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 会津あかべぇ通信 Vol.107  
2013年3月15日発行 

 
 今シーズンは寒波の影響か３月になっても冷え込む日が多いように感じます。これ

から暖かい日が続けば例年通り４月２０日ぐらいから会津鉄道沿線でも桜を楽しむ

ことができると思います。この春は新島（山本）八重のふるさと会津で多くの桜（沿

線の桜と桜料理）を楽しんでみませんか？ 
 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 
  ●桜さしみ／肉の丸長本店 [会津美里町］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●桜と列車を一緒に撮ろう（春の会津鉄道沿線撮影地ガイド Part１） 
３）イベント情報 
  ●平成２５年４月～９月 お座トロ展望列車運行情報 
  ●歴史が息づく「檜枝岐歌舞伎」春の公演決定！［檜枝岐村］ 
４）知っ得！話題 
  ●ＮＨＫ大河ドラマ放送記念「八重の桜記念入場券」を発売しました。 
  ●今年もやります。列車でＧＯ！運転体験 
  ●「八重たんクイズ」、２月の正解発表！ 
  ●【首都圏発着 お得なフリー切符で会津の桜を見に行こう】 
  ●【会津地区発着 春休みは東京スカイツリーへ遊びに行こう！】 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内ほか 
  ●春の花が彩る「はな＊喜楽里」開幕［喜多方市］ 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ●会津の巨樹・銘木を訪ねて○千歳桜［会津美里町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●みず菜の卵とじ 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
    from 桜さしみ／肉の丸長本店 [会津美里町］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【こりゃ、馬勝った（うまかった）】 
 今回のお店は会津美里町新鶴地区にある桜肉（馬肉）料理の老舗『肉の丸長』さん

です。桜肉は牛や豚肉と比べて 大変にカロリーが低く栄養価が高いことから、昨今

のヘルシーブーム、健康ブームと相まって脚光を浴びている食材のひとつになってお

り、会津各地でも桜肉を加工した食品やおもてなしメニューが開発されています。 
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 会津の桜肉料理の特徴は、脂身が少ない赤身を使っていることです。また、にんに

くと唐辛子を混ぜた「辛みそ」を薬味として使います。 
 さて、丸長さんの桜さしみですが、ひと切れの厚さが約２センチ位ありますが、ス

ジや脂身が無く、柔らかくクセが無いので肉自体の味を楽しむことができます。また

「辛みそ」を切り身で包んで食べたり、「辛みそ」をしょう油で溶いたタレにつけて

食べたり、肉の表面だけを軽く炙って食べるのもおいしいです。 
 

 
 

見事な桜色のさしみ(写真左） 
桜焼肉定食。自分で焼いて食べることもできます(写真右） 
 

 
桜さしみと桜ホルモン、このままでも炙っても Goodです！ 
 
 もうひとつは桜ホルモンです。馬の腸を約１５時間かけて丁寧に下処理をしてある

ので臭みや脂っぽさをまったく感じません。お店のオリジナルの甘辛のたれを絡めて

あり、そのまま食べられます。また、桜さしみ同様に軽く炙ってもおいしいです。こ

の桜ホルモン、内臓肉独特の固さは少なく、気持ちのいい歯ごたえだけがあります。

噛んだ瞬間に、中からホルモンのうま味が口いっぱいに広がります。ちなみに地元新

鶴地区の人は、甘辛たれを絡まないものを注文してにんにくみそとしょう油で食べる

そうです。 
 会津地方に住んでいても、これ程うまい桜肉にはなかなかめぐり逢えません。会津

へ来た時には、是非味わってほしい郷土料理です。 
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 丸長さんは元々肉屋さんなので、他にも桜肉のステーキや桜肉カルビ、各種焼肉メ

ニューが楽しめます。通信販売もやっているのでそちらも併せてご利用ください。  
 

 
 

桜ホルモン(写真左） 
こちらは桜ホルモン焼定食。(写真右） 
 
●肉の丸長本店  
  焼肉定食（桜肉） ９００円 
  ホルモン定食（桜肉） ９００円 
 営業時間  １１：００～１９：３０（桜肉の店舗販売は９：００開店） 
 定休日   お問い合わせください。 
  
 住所 福島県大沼郡会津美里町立石田字古宮前甲４２３－４ 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0242-78-2945 
 交通：ＪＲ只見線新鶴駅下車すぐ 
   ※会津鉄道をご利用の場合は西若松駅でＪＲ只見線にお乗り換えください。 
   

  

丸長さんの案内チラシ・さくらにぎりもあります（写真左） 
牛肉、豚肉、桜肉の成分表。桜肉のカロリー低いですね。(写真右） 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●桜と列車を一緒に撮ろう（春の会津鉄道沿線撮影地ガイド Port１） 
 
 今シーズンは寒気が強かったせいか、３月になっても会津鉄道沿線には雪が残って

います。例年だとあとひと月も経てば桜の開花が始まります。 
 今回から２回にわたって「桜と列車を一緒に撮ろう」と題して会津鉄道沿線の桜と

列車が撮れるポイントを紹介します。カメラとお弁当を持って沿線を散策してみませ

んか。 
 ※沿線の桜の状況は随時、会津鉄道公式 FaceBookとブログねこ駅長「ばすの日記」

でご案内します。 
⇒ Facebook：https://www.facebook.com/aizutetsudo 
⇒ ブログ：http://aizutetsudo.sblo.jp/ 
 
◎南若松駅～門田駅間 （ポイントＡ、B） 
 この付近の桜は、巨木が多く迫力があります。周辺には田畑が多く見通しがききま

す。天候次第では桜と菜の花が同時に楽しめます。桜と列車、磐梯山を一枚の写真に

収められる場所もあります。 
 

  

大川の土手の撮影ポイントです。一ノ堰種蒔き桜（夫婦桜）、列車、磐梯山が一緒に

撮影できます。（ポイント A・写真左） 
一ノ堰六地蔵尊の境内の桜と列車、天候次第では線路際に菜の花が咲きます。（ポイ

ント B・写真右） 
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◎芦ノ牧温泉駅（ポイント C）  
 芦ノ牧温泉駅には、駅前をはじめ駅構内に桜の木があります。列車の行き違い設備

があるので、２本並んだ列車と桜を撮影出来ます。また、ねこの「ばす」駅長が居る

駅なのですの「ばす」駅長の仕事ぶりを撮影することもできます。なお、駅ホームで

の撮影を行う場合は、駅係員の指示に従ってください。 
 

 

 

芦ノ牧温泉駅駅前の桜（写真左） 
芦ノ牧温泉駅に到着する列車（写真右） 
 
◎芦ノ牧温泉南駅付近（ポイント D、E） 
 大川ダムの建設による線路の付け替えが行われた区間です。その時に線路に沿って

桜が植えられました。芦ノ牧温泉南駅の駅前には、この駅の昔の駅名標（桑原駅）が

あります。 
 撮影ポイントは両方とも駅から徒歩５分位なので気軽に撮影が楽しめます。車でお

越しの際には、芦ノ牧温泉南駅前広場に駐車スペースがありますのでそちらをご利用

ください。 
 

 
線路の上まで桜の枝が張り出し、まるで桜のドームのようです。 
会津若松寄りの陸橋から撮影（ポイント D） 
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湯野上温泉寄りの歩道橋から会津田島行きの列車を撮影（ポイント E）。 
反対方向へカメラを向けると桑原トンネルから出て、深沢橋りょうを渡る列車が撮影

できます。 
 
◎撮影ポイントはこちらをご覧ください。 

 
 
◎撮影にあたってのお願い 
・駅舎、駅ホーム以外の鉄道施設に入らないようにお願いします。 
・私有地に無断で入らないようにお願いします。 
 
次回は湯野上温泉駅から会津田島駅方面の桜をご紹介します。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
 
●平成２５年４月～９月 お座トロ展望列車運行情報 
 
 会津鉄道の名物「お座トロ展望列車」運転日が決まりました。今年は４月１４日か

らの運転になります。 
 里山に咲く桜を眺めながら、八重のふるさと会津を旅してみませんか。 
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■運転時刻  
  ≪下り≫     
  列車名 会津若松発 会津田島着 
  会津浪漫花号 ９：１０ １１：００ 

  会津浪漫星号 １３：３８ １５：２９ 

  会津浪漫森号 １４：１２ １５：２９ 
   

  ≪上り≫     

  列車名 会津田島発 会津若松着 

  会津浪漫風号 １１：１８ １２：４９ 

 
■会津浪漫花号、星号、風号の４月～５月の運転日 
  平成２５年４月１４日（日）から平成２５年５月 ６日（日）までの毎日と 
  平成２５年５月１１日（土）から平成２５年５月２６日（日）までの土、日。 
 
■会津浪漫森号の４月～５月の運転日 
  平成２５年４月 ５日（金）から平成２５年４月１３日（土）までの金、土と 
  平成２５年５月１０日（金）から平成２５年５月３１日（金）までの金曜日。 
 
■料金 
 乗車区間の運賃とトロッコ整理券（大人３００円：小人１５０円）が必要です。 
 
■お問い合わせ 
 会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 
 [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
 
■お座トロ展望列車が「八重たん」バージョンになりました。 
 

  

展望車の外装には八重たんをあしらいました。（写真左） 
展望車の天井には青空と桜の装飾、車内各所に八重たんを付けました（写真右） 
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お座敷車両にも八重たんをラッピング（写真左） 
４月中は車内を桜で満開にします。まるでお花見をしているようです。（写真右） 
 
●歴史が息づく「檜枝岐歌舞伎」春の公演決定！ 
 
  『千葉之家花駒座新春歌舞伎公演』 
   
日時／２０１３年４月１３日（土）午後 3時開演 入場無料   
  場所／東雲館（檜枝岐村公民館） 
 

 
 江戸時代より檜枝岐村で親から子へと代々継承されてきた『檜枝岐歌舞伎』は、 
春と秋の祭りの際に村の愛宕神・鎮守神への奉納歌舞伎として上演され、村人たちを

楽しませてきました。 
 毎回８００人以上の観客が訪れる、鎮守神社の境内にある舞殿は国重要文化財に指

定されています。村人が守り受け継いできた歌舞伎の伝統美と、演者と観客とが一体

となった熱気あふれる農民芸能の雰囲気をぜひ体感してください。 
 
お問い合わせ先／尾瀬檜枝岐温泉観光協会 TEL0241-75-2432  
[情報はこちら！] http://www.oze-info.jp/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●ＮＨＫ大河ドラマ放送記念「八重の桜記念入場券」を発売しました。 
 

 NHK大河ドラマ「八重の桜」放送を記念して記

念入場券をつくりました。会津鉄道の「特徴ある

車両」と「八重たん」がコラボした入場券です。

是非、記念・お土産にお買い求め下さい。 
 
■発売開始日 
 平成２５年３月５日（火） 
 
■販売価格 
 １セット ６００円 
 
■販売駅 
 芦ノ牧温泉駅、湯野上温泉駅、会津田島駅 
 
■お問い合わせ 
 会津鉄道株式会社 
 Tel.0242-28-5885 
 

[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=394 
 
 
●今年もやります。列車でＧＯ！運転体験 
 会津鉄道の名物企画「列車でＧＯ！運転体験」の日程が決まりました。毎回多くの

お客さまに参加して頂いています。 
今年は、本物の鉄道車両の運転に挑戦してみてはいかがでしょうか。 
 

■開催日時（11：10～15：00予定）】 
  ５月１８日（土） 
  ６月１５日（土）・６月２９日（土） 
  ７月２０日（土） 
  ８月 ３日（土）・８月２４日（土） 
  ９月１４日（土）・９月２８日（土） 
 １０月１９日（土） 
 １１月１６日（土） 
 ※８月３日（土）はジャンク市、親子体験運転

実施予定 
 
■開催場所 
 会津鉄道 会津田島駅構内 
 
■体験内容 
 ・専門的な特別講習（運転講座、車両講座） 
  を受講いただき、会津鉄道田島駅構内で 

  車両を運転します。 
 ・運転士として２往復、車掌として２往復 
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■参加費用 
 ○運転体験参加者 7,500円 
  ・特製弁当（お茶付）・手袋・手笛付き 
  体験運転証明書発行 
 ○付き添い参加者 2,500円 
  ・特製弁当（お茶付）付き 
    ※今年は大河ドラマ「八重の桜」放送を記念して運転体験 500円引き 
 
■応募資格 
 小学生 4年以上 （階段の乗降などがあります） 
 
■募集人員 
 各日共 15名（ 少催行人数 8名） 
 
■募集期間 
 体験参加希望日の 10日前までお申し込みください。 
 お申し込み状況を確認後、おって参加の可否をご連絡いたします。 
 
■応募方法 
 メールのみの受付となります。 
 希望日、住所、氏名、年齢、電話番号をご記入のうえ、 
 こちらのメールアドレスまでご送信ください。 
 メール：happy-train@aizutetsudo.jp 
  
■結果通知 
 参加日が決定いたしましたら弊社より参加に関する案内と参加チケットをメール

いたします。 
※応募に関わる個人情報は、当社からのご案内以外は使用いたしません。 
※受付順となります。 
 
■お問い合わせはこちらまで 
 会津鉄道株式会社 
 TEL0242-28-5886  FAX0242-26-9730 
 
 [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=394 
 
 
●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。 
 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２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 
 
 ☆２月の問題と解答 
  第１問．八重の生まれた年（西暦）は？ 
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   a．1645年 b．1745年 c．1845年 （正解は c．1845年）  
  第２問．八重の実兄の名前は？ 
   a．覚馬 b．龍馬 c．白馬 （正解は a．覚馬）   
■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の桜を見に行こう】 
 ☆もうすぐ桜の季節がやってきます。春のお出かけの準備はお済みですか？ 
  ◎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 春休みは東京スカイツリーへ遊びに行こう！】 
 ☆卒業旅行や春休みの行楽に「東京スカイツリー」はいかがでしょうか？ 
  ○会津鉄道利用なら「とうきょうスカイツリー駅」まで乗りかえ 低 1回！ 
  東武特急利用で 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を販売しております。 
 
  ◎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 
  ◎東京スカイツリー旅行商品はこちらからどうぞ。 
      ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=133 
 
●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 
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●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 
 
●春の花が彩る「はな＊喜楽里」開幕［喜多方市］ 
◎開催期間／平成 25年１月１１日（金）～３月３１日（日） 
 

   
 春一番を告げる福寿草をはじめ、桜やヒメ

サユリ、花しょうぶなど。様々な花が彩る季

節がやってきました。蔵のまち喜多方では３

月１６日～６月３０日の１０６日間、花まつ

りやウォーキング大会など、可憐に咲く春の

花を楽しめるイベントを集めた「はな＊喜楽

里」が開催されます。地元店舗では、期間限

定の桜ラーメンや春スイーツも登場！山開き

登山では抽選でプレゼントが当たるスタンプ

ラリーも行われます。やさしい春風と共に花

の喜多方を散策してみませんか？ 
 
 
 
 
 

 
 
 
～「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 
  ◎千歳桜［会津美里町］ 
  【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】 
  
野口英世博士の母シカが信仰した中田観音を

本尊とする弘安寺からほど近く。丘陵地帯に広

がる田畑に囲まれて咲く、樹齢約８００年のベ

ニヒガンザクラ。その昔、一帯を治めた地頭が、

千歳という名の女性の供養のために植えたも

のと伝えられている。太い幹をとりまくように

濃い紅色の花をつけた枝が優雅に下がる姿が

美しい。地元では「種まき桜」とも呼ばれ、保

存会による保護活動も盛ん。多くの人々に愛さ

れている古桜だ。  
 
 
 
 
【樹木データ】 
・所在地…会津美里町米田字池南 
・福島県指定天然記念物 
・交通…JR只見線・根岸駅から徒歩 20分 
お問い合わせ先／ 
会津美里町インフォメーションセンター  
TEL0242-56-4637 

 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●みず菜の卵とじ  
［材 料］  
みず菜…200g  
しょうゆ・酒…適宜  
卵…2個  
サラダ油…適宜  
  
  
［作り方］ 
1)みず菜を 4～5cmの長さに切り、茹でる。 
2)なべにサラダ油を熱し、水切りした 1)を入れてよく炒める。 
3)しょうゆ、酒で味を付け、煮る。 
4)溶き卵を流し入れ、火を止めて余熱で半熟にし、卵とじにする。 
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［ワンポイント］ 
 みず菜は会津地方で「みず」「みずな」と呼ばれているイラクサ科の山菜で、クセ

の無い味わいとシャッキリした食感が特徴です。スーパーなどでは、なかなかお目に

かからない山菜ですが、5月～6月頃に道の駅や直売所などに並ぶことも。会津地方

を訪れの際に探してみてはいかがでしょうか。 
 


