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 会津あかべぇ通信 Vol.110  
2013年4月30日発行 

 
 ゴールデンウィークのまっただ中、いかがお過ごしでしょうか。まだまだ連休

が続きますので、 新緑と遅咲きの桜に彩られた会津へお出かけください。 今回

のうまいものリレーでは、新潟県境の西会津町で販売されている一風変わったお

麩（ふ）のバーガーをご紹介していますので、是非ご賞味ください。 
 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 
  ●ベジメルバーガー／道の駅 にしあいづ [西会津町］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●お座トロ展望列車に乗ってみよう 
３）イベント情報 
  ●新島（山本）八重の戦った鶴ヶ城を歴史案内人と歩こう！ 
  ●会津茶道文化ゆかりの地で野点を楽しむ大茶会 
４）知っ得！話題 
  ●会津鉄道オリジナルグッズ「陶ビーズ」発売開始！ 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内 
  ●会津の二大グルメを味わって素敵な商品を当てよう！ 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ●みつばちハニー石鹸［会津若松市］ 
６）会津の郷土料理 
  ●うどのけんちん 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
 from ベジメルバーガー／道の駅 にしあいづ [西会津町］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【どう見てもソースかつバーガーだよね？】 
 会津の伝統的な食材に「車麩」というのがあります。その名の通り、車輪のよ

うな形をしたお麩です。車麩は野菜と炊き合わせたり、すき焼きの具材として食

べられています。 
 西会津町の道の駅で週末のみ販売される「ベジメルバーガー」は、その車麩を

ソースかつに見立てて、地元のミネラル野菜と一緒に米粉のパンズでサンドした

ものです。車麩に衣を付けて揚げてあり、見た目や食感はまるでカツそのものよ

うです。また、一緒にサンドしてある野菜はとてもみずみずしく甘みを感じます。 
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 伝統食材をうまくアレンジしたこの「ベジメルバーガー」は、ヘルシーであり

ながら食べ応えのある逸品です。 
 

 
売店のレジ横で販売されています(写真左） 
原材料名には植物性素材が並ぶ(写真右） 
 

 
見た目はまさにソースかつバーガー！ 

 
 
 売店では大河ドラマ八重の桜にちなん

だ「あかべこ」を販売しています。大きな

桜の模様がとても可愛らしい。西会津町内

の工房で作られています。 
 値段 １,５００円 
  赤べこと黒べこ（？）があります。 
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・道の駅にしあいづ 交流物産館よりっせ  

 
ベジメルバーガー ３００円 

    
 営業時間  ９：００～１９：００（交流物産館） 
  ※ベジメルバーガーは土日数量限定での販売になっています。 
 
 住所 福島県耶麻郡西会津町野沢字下條乙１９６９－２６ 
 お問い合わせ先 ＴＥＬ：0241-48-1512 
 交通：ＪＲ磐越西線野沢駅より車で５分 
  ※会津鉄道をご利用の場合は、会津若松駅にて磐越西線新潟方面の列車にお

乗り換えください。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●お座トロ展望列車に乗ってみよう 
 
 雑誌やテレビで取り上げられることが多い、会津鉄道の人気列車「お座トロ展

望列車」にはご乗車になったでしょうか。 
今回は新緑の大川渓谷を走る「お座トロ展望列車」をご案内します。 
 
・展望車両 

 

 

 会津若松方に連結されている展望

車両です。大きな窓と運転台横の展望

スペースがあります。また車内にはゆ

ったりしたリクライニングシートが

並びます。 展望スペースは自由に利

用でき、運転士と同じ視線で風景を楽

しむことができます。 
 デッキには大河ドラマ「八重の桜」

のマスコットキャラクタ八重たんが

ラッピングされています。 
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・トロッコ車両 

 中間の車両はトロッコ車両です。

里山の動物の絵をプリントしたボ

ックスタイプの座席が並び 、夏場

は窓を取り外して運転されます。 
大川渓谷の深い谷のスリルを味わ

いたいならこの車両がおススメで

す。 
 また、トンネルに入ると室内灯が

消え、会津鉄道にゆかりのある動物

の足跡が暗闇に浮かびあがります。 
 トロッコ車両には売店とポスト

があります。売店ではお菓子や缶ビ

ール、ジュース類、お土産品の販売

をしていますので是非ご利用くだ

さい。 
 車内に設置してある郵便ポスト

に投函するとオリジナルの消印が

付き、配達されます。絵ハガキや切

手の販売もしていますので旅の記

念にご自分宛に手紙を書くのも投

函するといい思い出になりますよ。 
 なお、４月２１日から会津鉄道新

商品「陶ビーズ」を販売しています

のでご利用ください。 
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・お座敷車両  

 

 

 ３両目がお座敷車両です。掘りごた

つ式の畳敷きの席になっており、お茶

の間にいるような感じで車窓を楽し

めます。お弁当やお菓子を広げてグル

ープでワイワイ楽しむのもおススメ

です。 
 車内には桜のアーチがあり、列車に

乗りながらお花見をしているような

気分が味わえます。 

  
・お座トロ展望列車の案内パンフレット  
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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。売店の営業は行っておりません。 
 
  ≪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。 
 ※詳しくは、上記のパンフレットをご覧ください。 
 
・お問い合わせ 
 会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
 
 ●山本（新島）八重の戦った鶴ヶ城を歴史案内人と歩こう！ 
   ～平成 25年 5月 12日（日）「八重の桜ウォーク 鶴ケ城編」開催～ 
  

 平成 25年の大河ドラマで、会津出身の

新島八重を主人公にした「八重の桜」が放

送中です。 
 新島八重ゆかりの地を、案内人と一緒に

歩きます。 
  
 参加の皆様にプチプレゼントがありま

す。 
 
・開催日時 
  平成 25年 5月 12日（日）  
・集合・受付場所 
  会津鉄道 西若松駅 2F 
  午前 9時～午前 9時３０分受付  
・参加費  
  500円（保険料含む）  
・募集定員 
  40名  
 

・お申込み  
  お電話でのお申込み…TEL 0242-28-5886 
  メールでのお申込み…walk@aizutetsudo.jp 
   ※お申込みの際、住所・氏名・年齢・連絡先をお伝え下さい。 
   ※お申込みは営業時間内にお願いいたします。（9：00～17：00） 
・所要時間 約 3時間  
・歩行距離 約 4.5km  
・別途費用 昼食代、集合場所までと解散後の交通費は各自負担となります。  
・服装 歩きやすい服装、履物でお出かけ下さい。 
 ※昼食、雨具は各自ご持参下さい。  
・参加のご注意 天候により、やむをえず中止になる場合がございます。  
・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=543 
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●会津茶道文化ゆかりの地で野点を楽しむ大茶会 
『炎の郷・向羽黒山城跡ふれあい茶会』 
 開催日／平成 25年 5月 26日（日）午前 10時～午後 3時 
 場所／会津美里町本郷地域・向羽黒山城跡周辺 

 
 会津地方に茶道文化を広めたとさ

れる戦国武将・葦名盛氏の山城跡を会

場に行われる「ふれあい大茶会」。 
 さわやかな新緑に包まれた野外の

茶席のほか、数カ所に設けられた会場

では、会津本郷焼の茶器を使って初め

ての方でも気軽に薄茶や濃茶を味わ

うことができます。 
  また今回は、抹茶の飲み方やお菓

子の食べ方などを紹介する「ふれあい

茶道教室」や、葦名公ギャラリー、白

河甲冑隊によるパフォーマンスも開

催。歴史ファンも楽しめる野点茶会で

す。 
 
◎茶席一服（菓子付）…３００円 
 
お問い合わせ先／ 
会津美里町本郷インフォメーションセンター TEL0242-56-4637 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●会津鉄道オリジナルグッズ「陶ビーズ」発売開始！ 
  ～陶器をかわいいアクセサリーにアレンジ～  
     

 

 約４００年の伝統を持つ、会津

本郷焼の陶器をかわいいアクセ

サリにアレンジしました。陶製の

モチーフ、ワンポイントパーツの

部分は窯元「酔月窯」さんで特別

に製作して頂いています。商品は

根付け（ストラップ）になってい

ますので、バッグ、小物入れ、鍵

などに付けてお楽しみください。 
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・商品名 
 陶ビーズ 全５種 各３００円（税込） 
・販売場所 
  AIZUマウントエクスプレス号（会津・日光直通列車）車内 
  お座トロ展望列車車内 
  会津田島駅売店 やまびこ 
 
※５月の連休明けより会津鉄道ネットショップ「ばすのみせ」で取り扱い

を開始します。 
※完全手作りの品のため生産数に限りがあります。品切れの際はご了承く

ださい。 

 
 ⇒ 酔月窯：http://www16.plala.or.jp/suigetugama/ 
 ⇒ ばすのみせ：http://buschanshop.com/ 
 
・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=884 
 
 

 
 
●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！ 
 [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=844 
 
●会津鉄道＆レトロバス「猿游号」で行く大内宿 セットでお得な共通割引きっ

ぷをご利用ください。 
 [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95 
 
●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） 
 [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会津へ行こう】 
 ・新緑がまぶしい大川渓谷、大河ドラマ「八重の桜」の舞台会津へお出かけく

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」  
   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=ke
yw&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_20130129tohoku
local.pdf 
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●【会津地区発着 レトロな遊園地「浅草花やしき」で遊ぼう！】 
 ・１８５３年開園の浅草花やしきで遊んでみませんか。 
日本最古のローラーコースタ―は民家や銭湯のセットの中を駆け巡ります。他に

も浅草の町並みを一望できるＢｅｅタワーなどがあります。浅草往復列車たびき

っぷを使って、レトロな遊園地におでかけください。 
 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。 
 
 ⇒ 浅草花やしき：http://www.hanayashiki.net/index.html 
 ⇒ 浅草往復列車たびきっぷ：http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=46 
 ⇒ 旅行商品：http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=133 
   
 
●会津鉄道×コロプラ「全国乗り物コロカ制覇の旅」 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=865 
 
●東北を楽しもう！ 新・東北パスポート割引きっぷ（東北観光博） 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=367 
 
●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 
 

 
 
●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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～「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 
 
 
●会津の二大グルメを味わって素敵な商品を当てよう！ 
  
観光旅行のお楽しみといえばやっぱり地

元ならではの味めぐり。 平成 25年 4月１

日から平成 26年３月 31日までの期間、大

河ドラマ「八重の桜」ファンで賑わう会津

若松市内を中心に、若麺会（20店舗）のラ

ーメンと、 伝統会津ソースカツ丼の会（18
店舗）のソースカツ丼を食べてスタンプを

集める『メンカツスタンプラリー』が行わ

れます。 まずはお好みの３店舗をめぐり、

味自慢の一杯を味わってスタンプを３つ

集め参加賞を GET！ その後、集めたスタン

プシートに必要事項を記入して応募すれ

ば、抽選で会津の温泉宿ペア宿泊チケット

や、地元物産品などステキな賞品が当たる

チャンスです。 応募は一人何回でも OK！
ポスターを目印に、38の店が誇るおいしさ

との出会いをお楽しみください。  
 
お問い合わせ先／ 
     伝統会津ソースカツ丼の会 
     TEL0242-24-5151 
 
[情報はこちら！] http://aizu-katudon.com/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津のいいモノ★セレクション 
●みつばちハニー石鹸［会津若松市］ 
  
会津地方の豊かな自然に咲く花を蜜源に、た

くさんのミツバチたちと共に親子二代で滋

味豊かなはちみつを自家採蜜する養蜂家が、

はちみつのパワーをご紹介！保湿力ばつぐ

んのはちみつと、殺菌効果のあるプロポリス、

お肌の栄養になるローヤルゼリーなど、材料

にこだわって作り出した「みつばちハニー石

鹸」は、大自然からの贈り物がつまったお肌

にやさしい弱酸性石鹸。ニキビ肌や乾燥肌が

気になる方にもおすすめです。すべすべしっとりの使用感をぜひお試しください。 
  ◎みつばちハニー石鹸（100g）…1コ 1,890円 
お問い合わせ先／（有）ハニー松本 TEL 0120-888-328 
 
[情報はこちら！] http://matsumoto38.com/ 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●うどのけんちん 
 
［材 料］ 
うど…3本 
身欠ニシン…2本 
しょうゆ…20cc 
酒…大さじ 1 
油…適宜 
※そのほかに、米のとぎ汁を適宜用意

する。 
 
［作り方］ 
1)うどは皮をむき、1cm幅程度の斜め切りにし、水に浸けてあく抜きをして、ざ

るにあげ水切りする。 
2)身欠ニシンは米のとぎ汁に浸けてもどしながら油抜きをし、一口大に切る。 
3)鍋に油を熱し、1)と 2)を炒め、しょうゆ・酒で味つけして煮る。 
 
［ワンポイント］ 
季節の訪れを感じさせてくれる山菜料理。あく抜きなどの下拵えをしっかりすれ

ば、調理は意外と簡単です。期間限定の味わいをお楽しみください。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 西会津町にある大山祇神社（おおやまづみじんじゃ）は地元では山の神様と呼

ばれ親しまれています。毎年６月には１ケ月間にわたり例大祭が行われています。

地元福島県内はもとより、お隣の新潟県、山形県などから多くの方がお参りに訪

れます。新緑に包まれるこの時期に一度訪れてみてはいかがでしょうか。 
 


