunokami.com/himatsuri.html 
 ・なかやま雪月火   http://www.yunokami.com/setsugekka.html 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）会津１７市町村うまいものリレー 
  ●笹だんご／宝来堂製菓[猪苗代町］ 
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、『「八重の桜」と寒梅』のちょっといい話 
３）イベント情報 
  ●西若松駅前を舞台に絵ろうそくまつりが開催されます。 [会津若松市] 
  ●銀世界の裏磐梯に幻想的な灯りがゆれるキャンドル畑が出現！[北塩原村] 
４）知っ得！話題 
  ●AIZUマウントエクスプレスに乗車して「八重たんクイズ」に挑戦しよう！ 
  ●会津鉄道公式フェイスブックでイベント情報をいち早くゲットしよう。 
  ●名物駅弁を予約しよう「列車で駅弁」。ご予約承り中！ 
  ●【首都圏発着 お得なフリー切符で会津へ行こう！】 
   ☆冬の湯野上温泉、大内宿、なかやまは楽しさいっぱい！ 
  ●【会津地区発着 お得な切符で東京の新名所へ出掛けよう！】 
   ☆新名所、ぞくぞくオープン。東京の旅！ 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内ほか 
  ●「会津若麺会」自慢の一杯を食べて集めるスタンプラリーでお食事券を GET! 
     ［会津若松市］ 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ●会津坂下 桜辛味噌カレー［会津坂下町］ 
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６）会津の郷土料理 
  ●打ち豆煮 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
    from 笹だんご／宝来堂製菓[猪苗代町］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【オドロキのスイーツが登場！】 
 今回紹介するお店は、猪苗代町中ノ沢温泉近くにある「宝来堂製菓」さんです。宝来

堂製菓では笹だんごをはじめとする和菓子の製造販売を行っています。 
 さて、笹だんごですが、地元猪苗代でとれたよもぎを混ぜて作った餅（だんごという

より餅の感触）で、手作りあんこを包んであります。それを大き目の笹の葉でひとつひ

とつ丁寧にくるんであります。この時期近くのスキー場に遊びに来たお客様がこの笹だ

んご目当てにお店によって行くそうです。 
 実はこの笹だんごには店頭でしか食べられないとっておきの食べ方があります。なん

と「笹だんごの天ぷら」です。会津名物「まんじゅうの天ぷら」がありますが、それを

凌ぐオドロキのスイーツです。天ぷらの衣のサクサク感と揚げられた餅のカリモチ感そ

して熱くなったあんこのアツアツ感が極上に食感を味わせてくれます。店頭で買い物し

たお客さまへのおまけスイーツです。現地でその味を確かめてください。 
 
 もうひとつの名物は「紫黒もち」です。猪苗代町産の黒米（古代米）ともち米でおは

ぎのようなもちを造りました。その中には枝豆を使った緑色のずんだあんがいっぱい詰

まっています。こちらもとても美味しいお菓子です。 
 
 宝来堂製菓さんでは通信販売を行っているので、そちらもご利用ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●宝来堂製菓 
   笹だんご      ６００円 
   紫黒餅       ６５０円 
    
   他にも季節限定のお菓子があります。 
   [お店のホームページはこちらから] http://www.hou-raido.com/ 
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 営業時間  ８：００～１６：００ 
 定休日  毎週水曜日 
 
 住所 耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲２８５５－４５３ 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0242-64-3717 
 交通：ＪＲ磐越西線猪苗代駅より車で３０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、『「八重の桜」と寒梅』のちょっといい話 
 
 みなさんは大河ドラマ「八重の桜」をご覧になっているでしょうか。今回は『「八重

の桜」と寒梅』にちなんで詠んだ詩を紹介します。 
 
  寒 梅    新島 襄作 
 
 庭上一寒梅  庭上(ていじょう)の 一(いち)寒梅(かんばい)   
 笑侵風雪開  笑(わら)って 風雪(ふうせつ)を侵(おか)して開(ひら)く  
 不争又不力  争(あらそ)わず また 力(つと)めず。 
 自占百花魁  自(おの)ずから 百花(ひゃっか)の魁(さきがけ)を占(し)む 
 
 【詩意】 
   庭先の一本の梅の木、 
   冬の厳しい風雪にも耐え、笑っているかのように平然と咲いている。 
   別にあらそって咲くわけでも、また、無理をして（力んで）咲くわけでもない。 
   ただ、自然に、ありのままの姿で、あらゆる花のさきがけとなって咲いている。 
 
 新島八重は会津戊辰戦争の時、女性でありながらスペンサー銃を持ち鶴ヶ城籠城戦で

活躍しました。小さいころから男まさりの所があったり、信念を曲げず自分を貫き通す

ような人でした。 
 一方、八重の夫、新島襄は幕末から維新にかけて欧米の学問を学んだ敬けんなクリス

チャンです。アメリカに留学した彼は西洋の文化に触れ、人は男女の違いなく尊重しあ

うといった精神を持っていました。二人は京都で出会い、結婚しました。その頃八重も

また洗礼を受けクリスチャンになりました。 
 襄と八重が生きていた当時の日本は、まだまだ因習を重んじる封建的気風が強く、ク

リスチャンとして欧米の考え方で生きるには数々の苦難と様々な誹謗中傷があったよ

うです。 
 この五言絶句は、そのような中にあっても平然と己の道を歩んだ夫婦の「生き様」、

「心意気」が込められているような気がします。 
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 京都にある旧新島邸。台所の窓からは庭の梅の花がよく見える。（写真左） 
 新島襄と八重（写真右） 
 ※写真は同志社大学提供 
 
 二人が生活していた新島邸の庭には梅の木が植えてあり、襄も八重も梅の花を見るの

が好きだったそうです。 
襄は時代を先駆ける八重を寒梅に例えて、 
 
 「めずらしと 誰かみざらん 世の中の  
      春にさきだつ 梅の初花」 
 
 【詩意】 
   世間からどのような目で見られようとも時代に先駆けて己の道を生きる姿は、 
   春の訪れの前に咲く梅の初花のようだ。 
 
 と詠んでいます。  
 
 そのような八重の生き方が、夫の襄をして「彼女は生き方がハンサムなのです。」と

言わせた元になっており、八重が「ハンサムウーマン」と呼ばれる一因になったものと

思います。 
 賊軍という汚名を甘んじて受けながらも、自分の道を歩んで花開いた「八重の桜」は、

雪の重みと寒さにジイーッと耐えて花開く「寒梅の心」があったればこそではないでし

ょうか。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
 
●西若松駅前を舞台に絵ろうそくまつりが開催されます。 
 
 平成２５年２月８日（金） 西若松駅東口広場にて「西若松駅絵ろうそくまつり」を

開催いたします。数百本ものろうそくを一斉に灯し、西若松駅はあたたかくやさしい光

に包まれます。また、様々なイベントも行われ、焼き鳥や焼きそば・地酒等の販売、甘

酒の無料振舞いもありますので、ぜひお越し下さい。 
 

 
  ■開催日 平成２５年２月８日（金）  
 
  ■場所 西若松駅東口広場 
   ※会場へお越しの際は、鉄道・バスを 
   ご利用下さい。  
 
  ■時間 １７時～２０時  
 
 
 
 お問い合わせ先／西若松駅を愛する会 
 TEL 0242-28-5885 
 
 [情報はこちら！] 
 http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=12 

 
 
 
●銀世界の裏磐梯に幻想的な灯りがゆれるキャンドル畑が出現！ 
 
『第５回 裏磐梯雪まつり エコナイトファンタジー』 
    
■開催日／平成 25年 2月 21日（木）～24日（日）  
■会 場／裏磐梯サイトステーション・レンゲ沼    
  
ウインタースポーツシーズン真っ盛りな裏磐梯高原

で、大人も子どもも楽しめるイベント満載の雪まつり

が開催されます。氷結したレンゲ沼をキャンバスに、

3000本のキャンドルが幻想的に彩る「裏磐梯ナイトフ

ァンタジー」の他、コンサートや雪上アトラクション

が盛りだくさん。この冬一番の楽しみとして、裏磐梯

高原で思い出いっぱいの３日間をお過ごしください。  
   
お問い合わせ先／裏磐梯観光協会    
TEL0241-32-2349  
 
[情報はこちら！]  
http://www.urabandai-inf.com/event/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●AIZUマウントエクスプレスに乗車して「八重たんクイズ」に挑戦しよう！ 
  会津鉄道では平成２５年１月１２日（土）より、ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」の

放映記念といたしまして、八重に関するクイズ「八重たんクイズ」を指定列車で実施し

ております。指定列車にクイズ用紙がありますので、解答いただき会津鉄道有人駅の駅

係員にお渡しください。正解いたしますと、その場で素敵な景品が当たります。 
  
※なお、会津若松駅、七日町駅、会津鉄道無人駅で下車のお客さまは、車内車掌にお渡

しください。正解分は毎月月末締切で抽選を行います。 
 （抽選の結果は商品の発送でかえさせていただきます） 
 
  ■実施期間 平成２５年１月１２日から平成２５年１２月末日（予定） 
   
  ■指定列車（aizuマウントエクスプレス号） 
   A.会津若松    ７：００発 【快速】鬼怒川温泉行き 
   B.会津若松    ８：００発 【快速】東武日光行き 
   C.会津若松   １２：５６発 【快速】鬼怒川温泉行き 
   D.鬼怒川温泉 １０：０１発 【快速】会津若松行き 
   E.東武日光   １１：４４発 【快速】会津若松行き 
   F.鬼怒川温泉 １５：１２発 【快速】会津若松行き 
 
  ■お問い合わせ 
    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=905 
 
●会津鉄道公式フェイスブックでイベント情報をいち早くゲットしよう。 
 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に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！ 
  

 
●名物駅弁を予約しよう「列車で駅弁」。ご予約承り中！ 
 会津田島駅の駅弁『松茸二段駅弁』と会津グルメのキング『牛乳屋食堂のソースカツ

丼弁当』が予約注文で列車内アテンダントから受け取れるサービスを行っています。 
 また『松茸二段駅弁』は毎週土、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。 
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■予約販売する駅弁 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 
 

 
 
 ●【首都圏発着 お得なフリー切符で会津へ行こう！】 
   ☆冬の湯野上温泉、大内宿、なかやまは楽しさいっぱい！ 
    ○雪の宿場町を舞台に繰り広げられる雪の祭典 「大内雪まつり」 
     平成２５年２月９日（土）～１０（日） 下郷町大内宿 
    ○ろうそくの灯りと月明かりの幻想的な世界へどうぞ 「なかやま雪月火」 
     平成２５年２月１６日（土） １７：００～ 下郷町なかやま花の郷公園 
    ○火と音と芸術の融合「湯野上温泉火祭り」 
     平成２５年２月１０日（日）～平成２５年２月１５日（金）下郷町湯野上温

泉街 
    [情報はこちら！] http://yunokami.com/ 
 
 ◎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！ 
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    [情報はこちら！] http://www.jreast.co.jp/tabidoki/service/twoday/ 
 
●【会津地区発着 お得な切符で東京の新名所へ出掛けよう！】 
  ☆浅草から地下鉄銀座線で一直線「渋谷ヒカリエ」 
   渋谷駅直結の大型施設です。ショッピングゾーンやミュージカル劇場、 
   レストラン街があります。新しい渋谷のスポットをお楽しみください。 
   交通：東京メトロ浅草駅から銀座線渋谷行き（約３５分） 渋谷駅下車すぐ 
 
  ☆大正３年の姿に復元された「東京駅丸の内駅舎」へ行こう 
   平成２４年１０月東京駅が、建設当時の姿に復元されました。 
   夜は赤レンガの駅舎がライトアップのされています。 
   交通：(1)東京メトロ浅草駅から銀座線渋谷行き（約１５分） 神田駅で下車 
      (2)神田駅からＪＲ中央線東京方面行き(約５分） 東京駅下車 
 
  ◎東京往復は「浅草往復列車たびきっぷ」がお得です。 
    [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 
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●「会津若麺会」自慢の一杯を食べて集めるスタンプラリーでお食事券を GET! 
  
NHK 大河ドラマ「八重の桜」放送を記念して、

会津若松市内を中心に 21 軒のラーメン店が加

盟する「会津若麺会」では、各店自慢の味わい

を食べて集めるスタンプラリーを開催中です。

ラーメン１杯につきスタンプ１個を専用台紙

に押印。期間中にスタンプを８個集めると、加

盟店ならどこでも使用できるお食事券が最大

で 1000 円分当たります！シンプルな中にも工

夫をこらした会津ラーメンの極上の１杯をぜ

ひお楽しみください。  
◎スタンプラリー期間／    
平成 25年 1月 20日（日）～3月 20日（水） 
お問い合わせ先／  
会津若麺会 
TEL0242-24-9050（くるくる軒）  
 
 
 
～「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 
  ●会津坂下 桜辛味噌カレー［会津坂下町］  
  【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 

 
 
 ニンニクの風味がきいた辛味噌をつけ

て味わう会津名物の馬刺しと、会津坂下町

の老舗レストランの名物カレーがコラボ

した、会津のご当地カレーが登場！ 
 コクのある馬肉カレーに地元醸造店が

開発した専用辛味噌をお好みでトッピン

グして味わう、 手軽なレトルトタイプの

一品です。会津旅行のお土産にぜひいかが

ですか？ 
 

お問い合わせ先／会津ブランド館 TEL0242-25-4141  
[情報はこちら！] http://aizu-tsshop.com/ 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●打ち豆煮 
  
［材 料］（10人分） 
打ち豆…100g 
人参…120g 
ごぼう…200g 
こんにゃく…1枚 
さつま揚げ…3枚 
凍豆腐…2枚 
水…1カップ 
調味料…しょうゆ 1/2カップ、 
砂糖大さじ 1、酒 50cc 
 
 
１）人参、ごぼうは乱切りにする。 
２）こんにゃくは湯通し、ちぎりこんにゃくにする。 
３）凍み豆腐は水にもどして短冊切りにする。 
４）さつま揚げは短冊切りにする。 
５）打ち豆はさっと水洗いする。 
６）鍋に水 1カップ、人参、ごぼう、こんにゃくを入れ煮る。 
７）煮立ったら調味料を入れ、凍み豆腐、さつま揚げ、打ち豆を入れて煮込む。 
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［ワンポイント］ 
打ち豆は、水に浸して柔らかくした大豆を木槌などで叩き、平たくつぶして乾燥させた

ものです。冬の貴重なタンパク源として、会津地方では煮物や汁物に調理して味わいま

す。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 綿菓子のような真っ白い雪に覆われた会津には、寒さに負けない元気と笑顔が待って

います。冬だからこそ楽しめるレジャーや美味しい味わいもたっぷり。のんびりした時

間が流れる雪国へぜひおいで下さい。 
 
 


