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 会津あかべぇ通信 Vol.106  
2013年2月28日発行 

 
 近頃は朝晩は気温が氷点下までさがるものの、陽が射せば暖かさを感じるようにな

ってきました。季節の変わり目ですので、みなさん体調など崩さないようにお気を付

けください。 
 今回は、会津の春を楽しんで頂けるようなイベントを集めてみました。春の柔らか

な陽ざしに包まれる会津へ来てくなんしょ。 
 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 
  ●ソースカツ重／お食事処 おおつか[湯川村］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●『八重の桜』の舞台裏が分かる、大河ドラマ館へ出かけよう！！ 
３）イベント情報 
  ●全国各地の編み組工芸品が一堂に集合！［三島町］ 
４）知っ得！話題 
  ●会津鉄道で東京スカイツリーに行こう！ 
  ●【首都圏発着 お得なフリー切符で春の会津へＧＯ！】 
   ☆鶴ヶ城が桜に染まる！ 
   ☆「獅子の舞い、会津の春の、鼓動かな」～会津彼岸獅子～ 
  ●【会津地区発着 隅田川を下ってお台場を目指そう！】 
   ☆浅草からお台場への船旅はいかがですか！？ 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内ほか 
  ●まち歩きで楽しむ春のスイーツ巡り［会津若松市］ 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ●会津あずき茶 あずき御前［会津若松市］ 
６）会津の郷土料理 
  ●ぜんまいけんちん 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
    from ソースカツ重／お食事処 おおつか[湯川村］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【主役を喰らう名脇役．．．その名はおこめ！】 
 会津湯川村の名物は何と言っても美味しいお米です。そのお米を会津名物「ソース

カツ」と一緒に頂けるのが今回ご紹介する「お食事処 おおつか」さんです。美味し
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さの秘密は地元湯川村の農家さんから上等な玄米を仕入れ、その日に使う分だけを精

米して炊いています。 
 創業当時の「おおつか」さんは寿司屋でしたが、湯川村には食堂が少なかったこと

もあり、約２年前にお店をリニューアルする際にラーメンやカツ重、定食などを出す

食事処になりました。現在では地元のお客様をはじめラーメンやカツのうまさを聞き

つけた方でとても賑わっています。 
 今回はその中でもお店の看板メニュー「ソースカツ重」をご紹介します。カツに使

っているお肉は、柔らかさとジューシーさで人気のある「三元豚」です。ソースは、

甘酸っぱくフルーティな仕上がりで、カツが冷めても美味しく食べられる工夫がされ

ています。どんぶり物などはどうしても下の米がべチャべチャしがちですが、ここの

お米は不思議なくらい米一粒一粒がしっかり存在を主張し、ソースカツにも負けない

力強さを持っています。まさに、「主役のソースカツを喰ってしまう名脇役のお米」

という雰囲気があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご主人のスタッフのみなさん(写真左） 
ボリュームのあるソースカツ重(写真右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どうです、うまそうでしょう！！これ以上にお米がパワフルです！！ 
 
 もうひとつ湯川産の米を使ったとっておきのものがありました。純米酒「瑠璃光」

です。湯川産のお米だけを使って仕込んだお酒で 流通量が少ないので湯川村でも幻

の逸品になっています。残念ながら試飲は出来ませんでしたが、「米のうまさを生か

した芳醇な香りとふくらみのある爽やかな辛口のお酒」ということです。純米酒「瑠

璃光」と一緒に、湯川村の美味しいお米を食べてみてはいかがでしょうか。 
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湯川米を使った「瑠璃光」(写真左） 
中華そばの暖簾が冬の日差しに照らされています(写真右） 
 
●お食事処 おおつか  
 ソースカツ重             ８５０円 
 ねぎチャーシューメン         ９５０円 
 中華そば               ５００円 
 チャーハン              ６５０円 
 地酒（瑠璃光、名倉山、花泉など）   ５００円 
 
 
 営業時間  １１：００～１５：００、１７：００～ 
 定休日  毎週水曜日 
 
 住所 河沼郡湯川村大字佐野目字舘ノ内甲２６－１ 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0241-27-8866 
 交通：ＪＲ只見線会津坂下駅より車で１０分 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●『八重の桜』の舞台裏が分かる、大河ドラマ館へ出かけよう！！ 
 
  大河ドラマ「八重の桜」の放送にあわせて、平成２５年１月１２日（土）にオー

プンした「大河ドラマ館」をご案内します。 
今回はおすすめの展示を３つ紹介します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

桜をテーマにしたオブジェがエントランスと回廊を飾っている 
 
◎スペンサー銃体験コーナー  
  ドラマに登場する山本家の「角場（銃の練習スペース）」を３ＤＣＧで再現した

空間で、銃を構え標的を撃ちます。 重量もドラマで使っているものと同様に約４キ

ロあります。ドラマの中では綾瀬はるかさんが簡単に銃を構えている様に見えますが、

体験すると意外に銃の重さに驚かされます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真では分かりにくいですが、角場を再現したＣＧです(写真左） 
部屋を再現したコーナーもあります (写真右） 
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◎衣装展示コーナー  
 ドラマの中で俳優さんが着た衣装が展示されています。２月になって、ポスター撮

影の時に使われた赤のうち掛けが追加で展示されるようなりました。また、俳優さん

ではありませんが、ドラマのオープニングで子供たちが桜色の和傘をさしているシー

ンの再現展示があります 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ポスター撮影用のうち掛け(写真左） 
オープニングシーンの再現(写真右） 
 
◎チャリティーコーナー  
 ドラマと直接関係ありませんが、会津民芸品「起き上がり小法師」の絵付け体験が

できます。絵付けした小法師は３センチ四方の写真に撮り、壁面にある大きな鶴ヶ城

のパッチワーク画のパーツになります。ちなみに天守閣の部分には、綾瀬はるかさん

が絵付けをした小法師の写真が貼ってあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大きな鶴ヶ城のパッチワーク画 
 
まだまだ、ドラマ館には見どころがいっぱいあります。ドラマ館は鶴ヶ城や県立博物

館と隣接していますので、是非ご見学ください。 
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●ハンサムウーマン 八重と会津博 大河ドラマ館 
 開催期間  平成２６年１月１４日（火）まで 年中無休 
 開館時間  ８：３０～１７：００（最終入場１６：３０） 
 見学料   大人 ５００円 小人（小中学生） ２００円  
 
 住所 会津若松市城東町２－３ 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0242-23-8228 
 交通：会津鉄道西若松駅より車で１０分 
 
 [こちらの情報もご覧ください！] http://yae-sakura.jp/dramakan 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
 
●鶴ヶ城の壁や石垣が桜で染まる！！ 

 
『鶴ヶ城プロジェクトマッピング はるか』 
 
 開催日時／３月１０日（土）～１１日（日） 
    １)１８：００～ 
    ２)１８：４０～ 
    ３)１９：２０～ 
 
場所／会津若松市 鶴ヶ城 
 
 昨年、東京駅の復元工事の完了を記念して行われ、

好評を博した「プロジェクトマッピング」。今度は鶴

ヶ城を桜で染め上げます。 
 

お問い合わせ先／ 
 八重の桜プロジェクト対策室 
   TEL0242-23-8864 
    [情報はこちら！] http://www.fukushimasakura.jp/ 
 
 
 



7 

●全国各地の編み組工芸品が一堂に集合！ 
 
『第 12回 全国編み組工芸品展』 

 
 
開催日時／３月１６日（土）～１７日（日） 
       ９：００～１７：００ 
  
場所／三島町交流センター山びこ 
 
 残雪の残る早春の三島町で、クルミや山ブドウの

皮、マタタビ蔓など自然素材を使った手作りの編み

組工芸品が集まる展示会が催されます。会場では全

国から出品された作品の展示・販売のほか、「もの

づくり体験コーナー」や地元工人による奥会津編み

組細工の製作実演も披露。人の手が作った”生活の

美”の数々に注目です。 
 
 
 

お問い合わせ先／ 
  三島町生活工芸館 
     TEL0241-48-5502 
      [情報はこちら！] http://www.okuaizu-amikumi.jp/ 
 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●会津鉄道で東京スカイツリーに行こう！  
 

 会津線なら「とうきょうスカイツリー駅」まで

乗りかえ最低 1回！ 
東武特急利用で最短 4時間 2分！ 
東京スカイツリー天望デッキ（３５０ｍ）日付指

定入場券引換券付東武トラベル企画商品好評発

売中。 
 
 
■商品名 
 （1）お泊りなら・・・ 
  「東京スカイツリーにのぼってみよう！ホテ

ルプラン」 
 （2）日帰りなら・・・ 
  「東京スカイツリーにのぼってみよう！食事

プラン」 
 
■申込み 
 出発日の 2週間前まで。 
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 ※ホテルの予約状況により、手配出来ない場合もあります。 
 
■申込条件 
 原則、会津鉄道をご利用ください。 
 
■行程・旅行代金 
 会津鉄道旅行センターへお問い合わせください。 
 
■お問い合わせ・お申込み 
 会津鉄道旅行センター（８：３０～１７：００ 土日祝休み） 
 TEL 0242-36-6162 
 [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=133 
 
 
●【首都圏発着 お得なフリー切符で春の会津へＧＯ！】 
 ☆鶴ヶ城プロジェクションマッピングや会津彼岸獅子を見に行こう！ 
   ○鶴ヶ城プロジェクションマッピングを見に行こう！ 
   ○「獅子の舞い、会津の春の、鼓動かな」～会津彼岸獅子～ 
    会津に春の訪れを告げる古（いにしえ）の「会津彼岸獅子」を見に行こう。 
    平成２５年３月２０日（祝） 会津若松市鶴ヶ城などで開催します。 
     [詳しくはこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=908 
  ◎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_20130129tohokuloc
al.pdf 
 
 
●【会津地区発着 隅田川を下ってお台場を目指そう！】 
 ☆浅草からお台場への水上バスの旅はいかがですか！？ 
  隅田川や東京湾から見る東京の街並み。まだ知らない東京に出会えるかも 
   ○水上バスについてはこちらをご覧ください。 http://www.suijobus.co.jp/ 
   交通：浅草乗船場へは、浅草駅より徒歩１分 
       約５０分でお台場海浜公園乗船場へ到着します。 
 
  ◎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 
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●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 
 
●まち歩きで楽しむ春のスイーツ巡り 
◎開催期間／平成 25年１月１１日（金）～３月３１日（日） 

 
 まち歩きのひと休みに、人気の菓子店やカフェで

自慢の美味しいスイーツはいかがですか？ 
 会津若松市の中心部、大町札の辻界隈と鶴ヶ城周

辺にある１６の「まち歩きスイーツ」参加店では、

期間中ワンコイン（５００円）のオリジナルスイー

ツをご用意。各店自慢のスイーツを味わってスタン

プを２個集めると、東山温泉と芦ノ牧温泉の参加施

設で日帰り温泉入浴を割引価格で楽しめます！ 
 また、応募すれば抽選で両温泉のペア宿泊券やス

イーツセットが当たる特典付！城下町の春を目と

舌で楽しむ、おいしい散策をぜひどうぞ。 
 

 
お問い合わせ先／ 
  会津若松市観光物産協会インフォメーションサポートセンター 
   TEL0242-36-5043 
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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）会津のいいモノ★セレクション 
  ●会津あずき茶 あずき御前［会津若松市］ 
  【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 

 
 大正元年の創業以来、会津の菓子文化を支えてきた老舗

の餡製造店が、職人の目で選んだこだわりの小豆でつくる

「會津あずき茶・あずき御前」。  飯豊山の伏流水を使い、

あずきの味わいと色を独自のナチュラル低温抽出製法で

抽出した、ポリフェノールを含む無糖・ノンカロリーのお

茶です。まろやかな香りとさっぱりした飲み心地は食事の

お供にぴったり。ホットでもアイスでも楽しめます。 
 
 
お問い合わせ先／ 
    餡のおおすか TEL0242-27-0273 
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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。 
 
●ぜんまいけんちん 
 
 
［材 料］ 
ぜんまい（乾燥）…30g 
油揚げ…2枚 
しょうゆ…15cc 
酒、砂糖…適宜 
サラダ油…少々 
 

 
［作り方］ 
1）乾燥ぜんまいは水に戻し、湯がいて茹で汁に一晩つけておく。 
2）ぜんまいを 4～5cmの長さに切る。 
3）油揚げは油抜きし、短冊切りにする。 
4）鍋に油を熱し、2）と 3）を炒める。 
5）しょうゆ、酒、砂糖で味つけして煮る。 
 
［ワンポイント］ 
春に採取したぜんまいやワラビを天日干しして作る山菜の乾物を使った煮物は、食物

繊維も豊富。お祝い事のほか、普段の食卓にも登場する会津の家庭料理です。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 ３月９日、１０日は鶴ヶ城にひと足先に映像技術を駆使した桜が咲きほこります。

鶴ヶ城の桜は例年４月中旬くらいが見頃になります。 
 


