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 会津あかべぇ通信 Vol.109  
2013年4月15日発行 

 
 ４月になり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。今回のうまいものリレーでは朝採り山菜料理を食べられるお店を紹介していま

す。春の山の恵みを味わいに会津へお越しください。 
 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 
  ●田舎料理バイキング／旬菜工房 かあちゃんのまんまや [柳津町］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●会津鉄道沿線山開きガイド 
３）イベント情報 
  ●会津鉄道ゴールデンウィークイベント情報 
  ●少年時代に憬れた懐かしのクラシックカーが大集合！［西会津町］ 
４）知っ得！話題 
  ●列車で世界遺産日光へ行こう。「会津・日光フリーきっぷ」発売開始！ 
  ●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 
  ●平成２５年４月～９月 お座トロ展望列車運行情報 
  ●「八重たんクイズ」、３月の正解発表！ 
  ●【首都圏発着 お得なフリー切符で八重のふるさと会津へ行こう】 
  ●【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 
  ●ご当地グルメとお花見菓子で手ぬぐいをＧＥＴ！［会津美里町］ 
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◎虎の尾桜［会津美里町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●大根干し煮 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
 from 田舎料理バイキング／旬菜工房 かあちゃんのまんまや [柳津町］ 

 
 
 
 
 
 
 
 

【野菜ってこんなにおいしかった？】 
 今回紹介するお店は、田舎料理が自慢の「旬菜工房 かあちゃんのまんまや」です。

料理はバイキング形式での提供になっており、品数は常時１５品ほどあります。米を

はじめ、食材は自家菜園から収穫をしたものや地元の生産者から直接仕入れたものを

使い「かあちゃん」が丹精込めて料理しています。 
季節によっては早朝から「とうちゃん」が山から採ってきた「朝採り」山菜を使った



2 

料理が食卓に並びます。この山菜料理を目当てに来るお客様が大変に多いそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取材したときの料理(写真左） 
ずらりと並んだ料理。どれから食べるか迷ってしまう(写真右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回一番おいしかった「ふろふき大根のねぎしょう油かけ」 
 
 朝取りの山菜料理は、例年だと５月上旬から始まります。その中でも人気があるの

が「こしあぶら」という木の新芽です。「こしあぶら」を天ぷらやごま和えで食べる

のが美味しく、山菜独特のほろ苦い風味を味わうことができます。他にもタラの芽、

ワラビなどの料理がバイキングに登場します。季節限定の自然の恵みを是非味わって

みてください。 
 山菜料理に関しては天候や時期的に提供できない場合があるので、お出かけ前にお

店にお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お店はご夫婦で営んでいます。(写真左） 
かわいい三角屋根のお店。夏にはテラス席もあります。(写真右） 
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●旬菜工房 かあちゃんのまんまや  
  田舎料理（バイキング方式） 大人 ７８０円 
   ※お子様料金は年齢によって変わります 
 営業時間  １１：００～１４：００（料理が無くなり次第終了） 
 定休日   月曜日 
 
  住所 福島県大沼郡河沼郡柳津町大字柳津字金谷沢乙１７９５ 
 お問い合わせ先 ＴＥＬ：0241-42-2007 
 交通：ＪＲ只見線会津柳津駅より車で５分 
   ※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。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●会津鉄道沿線山開きガイド 
 
 桜の季節が過ぎれば、次は新緑の季節がやってきます。会津鉄道沿線から車窓から

も楽しめ、登山が可能な山を紹介します。登山に行かれる際には、万全の準備を整え

事故やケガの無いようにお出かけください。 
 
◎二岐山（下郷町・天栄村） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 お椀が二つ並んだような独特な姿が車窓からも楽しめる山（写真左側）です。下郷

町と天栄村とにまたがる標高１５４４メートルの山です。 
山開きは平成２５年５月１２日（日）午前７時から二岐温泉・ブナ山荘駐車場で行わ

れます。御鍋神社側登山口から登り、女岳側に下山します。先着６００名に記念バッ

ジのほか温泉宿泊券が当たる抽選会などがあります。 
 二岐温泉へは、湯野上温泉駅から車で約３０分です。 
 
■お問い合わせ先 
 天栄村生涯学習課 
  TEL 0248（82）2504 
 ※写真は平成２５年３月１８日にふるさと公園駅から撮影したものです。 
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◎小野岳（下郷町） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 湯野上温泉を一望できる標高１３８３メートルの山です。 
山開きは平成２５年５月２６日（日）午前７時３０分大内登山口で行われます。式典

の後、８時登山開始となります。当日は先着３５０名に記念バッジの配布があります。 
 
■お問い合わせ先 
下郷町商工観光係 
   TEL 0241（69）1144  
 ※写真は平成２１年４月２０日に湯野上温泉駅より撮影したものです。 
 
◎大戸岳 （会津若松市・下郷町） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 会津若松市の南東に位置する山で、その山容が大きな戸にたとえられたのが、大戸

岳の名の由来とも伝えられています。標高は１４１５メートルです。山開きは平成２

５年６月８日（土）午前６時３０分から大戸町闇川ふれあいセンターで行われます。

登山道はアップダウンが激しく、中・上級者向けになっていますので、しっかりした

準備を整えて参加してください。 
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■お問い合わせ先 
 会津若松市観光物産協会 
  TEL 0242 (24) 3000  
 ※写真は平成２５年４月９日に芦ノ牧温泉駅より撮影したものです。 
 
◎七ヶ岳 （南会津町） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 南会津町の南西部にある７つの峰を有する山です。最高峰の一番岳の山頂には一等

三角点があり、七ヶ岳本峰とも呼ばれています。標高は１６３５メートルです。山開

きは平成２５年６月１６日（土）午前７時 黒森沢登山口（田島エリア）と午前８時

からたかつえスキー場手前の木工センター（舘岩エリア）で行われます。 
  
■お問い合わせ先（田島エリア） 
 南会津町田島観光協会 
  TEL 0241（62）3000 
 
■お問い合わせ先（舘岩エリア） 
 南会津町舘岩観光協会 
  TEL 0241（78）2546 
   ※写真は平成２１年４月２０日に会津山村道場駅より撮影したものです。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３)イベント情報 
 
●会津鉄道ゴールデンウィークイベント情報 
 【ゴールデンウィーク期間中の会津鉄道のイベントをご案内します。】 
 （１）春の湯野上温泉足湯産直市 

開催日時 

 平成２５年４月２７日（土） ～ 平成２５年４月２９日（祝・

月） 

 平成２５年５月 ３日（祝・金）～ 平成２５年５月 ６日（月） 

  各日とも １０：００～１６：００ 

開催場所 

 湯野上温泉駅前広場（足湯脇） 

平成２４年１０月のオープン以来、たくさんのお客さまにお越し

頂いている湯野上温泉駅足湯「親子地蔵の湯」で地元下郷町の産

品や旬の野菜や山菜などの直売を行います。 

 
 （２）会津って１７（いーな）列車運行！ 
   ～会津１７市町村をリレー方式でご案内～  

運行期間 

・会津若松駅～東武日光駅間 

  会津若松発  ８：００ 東武日光着 １１：０１ 

  東武日光発 １１：３７ 会津若松着 １４：１０ 

内   容 

第１回 湯川村 

「AIZU マウントエクスプレス（会津・日光直通列車限定）」で会

津１７市町 
村の観光ＰＲを行います。今回はお米が美味しい湯川村の案内を

させていただきます。 
 また、車内でホットコーヒーをお買い求め頂くと湯川村産のプ

チスイーツをプレゼントします。 

 ※ホットコーヒー、プチスイーツは数に限りがあります。 

 
●少年時代に憬れた懐かしのクラシックカーが大集合！ 
『第 10回西会津ふるさとなつかし Carショー』 
日時／平成 25年 5月 26日（日）午前 10時～午後 3時 ※雨天決行 
場所／西会津町さゆり公園 

 １９７９年以前に生産・デザインされた、

懐かしい往年の名車やスーパーカーなど約３

００台が集結する、クラシック Carフェステ

ィバルが西会津町で開催されます。 
 会場では、クラシックカーやバイク、スー

パーカーの展示のほか、地元の物産品販売や

フリーマーケット、ミニライブも開催！大人

から子どもまで楽しめる初夏の祭典にぜひお

出かけ下さい。 
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お問い合わせ先／西会津町振興公社 TEL0241-45-2025  
［情報はこちら！］ http://www.lotosinn.com/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●列車で世界遺産日光へ行こう。「会津・日光フリーきっぷ」発売開始！ 
 

 会津鉄道では、会津から日光へ乗り降り自由な

フリーきっぷを発売します。 
 若松エリアから日光、南会津エリアから日光の

2種類設定しました。 
 日光、鬼怒川温泉へお出かけの際には是非ご利

用ください。 
 
■名称 
 「会津・日光フリーきっぷ」 
 
■発売期間 
 平成 25年 4月 1日から通年 
 
■発売箇所 
 会津鉄道 有人駅  
  （西若松駅・芦ノ牧温泉駅・湯野上温泉駅・

会津下郷駅・会津田島駅） 
 
 
■設定内容（2種類設定） 
 ・（若松エリアきっぷ） 西若松駅～東武日光駅 往復 
 ・（南会津エリアきっぷ） 湯野上温泉駅～東武日光駅 往復  
 
■発売額 
 ・若松エリアきっぷ 大人 4,900円 小児 2,480円 
 ・南会津エリアきっぷ 大人 4,000円 小児 2,020円  
■乗車券の効力 
 ・有効期間 有効開始日を含め 2日間 
 ・乗車方向、回数（有効期間内） 
  若松エリアきっぷ 西若松～東武日光（フリー区間）は、乗車方向・回数の制限

はありません。 
  南会津エリアきっぷ 湯野上温泉～東武日光（フリー区間）は、乗車方向・回数

の制限はありません。 
 ※フリー区間以外は別に乗車券をお買い求めください。  
 
■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=394 
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●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 
 
 会津鉄道沿線の人気の観光スポット大内宿への直行バスと会津鉄道の乗車券がセ

ットになったお得なきっぷです。 
 
■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  
  （西若松駅・芦ノ牧温泉駅・湯野上温泉

駅・会津下郷駅・会津田島駅） 
 ・会津鉄道車掌及び猿游号車内 
 
 
■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 
 
 
■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。 
 
■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 
 
●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。 
 今年は芦ノ牧温泉駅、湯野上温泉駅で１０～１５分の停車時間がございます（一部

除く）。芦ノ牧温泉駅でねこのばす駅長に会ったり、湯野上温泉駅で足湯「親子地蔵

の湯」に入ったりお楽しみ頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。 
 
 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
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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  臨時便（運転日注意）

   

※会津浪漫森号は臨時トロッコ列車です。 

  ≪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（運転日注意） 
 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。 
  
■その他 
 お座トロ展望列車はお客様のご乗車したい日にあわせて貸切運転ができます。 
  
■お問い合わせ 
 会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 
 
●サイクリングと列車の旅をお楽しみください。（サイクルトレイン運行中） 
 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） 
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■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。） 
 
■自転車は分解しなくても、そのまま列車へ積み込めます。 
 
■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 
 
●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３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 
 
 ☆３月の問題と解答 
  第１問．大河ドラマで八重を演じている女優は？ 
   a．箕輪はるか b．綾瀬はるか c．井川遥 正解は b．綾瀬はるか  
  第２問．戊辰戦争で八重が銃を手に戦った舞台のお城は？ 
   a．姫路城 b．亀ヶ城 c．鶴ヶ城 正解は c．鶴ヶ城 
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■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自然いっぱいの会津へ行こう】 
 ☆山開きに里山のハイキングなど、自然がいっぱいの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、「週末パス」 （旧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/tickets/info.aspx?txt_keyword=%8fT%96%96&mode=keyw&
SearchFlag=1&GoodsCd=1913 
   ◎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 東京を代表するお祭り「三社祭」に出かけよう】 
 ☆三社祭（浅草神社例大祭）は毎年５月の第３週の金、土、日（今年は１８日～２

０日）に開催されます。浅草往復列車たびきっぷを使って、勇壮な神輿の行列を見に

行きませんか。 
  また、東京の新名所「東京スカイツリー」の旅行商品も取り扱っていますのであ

わせてご利用ください。 
   
  ◎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 25年 4月 1日（月）～ 平成 26年 3月 30日（日）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 
 
●ご当地グルメとお花見菓子で手ぬぐいをＧＥＴ！［会津美里町］ 
開催期間／平成 25年１月１１日（金）～３月３１日（日） 

 
 会津に春を告げる桜が薄紅のつぼみを開き

はじめました。会津美里町では、3月 15日～5
月 31日の期間中、お花見にぴったりのお菓子

を買って１つ、ご当地グルメの美里ホルモンを

味わって１つ。合計２つのスタンプを集める

『ぐるり街あるきスタンプラリー』を開催中！

先着４００名には、会津美里町のゆるキャラ

「あいづじげん」の手ぬぐいがプレゼントされ

ます。会津美里町ののどかな春を旅してみませんか。 
 
お問い合わせ先／本郷インフォメーションセンター TEL0242-56-4637 
[情報はこちら！] http://misatono.jp/ 
 
 
～「ばす駅長」オリジナル商品のご案内～ 

 
◎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  ◎虎の尾桜［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】 
 
 会津で唯一、三重の塔が現存する古刹・法用

寺の境内に枝を広げる「虎の尾桜」。古新編会

津風土記にも記される古桜で会津五桜の一つに

数えられています。サトザクラ系の淡い白紅の

花は、八重の花から弁化したおしべが突き出た

珍種。４月下旬から５月上旬にかけて見頃を迎

え、４月２８日（日）には野点茶会も開催予定。

観桜を楽しむ参拝客で賑わいます。  
 
【樹木データ】 
・所在地…会津美里町雀林三番山下 
・町指定天然記念物、福島県緑の文化財指定 
・交通…JR只見線・会津高田駅から徒歩 30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。 
 
●大根干し煮  
 
［材 料］ 
大根干し…50g 
じゃがいも…中サイズ 6コ 
身欠ニシン…4本 
しょうゆ、砂糖、だし汁…適宜  
 
［作り方］ 
1)大根干しは水に浸けて戻し、よく水洗いする。じゃがいもは皮をむき一口大に切る。 
2)身欠ニシンは水洗いし 1本を 2～3片に切る。 
3)鍋に材料を入れ、だし汁、調味料をひたひたに入れて煮る。 
 
［ワンポイント］ 
越冬野菜として保存されていた大根を利用し、春の日差しで作られる大根干し。水で

もどせば簡単に調理が可能です。洋風の味付けも美味しく仕上がりますので、ぜひお

試しください。 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 ４月下旬から６月にかけて、里山ではたくさんの山菜が収穫されます。春の息吹を

たっぷり吸収した山の恵みを食べに会津へおいでください。 


