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 会津あかべぇ通信 Vol.111  
2013年5月15日発行 

 
 ゴールデンウィーク期間中、湯野上温泉駅では「天ぷらまんじゅう」をはじめ

下郷町の物産品の販売、会津・日光直通列車内では湯川村のおいしいお菓子など

の販売を行い、どちらも完売になるほどの盛況でした。 
 うまいものリレーでは、会津若松市桜島商店の「ささ姫」をご紹介します。笹

の香りとかわいいお団子が特徴的なお菓子ですのでどうぞご覧ください。 
 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 
  ●ささ姫／ささ姫本舗 桜島商店[会津若松市］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●まるで美術館、ＡＩＺＵマウントエクスプレスでアートを楽しもう！ 
３）イベント情報 
  ●会津鉄道に乗って尾瀬に行こう！ 
  ●会津鉄道割引きっぷで「100万年ウォーク」に参加しよう！ 
  ●新緑の丘に花咲く 30万本の可憐なヒメサユリ 
４）知っ得！話題 
  ●「八重たん硬券乗車券」の通信販売を開始しました! 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内 
  ●城下まち歩きで楽しむ 500円スイーツ＆カフェ！ 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ●サラサドウダンツツジ［只見町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●山菜汁 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
 from ささ姫／桜島商店[会津若松市］ 

 
【会津の縁起物がお菓子に！？】 
 会津の民芸品に「起き上がり小法師」があります。起き上がり小法師はどんなに転

がっても起き上がることから縁起物として大切にされています。今回ご紹介するうま

いものは、その起き上がり小法師をイメージしたお菓子「ささ姫」です。 
 
 ささ姫はお団子を小法師のように細工をして笹の葉でくるんであります。 「お客

様が笹の葉を外したときに小法師の表情を見て笑顔になってほしい」という想いで

小法師の顔は職人さんが丹精込めて１つ１つ筆で描いています。お団子にはたっぷり
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のあっさりした風味のあんこが入っています。また、笹の葉の香りがとても爽やかで

す。「ささ姫」は冷凍で販売されていますので、自然解凍をしてお楽しみください。 
 

 
起き上がり小法師と並べてみました（写真左） 
商品のパッケージです(写真右） 
 

 
お団子に顔を描いて、笹の葉で丁寧に包みます。 
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 ささ姫の他にも、「かりんとう饅頭」を販

売しています。このかりんとう饅頭は歯が立

たない硬さが売りで、地元の道の駅などでと

ても人気があります。ささ姫と合わせてお楽

しみください。 
 
・ささ姫本舗 桜島商店  
 商品は「道の駅ばんだい」、「インターネ

ット通販」、「桜島商店店頭」でお求め頂け

ます。  
 
 

インターネット通販 ⇒ http://www.anco.co.jp/SHOP/g33940/list.html 
 
ささ姫（５個入り） １,０５０円 
かりんとう饅頭（６個入り） ７５０円   
 
 住所 福島県会津若松市館馬町７－１３ 
 お問い合わせ先 ＴＥＬ：0242-27-4111 
 ※道の駅ばんだいは、ＪＲ磐越西線磐梯町駅より車で５分です。 
 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●まるで美術館、ＡＩＺＵマウントエクスプレスでアートを楽しもう！ 
 
 会津・日光直通の AIZUマウントエクスプレス車内と会津田島駅構内にアートギ

ャラリートレインと題して絵画や書を展示しています。平成２５年５月１日（水）

～平成２５年６月１５日（土）の期間、会津美里町美術協会会員様の作品を展示

しています。車窓に流れる風景と一緒に美術作品をお楽しみください。 

 
 菜の花と AIZUマウントエクスプレス（平成２４年５月 撮影） 
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 展示期間 
  平成２５年５月１日（水）～ 
     平成２５年６月１５日（土） 
 
 展示場所 
  AIZUマウントエクプレス車内 
   （会津・日光直通運転列車） 
  会津田島駅構内  

 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=838 

・運転時刻  

  

快速ＡＩＺＵマウントエクスプレス運転時刻表 

  会津若松発 東武日光着

  東武日光行き ８：００ １１：０１

  東武日光発 会津若松着

会津若松行き １１：３７ １４：１０

・お問い合わせ 

 会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 



5 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３)イベント情報 
 
●会津鉄道に乗って尾瀬に行こう！ 
～5/25（土） 、7/20（土）、10/12（土）出発 会津線「駅からハイキング」～ 
  

 会津鉄道を利用して気軽に尾瀬に行き

ませんか。四季折々の花や自然を楽しもう。 
  
・出発日 
  平成 25年 5月 25日（土）  
  平成 25年 7月 20日（土）  
  平成 25年 10月 12日（土）  
・集合・受付場所 
  会津鉄道 西若松駅 2F 
  午前 6時 45分集合 
  ※途中駅からも参加頂けます  
・旅行代金 （西若松駅発着）  
  大人 ４,８００円 
  小人 ４,３００円 
・募集人員 
  25名（最少催行人員１８名）  
 
・その他 
 係員が同行します。 

 昼食は自由昼食です。 
 温泉施設の入浴料は含まれません。  
 
・行程  
 西若松駅発 7:06 === 列車 === 会津高原尾瀬口駅  --- バス --- 
 沼山峠 +++ 徒歩 +++ 尾瀬沼（往復約５キロのハイキング） +++ 
 沼山峠 --- バス --- きらら２８９（温泉入浴・休憩）  --- バス --- 
 会津田島駅 === 列車 === 西若松駅着 18:41 
 
・お申込み、お問い合わせ 会津鉄道旅行センター（８：３０～１７：００ 土日

祝休み） 
 Tel.0242-36-6162 
  ※お申込みの際、住所・氏名・年齢・連絡先をお伝え下さい。 
 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=769 
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●会津鉄道割引きっぷで「100万年ウォーク」に参加しよう！ 
 
 福島県下郷町で 6月 2日（日）100万年

ウォークが開催されます。 
 
 会津鉄道では、このイベント当日限定で、

100 万年ウォーク割引きっぷを発売します。 
 
・割引発売日 平成 25年 6月 2日（日） 
  ※会津鉄道有人駅では、１週間前から 
    前売り発売いたします。  
 
・割引区間 会津鉄道線内 
 （西若松～会津高原尾瀬口間）  
 
・発売箇所 会津鉄道有人駅 
 （西若松、芦ノ牧温泉、湯野上温泉、 
  会津下郷、会津田島、 
  会津高原尾瀬口計 6駅）及び車内  
 

・割引内容 
  会津鉄道割引区間において「100万年ウォーク」チラシを提示することで 
  大人普通運賃（片道又は往復）を 30％割引いたします。 
    （小人は対象外です） 
  ※湯野上温泉駅が乗降駅の場合に限ります。 
  ※100万年ウォーク参加者の方に限ります。 
  ※会津鉄道ホームページよりプリントアウトしたチラシも可です。  
   ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=846 
 
・割引乗車券の問い合わせ  
  会津鉄道株式会社  Tel.0242-28-5886  
 
１００万年ウォークに関してはこちらをご覧ください。 
  ⇒ http://shimogo-sk.or.jp/ 
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●新緑の丘に咲く 30万本の可憐なヒメサユリ 
『第 30回ひめさゆり祭り』 
 期間／平成 25年 6月 1日（土）～6月 20日（木） 
場所／喜多方市熱塩加納町・ひめさゆりの丘 

 
 若葉が芽吹く緩やかな丘に、やさしい薄紅色のヒ

メサユリが花開く頃。喜多方市熱塩加納町では約

30万本が自生する「ひめさゆりの丘」をメイン会

場に、「ひめさゆり祭り」が開催されます。期間中

は鑑賞会や写真コンテスト、ステージイベントも予

定。初夏の風にゆれる可憐なヒメサユリを眺めなが

ら、のんびり散策するくつろぎの時間をお楽しみく

ださい。 
 
お問い合わせ先／ 
熱塩加納総合支所産業課 
 TEL0241-36-2115 
 
 

 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題  
●「八重たん硬券乗車券」の通信販売を開始しました! 
 会津鉄道では、平成２５年４月 1日（月）から発売しております、「八重たん

硬券乗車券」を平成２５年５月１３日（月）より４駅セットで、通信販売を開始

しました。 
 硬券乗車券は、新島八重のマスコットキャラクター「八重たん」をあしらった

D型乗車券４枚と 通信販売限定の特製台紙を１セットにしたものです。 
詳しくは会津鉄道ホームページの記事をご覧ください。 
 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=910 
 

 
 
・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 
 Tel.0242-28-5886 
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●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。５～６月は毎週土、

日の運転が中心なっています。また、お客様のご要望に合わせて貸切運転も可能

ですので是非ご利用ください。 
 詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
 

 
 トロッコ車両では、トンネルに入るとねこのばす駅長の足跡が浮かび上がる！ 
 
・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 
 Tel.0242-28-5886 
 

 
 
●列車で世界遺産日光へ行こう。「会津・日光フリーきっぷ」好評発売中！ 
 [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 
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●【首都圏発着 お得なフリー切符で会津へ行こう】 
 ・お座トロ展望列車の乗って新緑の大川渓谷を旅しませんか。 
  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://tabi.tobu.co.jp/ticket/honsen/c01_d.html 
  JR東日本で発売中の「週末パス」は会津鉄道も乗車可能です。 
    会津鉄道西若松駅～会津田島駅間がフリー乗降区間になっています。 
    [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 
 
●【会津地区発着 スカイツリーを見上げながらまち歩きを楽しもう！】 
 ・東京スカイツリーからの眺望を楽しんだら、周辺のまち歩きをしてみません

か。 
江戸の風情が残る向島や相撲の聖地両国など見どころいっぱいです。 
浅草往復列車たびきっぷを使って、是非お出かけください。 
 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=46 
 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。 
 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=133 
  ※まち歩きモデルコースは、「すみだ観光でまち歩き」をご覧ください。 
   ⇒ http://machibiraki.jp/tour 
  ※毎日出発、東京スカイツリー発まち歩きガイドツアーは、 
   「産業観光プラザ すみだ まち処」をご覧ください。 
   ⇒ http://www.machidokoro.com/machiaruki.html 
  
●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 
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●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４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 
 
 ・４月の問題と解答 
  第１問．大河ドラマのオープニングに出てくる桜の木の名前は？ 
   a．滝桜 b．薄墨桜 c．石部桜 正解は c．石部桜  
  第２問．大河ドラマで西郷頼母を演じている西田敏行の出身地は？ 
   a．会津若松市 b．郡山市 c．いわき市 正解は b．郡山市 
   
  ・お問い合わせ 
   会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 
 
 
●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 
 
 
～「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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●城下まち歩きで楽しむ 500円スイーツ＆カフェ! 
  開催期間／25年 4月 1日（月）～9月 30日（月） 
  
昭和レトロな店構えが並ぶ七日町通りや

鶴ヶ城周辺の散策に、美味しいスイーツの

お楽しみはいかがですか？ 
16の参加店舗がおすすめする和菓子やケ

ーキなどをお得に楽しめるスタンプイベ

ント「まち歩きスイーツ」では、 期間中

ワンコイン（500円）で各店自慢のオリジ

ナルスイーツを味わえます。 また、専用

台紙に２個スタンプを集めると、東山温泉

と芦ノ牧温泉の参加宿泊施設で日帰り入浴も５００円に！ 
 温泉宿の宿泊券などすてきな景品が当たる、お楽しみ抽選も行われます。城下

町の風景を見て味わうスイーツ巡りをお楽しみ下さい。 
 
  お問い合わせ先／ 
      会津若松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 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
●比良林のサラサドウダン［只見町］ 
  
約４mの根周りから数本の太幹を伸ばすサ

ラサドウダンの大木。東西南北に約 10mにわ

たって広がる枝は瑞々しい勢いに溢れ、花付

きはその年によって異なるが、当たり年には

樹木全体が淡い紅色で彩られるほど。毎年５

月下旬から６月にかけ、愛らしい小さな釣り

鐘状の花を咲かせている。  
樹齢は一千年とも言われている古木で、地元

では治承４年（1180）宇治川の戦で敗れた高

倉宮以仁王が、越後へと向かう道中に当地を

通り、愛でたという伝説がいい伝えられている。年に数回、大倉区住民による剪

定や草刈りも行われ、世代を越えて大切に守られている地域のシンボル。 
 
【樹木データ】 
・所在地…只見町大字大倉字余名沢山（比良林公園内） 
・福島県指定天然記念物、福島県緑の文化財登録 417号 
・交通…JR只見線・只見駅から車で 15分 
 
お問い合わせ先／只見町観光まちづくり協会 TEL0241-82-5250  
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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。 
 
●山菜汁 
 
［材 料］ 
油揚げ…1枚 
ニシン…2本 
ワラビ、竹の子、ウド、ウルイ 
などの山菜…適宜 
みそ…適宜 
 
 

 
［作り方］ 
1)山菜は各々に下ごしらえする。 
・ワラビ：容器に並べて木灰をまんべんなく振り入れ、全部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。水洗いし、4～5cmの長 
     さに切る。 
・竹の子：皮をむき、茹でる。1cm位の斜め切りにする。 
・ウド ：皮をむき水につけあく抜きし、1cm位の斜め切りにする。 
・ウルイ：固ゆでし、4～5cmの長さに切る。 
2)油揚げは油抜きし、短冊切りにする。 
3)ニシンは 1cm中位に切る。 
4)なべに湯を沸かし、山菜、油揚げ、ニシンを入れ煮立ったらみそで味付ける。

好みで七味を添える。 
 
［ワンポイント］ 
山菜はあく抜きを丁寧にするのが美味しさのポイント。和食だけでなく、洋食や

中華メニューに使ってもおいしく味わえます。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
  ゴールデンウィークはお天気にも恵まれ、会津鉄道沿線にも多くのお客さま

においで頂きありがとうございました。 
 これからは新緑がどんどん色濃くなる季節になってきます。里山をわたる爽や

かな風を感じながら会津鉄道でのんびりゆったりの旅をお楽しみください。 
 


