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 会津あかべぇ通信 Vol.105  
2013年2月15日発行 

 
 立春を過ぎ、暦の上では春はすぐそこまで来ていますね。しかし会津地方は毎

日のように雪が降ったり、気温が氷点下だったりと春の訪れはもう少し先になり

そうです。 
 今回のうまいものリレーでは「ようじで持ち上げられる豆腐」会津鉄道からお

すすめ情報では「冬だからこそ見て欲しい車窓」を紹介しています。 
 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 
  ●硬（かた）もめん豆腐／栗田とうふ屋[磐梯町］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道、何ココ不思議百景！？ 
３）イベント情報 
  ●約 100万株の福寿草が咲く山里の春 [喜多方市] 
４）知っ得！話題 
  ●会津鉄道恒例企画「車窓・駅からのフォトコンテスト２０１３冬」！！ 
  ●えっ、駅弁ならぬ「駅焼いも」が買える！？ 
  ●湯野上温泉駅足湯「親子地蔵の湯」に風よけを設置！ 
  ●毎月変わる「八重たんクイズ」に答えて景品をゲットしよう！ 
  ●【首都圏発着 お得なフリー切符で会津へ行こう！】 
   ☆南会津の各スキー場で大きなシュプールを描こう 
  ●【会津地区発着 東京の花の名所へ行こう】 
   ☆江戸時代からの梅の名所「湯島天神」でひと足早い春を感じよう！ 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内ほか 
  ●春のまちなかを彩る会津の雛めぐり 
     ［会津若松市、会津美里町、会津坂下町、南会津町、 
      喜多方市、湯川村、猪苗代町］ 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ●大鹿桜（おおしかざくら） ［猪苗代町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●甘酒 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
    from 硬（かた）もめん豆腐／栗田とうふ屋[磐梯町］ 
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 【豆腐の角に頭をぶつけられる！？】 
 今回紹介するお店は磐梯町にある「栗田とうふ屋」です。先代がお店を出して

今年で約７０年になります。現在は２代目の女将さんが豆腐作りと配達などを一

人で行っています。ここの豆腐は大変に濃い豆乳で作っているので水分が少なく

締（しま）っています。なんとようじで刺して持ち上げても崩れません。まさに

豆腐の角に頭をぶつけられる（!？）豆腐なのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

手作りの豆腐と油あげなどの加工品(写真左） 
お店では岩塩とハーブで試食させて頂きました(写真右） 
 
 この濃厚な豆腐を美味しく頂けるレシピを２つ聞いたので紹介します。 
 ひとつは「豆腐のサラダ」です。レタスやトマトなどの生野菜に大きめに切っ

た豆腐をのせ、岩塩とハーブ、オリーブオイルで食べます。 
 もうひとつは、「豆腐もち」です。先日、磐梯町のおとなり猪苗代町のおもち

の食べ方としてＴＶ番組で紹介されたでご存知の方も多いと思います。 こちらで

も同じように豆腐もちを食べる習慣があるようです。さて、作り方は油を引いた

フライパンに手で豆腐をちぎりながら入れ、そぼろ状に炒めます。醤油などでお

好みに味を付けたら焼いたもちに絡んで出来上がりです。おもち以外にもご飯に

かけても美味しいのでお試しください。水分の少ない豆腐なので、面倒な水きり

をする必要がありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

焼いた油あげに醤油をかけて頂きました。シンプルだけどうまいです！(写真左） 
家でハーブソルトとオリーブオイルで頂きました。豆腐の味がダイレクトに伝わ

ってきます！(写真右） 
 
 豆腐以外にも油あげがおススメです。普通の油揚げよりも厚く食べ応えがあり

ます。半分に切った油あげをトースターでこんがり焼いて熱いうちに醤油をかけ

るだけのシンプルな食べ方が 高においしいです。 
 栗田とうふ店の商品は磐梯町の店舗の他に、道の駅「ばんだい」、会津若松駅

前のＪＡ直売店「まんまーじゃ」でも取り扱っていますので、ぜひお買い求めく

ださい 
 
「ばんだい」はこちら ⇒ http://www.michinoekibandai.com/ 
「まんま～じゃ」はこちら ⇒ http://www.ja-aizu.jp/fm/ 
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先代と現在の女将さん(写真左） 
店舗には駐車場もあります(写真右） 
 
●栗田とうふ屋 
   硬もめん豆腐   ２００円 
   もめん豆腐    １６０円 
   きぬ豆腐     １４０円 
   寄せ豆腐     ２００円（特製品につき店舗にお問い合わせください） 
   油あげ（５枚入） ２００円 
    
 営業時間  ９：００～１９：００ 
 定休日  毎週日曜日 
 
 住所 耶麻郡磐梯町磐梯大字磐梯字町在家１７－３ 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0242-73-2240 
 交通：ＪＲ磐越西線磐梯町駅より車で５分 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道、何ココ不思議百景！？ 
 
 会津鉄道の芦ノ牧温泉駅から会津下郷駅の区間は大川に寄り添うように線路が

通っています。 今回は木の葉が少ない冬の間だからこそ見てほしい不思議（？）

な車窓風景と新島八重（山本八重）ゆかりの車窓風景をお送りします。 
 
◎明治期に会津若松と南会津をつないだ国道の跡  
 会津下郷駅から会津若松行きの列車に乗ってしばらくすると、第二楢原、第一

楢原トンネルを抜けます。右手車窓に大川の流れが見えるあたりに旧国道が見え

てきます。この道は明治期の作られ、 昭和４０年代に現在の位置に国道が移設さ

れるまで使われた地域をつなぐ大切な道でした。この国道跡には手掘りのトンネ

ルが残っていて、ちょうど第二楢原、第一楢原トンネルの間にあるわずかな隙間

からその姿を見ることができるようです。 
 ※旧国道を歩いた方のレポートがありますのでご覧ください。 
       【TUKA様「街道ＷＥＢ」旧国道１２１号線・非道隧道１】 
        ⇒ http://www42.tok2.com/home/kaidoweb/stop/R121h-1.htm 
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白く雪が残っている部分が国道の跡です。(写真左） 
奥から第二楢原、第一楢原トンネル、落石防止柵で二つのトンネルは結ばれてい

て地形の厳しさを物語っています。(写真右） 
 
◎大川ダム建設で廃線になった旧会津線のトンネル  
 湯野上温泉駅から会津若松行きの列車に乗ってしばらくすると、大川第三橋り

ょうを渡ります。トンネルに入る直前、車窓左手に旧会津線のトンネルを見るこ

とができます。角度によっては出口の明かりまではっきり分かるときがあります。

旧トンネルの出口は大川の断崖へと繋がっています。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

小野岳トンネル内から大川第三橋りょうと大戸トンネルをながめる。(写真左） 
旧会津線のトンネル跡、よく見ると出口の明かりが確認出来る(写真右） 
 ※旧線から現路線に切り替えた時に路線の総距離が約８ｍ短くなったそうです。 
 
◎新島八重（山本八重）の父山本権八の眠る光明寺と桜  
 会津田島方面から会津若松行きに列車に乗って、南若松駅到着直前の車窓右手

に大きな桜の木が見えます。そこが山本権八さんのお墓のある光明寺です。この

付近では戊辰戦争の時、一ノ堰の戦いがあり八重の父権八が命を落としています。

南若松駅から徒歩１０分行ける場所なので、桜の季節に散策してみてください。 
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大きな桜が目印の光明寺 
 
◎会津鉄道から見える鶴ヶ城と磐梯山  
 会津田島方面から会津若松行きに列車に乗って、西若松駅到着直前に車窓右手

にご覧いただけます。天気が良ければ磐梯山の美しい姿をバックに鶴ヶ城を見る

ことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会津のシンボル鶴ヶ城と磐梯山 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３)イベント情報 
 
●約 100万株の福寿草が咲く山里の春 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『福寿草まつり』 
 
開催日時／3月 17日（日）～4月 6日（土）予定 
 
場所／喜多方市山都町沼ノ平地区  
会津有数のそばどころとして知られる喜多方

市山都町。 3月中旬、雪解けのすすむ沼ノ平

地区では、春の陽射しに黄色の花を輝かせる

福寿草の群生が、待ちわびた春の到来を告げ

ます。期間中、会場の「ふるさとコーナー」

では、地元農産物やそば菓子、山菜なども販

売。会津の山里に春を探しに出かけてみませ

んか？ 
 
お問い合わせ先／ 
沼ノ平むらおこし実行委員会 TEL0241-38-3655 
きたかた商工会山都地区センター TEL0241-38-2254 
 
[情報はこちら！] http://www.fukujusou.info/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●会津鉄道恒例企画「車窓・駅からのフォトコンテスト２０１３冬」！！  
 「車窓・駅からのフォトコンテスト」2013冬バージョンを開催しています。み

なさんが撮影した冬の会津鉄道の写真がありましたら、どしどしご応募ください。 
 
 ☆テーマ ：「会津線冬景色を走る列車」 
 ☆投稿期間：平成 25年 2月 1日から 2月末日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

雪の湯野上温泉駅と快速 AIZUマウントエクスプレス(写真左） 
会津田島駅構内を除雪するロータリーモーターカー(写真右） 
■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=747 
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●湯野上温泉駅足湯「親子地蔵の湯」に風よけを設置！ 
 平成２４年１０月にオープンした湯野上温泉駅足湯「親子地蔵の湯」に、冷た

い風を防ぐ風よけがつきました。雪の降る寒い日でものんびり足湯であったまる

ことが出来るようになりました。 
 
   
   
 
 
 
 
 
 

■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=897 
 
●えっ、駅弁ならぬ「駅焼いも」が買える！？ 
 会津鉄道「会津高原尾瀬口」駅では、冬期間限定で「やきいも」を販売してい

ます。 
大きさにより１本１００円～３００円と手ごろな値段で販売しています。スキー

や温泉の帰りなどにお買い求めください。 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■お問い合わせ 
   会津鉄道 会津高原尾瀬口駅 営業時間：9:00～17:15 
                       電話番号：0241-66-2329 
 
●毎月変わる「八重たんクイズ」に答えて景品をゲットしよう！ 
 会津鉄道では「八重の桜」を１００倍楽しんで頂けるように「八重たんクイズ」

を指定列車で実施しております。クイズは毎月変わりますので、どんどんチャレ

ンジしてください。クイズ用紙は指定列車内にあります。答えを書いて会津鉄道

有人駅の駅係員にお渡しください。 
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 正解しますとその場で素敵な景品が当たります。また終了した１月の問題と解

答を掲載しますのでご覧ください。 
 
  ☆クイズへ参加方法や対象列車などに関してはこちらをご覧ください。 
   ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=905 
 
 ☆１月の問題と解答 
  第１問．新島八重の旧姓は？ 
   a．松平 b．山本 c．綾瀬 正解は b．山本  
  第２問．鶴ヶ城の籠城戦で八重が使った鉄砲の名前は？ 
   a．火縄銃 b．ライフル銃 c．スペンサー銃 正解は c．スペンサー銃 
   
■お問い合わせ 
    会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 
 

 
 
●【首都圏発着 お得なフリー切符で会津へ行こう！】 
☆南会津の各スキー場で大きなシュプールを描こう 
 各スキー場の情報は下記のリンクよりご確認ください。 
 ○会津高原 台鞍（だいくら）スキー場 会津田島駅より 車で２０分 
  ⇒ http://www.daikura.net/ 
 ○会津高原 南郷（なんごう）スキー場 会津田島駅より 車で４０分 
  ⇒ http://www.nango-ski.com/ 
 ○会津高原 高畑（たかはた）スキー場  会津高原尾瀬口駅より 車で４５分 
  ⇒ http://takahata-ski.ina-area.co.jp/ 
 ○会津高原 たかつえスキー場     会津高原尾瀬口駅より 車で３０分  
  ⇒ http://www.takatsue.jp/index.html 
 
 ◎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/ 
 ◎東北のローカル線を旅しよう「東北ローカル線パス」 
    会津鉄道全線フリー乗降可能！ 
   [情報はこちら！] 
http://www.jr-sendai.com/wp-content/uploads/2013/01/press_20130129tohoku
local.pdf 
 
●【会津地区発着 東京の花の名所へ行こう】 
☆江戸時代からの梅の名所「湯島天神」でひと足早い春を感じよう！ 
 東京都文京区にある湯島天神では２月８日（金）～３月８日（金）の期間、 
 湯島天神梅まつりが開催されています。今年で５６回目を迎えるお祭りです。 
 春を先取りできる湯島天神へお出かけください。 
 ○湯島天神の梅の開花状況及び梅まつりはこちらをご覧ください。 
  ⇒ http://www.yushimatenjin.or.jp/pc/ume/index.htm 
 
 交通：東京メトロ浅草駅から銀座線渋谷行き（約８分） 
    上野広小路駅で下車 徒歩５分 
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◎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 
 
 
●春のまちなかを彩る会津の雛めぐり 
 
 春の節句に女の子の幸せを願って飾ら

れる雛人形。会津エリアの７市町村「ぐる

っと会津のひなめぐり」では、普段はなか

なか見ることのできないアンティークな

ものや珍しい陶器製のものなど、様々な雛

飾りが展示されます。期間中、参加７地区

の各ポイントでスタンプを集めると、先着

200 名限定でプレゼントが貰えるスタンプ

ラリーも開催中！  
愛らしい雛たちを訪ね歩きながら、春の訪

れを感じてみませんか？  
◎開催期間／2月４日（月）～3月 3日（土） 
◆ 会津若松市  
場所／会津若松駅前～大町通り～           
野口英世青春通り  
お問い合わせ先／   
アネッサクラブ TEL0242-27-9206 
◆ 会津美里町  
場所／横町門前町通り、天海大僧正通り  
お問い合わせ先／ 
  高田インフォメーションセンター  
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    TEL0242-54-2333 
◆ 会津坂下町  
場所／町内商店街 
 お問い合わせ先／糸桜里の湯ばんげ TEL0242-83-1151 
◆ 南会津町  
場所／国道 121号沿い町内大通り及びバイパス 
 お問い合わせ先／まちなか楽座 TEL0241-62-7557 
◆ 喜多方市  
場所／小荒井地区、小田付地区、菅原町・駅前地区 
 お問い合わせ先／会津喜多方商工会議所 TEL0241-24-3131 
◆ 湯川村  
場所／湯川たから館 
 お問い合わせ先／湯川たから館 TEL0241-27-8484 
◆ 猪苗代町  
場所／中央商店街通り～役場通り～猪苗代駅前 
 お問い合わせ先／猪苗代観光協会 TEL0242-62-2048 
 
 
～「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 
  ◎大鹿桜おおしかざくら［猪苗代町］ 
  【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】 
 
 磐梯山の山岳信仰に由来する磐椅神社の境内

に、老古木ながらも伸びやかな枝を広げる「大

鹿桜」は会津五桜の一つ。サトザクラ種の小菊

咲き八重桜で、村上天皇の勅使が天暦年間（947
～957）に参拝した際に京都より移植されたと伝

えられ、花色が開花時に白く、次第に薄紅を帯

びて 後は鹿色へと変わることから「大鹿桜」

と呼ばれている。開花の時期は５月上旬頃。境

内にはこのほかに、樹齢８００年の「鳥居杉」

や、杉の木の幹中ほどに芽吹き、花を咲かせる「縁結び桜」と称される桜もあり、

良縁を求める人々が参拝に訪れている。 
 
【樹木データ】 
・所在地…耶麻郡猪苗代町字西峰 6199 
・町指定天然記念物、県緑の文化財１号 
・交通…磐越西線・猪苗代駅からタクシー10分 
お問い合わせ先／磐椅神社社務所 TEL0242-62-4109 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。  
●甘酒  
［材 料］ 
米麹…6合 
もち米…3合 
砂糖…300g 
 
［作り方］ 
1）もち米は柔らかめに炊いておく。 
2）荒熱がとれた 1）に米麹、砂糖を混ぜ、保温状態で半日程度おく。 
 
［ワンポイント］ 
寒中に仕込んだものを、ひな祭りに供えます。米つぶの食感も楽しめる一杯。保

存は冷蔵庫で、味わう際にかるく温めても美味しいです。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 「春は名のみの風の寒さよ～」という歌がある通り、会津の春はまだ先のよう

です。温泉、ウインタースポーツと会津の冬を満喫できるチャンスが沢山残って

います。ちょっとだけ厚着をして会津の旅に出かけてみませんか？ 


