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 会津あかべぇ通信 Vol.108  
2013年3月31日発行 

 
 春のお彼岸を過ぎ、春らしい日が増えてきました。草花の新芽もどんどん成長して

いるようです。花より団子という言葉があるように、お花見には甘いお菓子がつき物

ですね。今回のうまいものリレーでは下郷町の天保年間から続くおまんじゅうを紹介

します。会津鉄道沿線の桜を楽しみながら味わってください。 
 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。 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）会津１７市町村うまいものリレー 
  ●倉村まんじゅう／笹屋皆川製菓 [下郷町］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●里山の桜を写真で切り取ろう（春の会津鉄道沿線撮影地ガイド Part２） 
３）イベント情報 
  ●会津鉄道＆レトロバス「猿游号」で行く大内宿 共通割引きっぷ販売開始 
  ●春爛漫！約１０００本のシダレザクラ並木を歩こう［喜多方市］ 
４）知っ得！話題 
  ●平成２５年４月～９月 お座トロ展望列車運行情報 
  ●４月１日、サイクルトレイン運転開始します 
  ●【首都圏発着 お得なフリー切符で春の会津を旅しよう】 
  ●【会津地区発着 上野東照宮へ牡丹（ぼたん）を見に行こう】 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内ほか 
  ●会津観光をお得に楽しむガイドパンフが登場！［会津若松市］ 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ◎生塩麹［会津坂下町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●わらびおひたし 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
 from 倉村まんじゅう／笹屋皆川製菓 [下郷町］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【天保の時代から受け継がれるまんじゅう】 
 今回のお店は下郷町にある「笹屋皆川製菓」さんです。店舗兼工場は下郷町物産館

の向い側にあります。お店を代表する「倉村まんじゅう」は天保年間（１８３０年～

１８４４年）の創業当時から代々受け継がれた味になっています。 
 お店のお菓子は店主の皆川美津子さんと娘の渡部美佐さんの二人で商品のすべて

を作っています。季節や天候により微妙に材料の配合や蒸す時間などを変えながらバ
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ラツキが出ないように熟練の技と経験で製造しているそうです。 
 こうしてできあがったまんじゅうは、皮がもっちりとして自家製のこしあんがたっ

ぷり入っています。大きさ、甘さどちらもちょうど良く、ついつい１つ２つと手が出

てしまいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リズミカルに餡を包んでいく(写真左） 
母と娘二人の連係プレーでおいしいお菓子が作られている(写真右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蒸しあがったばかりの「倉村まんじゅう」。工場の中はおいしい湯気に満たされます。 
お店で頂いた「倉村まんじゅう」の冊子です。 
 
 店舗では「倉村まんじゅう」以外にもざらぱんと呼ばれる伝統菓子「尾瀬娘」やま

んじゅうの天ぷらを販売しています。また、会津鉄道銘菓「ばす駅長クッキー」もこ

ちらで製造しています。塔のへつりにお越しの際には、新島（山本）八重（１８４５

年生まれ）も味わったかも知れない伝統の「倉村まんじゅう」をご賞味ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伝統を受け継ぐお二人(写真左） 
蒸したてのおまんじゅうはお昼頃に店頭に並ぶそうです(写真右） 
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春の新作、「桜花豆まんじゅう」。山芋と薯蕷粉（米粉）を混ぜた皮であんこと花豆

を包みました。桜の塩づけが春を感じさせる逸品です。(写真左） 
こちらは倉村まんじゅう特大サイズ（通常品の３．５倍）。食べ応え充分！(写真右） 
 
●笹屋皆川製菓  
  倉村まんじゅう ８０円 
  倉村まんじゅう（特大） ２３０円 
  倉村まんじゅう（１０個入り） ９００円 
  倉村まんじゅう（１５個入り） １３００円 

  倉村まんじゅう（２０個入り） １７００円 

  尾瀬娘・天ぷらまんじゅう 各１００円 
 
 営業時間  ９：００～１７：００（夏季は１８：００） 
 定休日   不定休（元旦のみ休業） 
  
 住所 福島県南会津郡下郷町大字弥五島字道上 3340-1 
 お問い合わせ ＴＥＬ：0241-67-2648 
 交通：会津鉄道塔のへつり駅より徒歩１０分 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●里山の桜を写真で切り取ろう（春の会津鉄道沿線撮影地ガイド Part２） 
 
 やっと南会津の里山にも春がやって来ました。１メートル近くあった雪も暖かい日

差しを浴びて一気に姿を消しました。もうすぐ桜の季節がやって来ます。 
 今回は「里山の桜を写真で切り取ろう」と題して会津鉄道湯野上温泉駅、弥五島駅

などの桜と列車が撮れるポイントを紹介します。春の一日ピクニック気分でお出かけ

ください。 
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◎湯野上温泉駅周辺 
 会津鉄道沿線の桜と言えば「湯野上温泉駅」の桜が有名です。桜と茅葺き屋根の駅

舎がとてもいい被写体になるので多くのカメラマンが訪れます。また、駅構内の照明

に照らされる夜桜もとても美しいです。駅舎の隣には昨年１０月にオープンした足湯

「親子地蔵の湯」があるので、足湯に入りながらのお花見もおススメです。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

湯野上温泉駅は全国的にも有名な桜の名所になっています。 
 
◎弥五島駅、会津田島駅、七ヶ岳登山口駅 
 各駅とも、駅構内または駅前に桜があります。列車利用でも手軽に撮影が楽しめま

す。また、会津田島駅売店「やまびこ」では名物駅弁「二段松茸駅弁」が販売されて

いますので、撮影のお供にお買い求めください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弥五島駅の桜。線路沿いに植えられています。（写真左） 
国鉄会津線時代に活躍した SL。柵の奥には会津田島駅のホームがあります。（写真

右） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七ヶ岳登山口駅のホームより会津田島へ向かう列車を撮影（写真左） 
国道１２１号線から七ヶ岳登山口駅に向かう道は桜並木になっています（写真右） 
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◎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。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
 
●会津鉄道＆レトロバス「猿游号」で行く大内宿 共通割引きっぷ販売開始 

 
 今年も発売、【会津鉄道＆レトロバス「猿游号」

で行く大内宿 共通割引きっぷ】！ 
 
■期間 
平成２５年３月２３日～１１月３０日まで 
        （猿游号運行期間） 
 
■発売箇所 
会津鉄道有人駅(西若松、芦ノ牧温泉、湯野上温泉、

会津田島計４駅)、会津鉄道車掌及び猿游号車内 
 
 
 
 
 

 
 
■時刻表 
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■内容 
（１）会津鉄道 
 ア、片道割引乗車券 
  ・西若松～会津田島または、会津田島～西若松までの片道割引乗車券 
  ・湯野上温泉～塔のへつり間がフリー区間となります。 
  ・２日間有効です。 
   ※片道途中下車可。逆戻り不可。 
 
 イ、往復割引乗車券 
  ・西若松～湯野上温泉間の往復割引乗車券 
  ・会津田島～湯野上温泉間の往復割引乗車券 
  ・券表示区間がフリー区間となります。 
  ・２日間有効です。 
 
（２）広田タクシー（猿游号） 
 ・湯野上温泉～大内宿～湯野上温泉間のフリー乗車券（乗り降り自由） 
 ・乗車日１日間有効です。 
 
■発売額 
（１）片道割引乗車券 
 ・大人 １，８００円 子供 ９００円 
（２）往復割引乗車券 
 ・大人 １，８００円 子供 ９００円 
  ※鉄道（最大３９％引）、バス（２０％引） 
  ※通常 西若松駅～湯野上温泉駅  
   （大人）往復運賃１，６４０円+バスフリー券１，０００円 
        合計２，６４０円 ⇒１，８００円 
 
■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/?p=95 
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●春爛漫！約１０００本のシダレザクラ並木を歩こう 
 
  『蔵のまち喜多方 桜ウォーク 2013』 
   
開催日／平成２５年４月２７日（土）開会式９：３０～ 
スタート会場／喜多方市押切川公園スポーツ広場  
 
 JR喜多方駅と旧熱塩加納村・熱塩駅間の１１．

６Ｋｍを結び、地域住民に惜しまれながらも昭和

５９年に廃線となった旧国鉄の日中線跡に植樹

された約１０００本のシダレザクラ並木を眺め

ながら歩く春のウォーク大会が喜多方市で開催

されます。  
日中線記念自転車歩行者道をメインに、体力にあ

わせて距離を選べる、２Ｋｍ・５Ｋｍ・１０Ｋｍ

の３コース。ゴール後にはお楽しみ抽選会も行わ

れます。  
 
◎参加申込締切・・・４月１９日（金）  
【参加定員２０００名】   
※申込先着順で定員になり次第締切 
◎参加費  大 人    ５００円         
中学生以下３００円  
 
お問い合わせ先／喜多方市教育委員会生涯学習課スポーツ振興係 
  TEL0241-23-2116  
[メール] sakura-w@city.kitakata.fukushima.jp 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●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」運転日のご案内です。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 
 
 
●４月１日、サイクルトレイン運転開始します。 
 会津鉄道では、エコ志向の広がりによるサイクリング人口の増加に伴い、サイクリ

ストへの利便性向上を図るため西若松駅～会津田島駅間の有人駅において「サイクル

トレイン（自転車を列車に積み込む）」を実施いたします。 
自転車でより身近に自然を体感したい旅、小回りのきく旅はいかがですか？旅費も環

境へもエコな旅におすすめです！ 
 
■期 間 
平成２５年４月１日（月）～１１月３０日（土）まで 
平日及び土休日でご利用可能列車が変わりますので、下記をご確認ください。 
 
■ご利用可能列車 
●西若松～会津田島方面 
【平 日】西若松駅発 ９時００分～１４時４６分までの列車（６本） 
【土休日】西若松駅発 ９時００分～１７時１１分までの列車（８本） 
●会津田島～西若松方面 
【平 日】会津田島駅発 １０時００分～１５時４８分までの列車（６本） 
【土休日】会津田島駅発 １０時００分～１７時３６分までの列車（８本） 
 
 



10 

■お申込み方法 
会津鉄道本社、及び会津鉄道の有人駅へ前日までインターネットか電話でお申込下さ

い。 
受付時間は、9:00～16:00までです。 
 
■メールでのお申し込みはこちらまで。（折り返しご連絡させて頂きます。） 
ご利用の際には、下記注意事項をお守りの上、サイクルトレインの旅をお楽しみくだ

さい。 
 
■ご利用可能駅とご利用可能列車時刻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■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=871 
 
●【首都圏発着 お得なフリー切符で春の会津を旅しよう】 
 ☆春のお出かけは、お決まりですか。 
  是非、新島（山本）八重のふるさと会津へお越しください。 
  ◎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 
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●【会津地区発着 上野東照宮へ牡丹（ぼたん）を見に行こう】 
 ☆上野公園内にある上野東照宮牡丹苑は例年４月中旬～５月中旬まで見頃を 
  迎えます。大輪のぼたんが咲く上野東照宮へお出かけください。 
  開花時期にあわせて上野ぼたんまつりが開催されます。 
  [詳しくはこちら！] 
http://www.city.taito.lg.jp/index/event/kanko/uenobotanmatsuri.html 
 
  交通：東京メトロ浅草駅から銀座線渋谷行き（約５分） 
     上野駅で下車徒歩１０分 
       
  ◎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 
 
●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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●会津観光をお得に楽しむガイドパンフが登場！ 

   
 会津の観光施設 35カ所を MAP付きでわかりやす

く紹介したパンフレット「まるとく会津・2013年
度版」が登場！ 
 各施設で利用できる割引券やプレゼント交換券

もついてるお得な観光アイテムです。券一枚で 10
名まで利用できるというのも嬉しいポイント。ご

家族やグループで会津巡りをぜひお楽しみくださ

い。 
 
◎主な配布場所／ 
 会津地域の主な観光施設、道の駅、 
 サービスエリア、東山温泉、芦ノ牧温泉など 

 
お問い合わせ先／ 
会津支援隊事務局（会津武家屋敷内） 
  TEL0242-28-2525 
 
 
～「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 
 
 
 
 



13 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津のいいモノ★セレクション   
◎生塩麹［会津坂下町   
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】  
 創業は大正 14年。会津坂下町に４代続く老舗

の目黒麹店が秘伝の技でつくりあげた無添加の

『生塩麹』は、調味料としてはもちろん、野菜や

肉・魚などの漬け床として使用すれば、良質の生

きた麹が素材のうま味をいっそう深めてくれる

簡単便利な一品。この春から一人暮らしを始める

というお料理ビギナーズにもおすすめです。  
 
お問い合わせ先／ 
目黒麹店 TEL0242-83-3723  
 
[情報はこちら！]  
http://www.kaujiya.com/index.html  
  
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●わらびおひたし  
［材 料］  
わらび…200g  
木灰…適宜 ※一握り程度が目安  
削り節、しょうゆ…適宜  
  
  
 
  
［作り方］ 
1)わらびは穂を取り、一握りくらいの束にする。 
2)わらびの束をバットなどの平らな容器に並べ、木灰をまんべんなく振り入れる。 
3)2)に全体が隠れるくらいの熱湯を注ぎ、一晩程度置いてあく抜きをする。 
4)じゅうぶんに水洗いし、茹でる。 
5)4～5cmの長さに切り、盛り付けて削り節をそえる。 
 
［ワンポイント］ 
 木灰が手に入らない場合は重曹で代用してもあく抜きができます。食感を楽しむた

めには、あまり茹で過ぎないのがポイント。みそ汁の具としても美味しい山菜です。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
平野部の雪は消えたものの、里山に入ると残雪が残っている所もあります。日当りが

よい場所では草花が新芽を出しはじめたり冬眠していた虫が出てきたりと生命の息

吹を感じることができます。里山の春を感じてみませんか。 


