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 会津あかべぇ通信 Vol.114  
2013年6月30日発行 

 さわやかな風が頬に心地いい季節となりました。山々の緑もあざやかな会津では、各地で自

然に親しむイベントや、伝統芸能の祭りが開催され多くの人で賑わいます。地域が一体となっ

て盛り上がる特別な一日をぜひ体感してみませんか？ 
 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の

で、どうぞお見逃しなく！ 
   

c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）会津１７市町村うまいものリレー 
  ●尾瀬の水ゼリー「水さやか」／Natural Foods 尾瀬檜枝岐[檜枝岐村］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●勇壮・艶（あで）やか、２つの行列を見よう！ ～会津田島祇園祭情報～ 
３）イベント情報 
  ●会津若松市まちなかライトアップや７月後半の花火大会などのご案内！ 
  ●エンターテイメント集団が全国から喜多方に大集合！ 
４）知っ得！話題 
  ●世界初かも？「お座トロ展望列車」にトンネルシアター登場！ 
  ●会津１７市町村うまいものリレー列車運行 
  ●奥会津９エリアで味比べの旨麺巡り！ 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ●金山どら焼き（赤かぼちゃ）［金山町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●しそ巻き揚げ 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
 from 「水さやか」／Natural Foods 尾瀬檜枝岐[檜枝岐村］ 
   

 

 
【尾瀬の自然をデザートにしました】 
 みなさんは水ゼリーなるものをご存知でしょうか？ 
ここ数年、新デザートとして注目を浴びています。原料は水、

ゼラチンなのでとても低カロリーです。暑い日にはキンキン

に冷やして食べると、とってもサッパリと頂ける上、体に大

切な水分補給ができる優れた食品です。 
 
 この「水さやか」は、「尾瀬の自然水」のゼリーと「尾瀬・

檜枝岐村のはちみつ」で構成されています。ゼリー本体には

味がついていないので冷やして食べれば、まるで尾瀬の涼し

げな風が体の中を吹き抜けるような爽快感を感じます。添付のはちみつと一緒食べれば、雄大

な自然のエネルギーで全身が満たされていく気持ちになれます。 
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 蜂蜜の他に、黒蜜ソースが添付された商品もあります。こちらは黒糖のコクと甘さを楽しむ

ことができます。きな粉をトッピングして”くずきり風”で頂くのもいいかもしれません。 
 「水さやか」は檜枝岐の豊かな自然が育んだ天然素材同士をうまくマッチングさせて作られ

たデザートになっています。暑い夏のおやつなどに是非お試しください。 
   

  

添付の蜂蜜をかけて頂きます。 この透明感、伝わるでしょうか！？ 

  

こちらは黒蜜味。コクのある黒蜜がゼリーの爽やかさを強調する。 

 
・Natural Foods 尾瀬檜枝岐 

 

水ぜりー「水さやか」  （３個入り） 700円 

水ぜりー「水さやか」  （６個入り） 1,400円 

檜枝岐村内各土産物店でお求めいただけます。 

住所：南会津郡檜枝岐村字下ノ原９４８－２ 

TEL：0241-75-2355 

檜枝岐村へは会津鉄道会津高原尾瀬口からバスで７０分。 

 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●勇壮・艶（あで）やか、２つの行列を見よう！ 
  ～会津田島祇園祭情報～ 
 
 ８００年以上の歴史を持つ会津田島祇園祭が７月２２日

（月）～２４日（水）に開催されます。 
 
 祇園祭の見どころは、２２・２３日の両日夕方から行われ

る勇壮な「大屋台運行」と２３日の朝の「七行器（ななほか

い）行列」と呼ばれる花嫁行列です。 
 京都市八坂神社の祇園祭、博多祇園山笠と並び 日本三大

祇園祭に数えられる「会津田島祇園祭」に是非おいでください。 



3 

  ・会津田島祇園祭については 
    下記へお問い合わせください。  
     お問い合わせ先 
     南会津町役場 商工観光課 
      TEL 0241-62-6200 
     [会津田島祇園祭はこちら！] http://www.minamiaizu.org/gion/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
３）イベント情報 
 
 ●湯野上温泉が ”祭り” の熱気に包まれる！ 
  湯野上温泉祭り 「湯祭」 
   福島県下郷町 湯野上温泉駅・湯野上温泉神社 
   平成２５年７月２０日（土）、２１日（日） 
   [情報はこちら！] http://shimogo.jp/2013/06/3234/ 
 
 ●蔵の町がレトロ空間に大変身！ 
  第９回 喜多方レトロ横丁 
   福島県喜多方市ふれあい通り商店街 
   平成２５年７月１３日（土）、１４（日） 
   [情報はこちら！] http://www.aizukitakatacci.or.jp/special/retoro 
 
 ●夜の城下町を楽しもう 
  会津若松市 まちなかライトアップ 
   福島県会津若松市 
   平成２５年７月中旬から１１月３０日まで 
   [情報はこちら！] http://www.aizukanko.com/event/98/ 
 
 ●昼はイカダ下り、夜は花火大会！ 
  二市一ヶ村日橋川「川の祭典」 
   福島県喜多方市塩川町日橋川（にっぱしがわ） 
   平成 25年 7月 28日（日） 
   [情報はこちら！] http://www.kitakata-kanko.jp/event/detail.php?id=73 
 
 ●裏磐梯に花火の華が咲く！ 
  第 43回裏磐梯火の山まつり花火大会 
   福島県耶麻郡北塩原村 裏磐梯高原檜原湖第一駐車場 
   平成 25年 7月 21日（日） 15:00～（花火大会は 19:30～） 
   [情報はこちら！] http://www.urabandai-inf.com/event/index_syosai.php?id=7 
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 ●夏山シーズン到来！ 
  第 43回会津駒ケ岳夏山開き 
   福島県南会津郡檜枝岐村 会津駒ヶ岳滝沢登山口 
   平成２５年７月６日（土） 6:00～ 
  第 12回燧ヶ岳夏山開き 
   福島県南会津郡檜枝岐村 御池登山口 
   平成２５年７月７日（日） 6:00～ 
   [情報はこちら！] http://www.oze-info.jp/eventguide/ 
 
 ●エンターテイメント集団が全国から喜多方に大集合！ 
 『喜多方発 21世紀シアター』 
   開催日／平成 25年 8月 3日（土）～6日（火）  
    午前 10時～午後 8時 
   会場／喜多方プラザほか、喜多方市内各所 
 
 蔵のまち喜多方の市内各所を舞台に、全国から集まった伝統芸能・

大道芸・演劇などのプロ集団が楽しいステージを開催！ 
 幼児向けの人形劇から、スリル感たっぷりの大道芸、魅力あふれる

ジャズライブなど約 90公演が 4日間にわたって繰り広げられる、大人

も子供も楽しめるステージアートフェスティバルです。歓声と拍手に

包まれる夏の喜多方で、プロのパフォーマンスを間近に体感できる４

日間。ご家族や友達とプログラム片手にライブ感いっぱいの舞台を巡

ってみませんか？ 
 
◎チケット／フリーパス 4000円  
                1公演券 1000円  
                回数券（5枚綴）4000円 
お問い合わせ先／喜多方発 21世紀シアター実行委員会 TEL0241-24-4611 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４)知っ得！話題 
●世界初かも？「お座トロ展望列車」にトンネルシアター登場！ 
 会津鉄道の観光列車「お座トロ展望列車」 ではトロッコ車両において、トンネルに入ったと

きに「猫駅長ばす」や森の動物たちのイラストが浮かび上がる楽しい仕掛けが好評を得ていま

す。 
 さらに今回、「長いトンネル内でもっとお客様に列車を楽しんで頂けないか？」ということ

で、新アトラクション「トンネルシアター」をトロッコ車両に完備しました。 
 トンネルシアターは、走行する列車内に搭載されたプロジェクターから様々な映像をトンネ

ル壁面に投影します。沿線風景や芦ノ牧温泉駅猫駅長ばすが走り出す動画などを用意しており

ますので、是非ご乗車になってください。 
 お座トロ展望列車の運転日はこちらをご覧ください。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。 
 
 ⇒ お座トロ展望列車 運転日 
   http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
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トンネルシアターが設置されている

トロッコ車両。 
トンネル壁面に映し出された映像

です。 

       ・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886  
 
●会津１７市町村うまいものリレー列車運行 
 ～会津１７市町村をリレー方式でご案内～ 
 
 会津鉄道では、会津・日光直通列車内で会津１７市町村の観光ＰＲを行います。  
 期間中、車内販売にてホットコーヒーをお買い求め頂くと各市町村のプチスイーツをプレゼ

ントいたします。  

 

 

運行区間 

・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 

   期    間 市町村名 プレゼントスイーツ 

 平成 25年 7月 19日(金)～7月 25日(木) 会津坂下町 ごんぼクッキー 

 平成 25年 7月 26日(金)～8月 1日(木) 檜枝岐村 水ゼリー「水さやか」 
    ※ホットコーヒー、プチスイーツは数に限りがあります。 
    ※今後も列車内にて、会津１７市町村の観光 PRを予定しています。 
   ・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886  
 
●奥会津９エリアで味比べの旨麺巡り ! 
 奥会津周遊型観光キャンペーン「奥会津アドベンチャー」では、９エリア 77カ所の“旨麺処”
で自慢の一杯を味わい『奥会津旨麺帳』にシールを集める味巡りラリーを開催！ 
 季節の地元野菜と奥会津の銘水で仕上げた［ラーメン、蕎麦、うどん、焼そば、パスタ］の

５種の旨麺を食べてシールを集め、専用台紙に貼ってアイテム引換処に提示すれば、シール５

枚は奥会津割り箸セット（先着 2300名）、シール 20枚は蕎麦猪口（先着 150名）、シール 40
枚は旨麺どんぶり（先着 80名）など、集めた枚数に応じたオリジナルグッズが貰えます。 
 また、９エリアすべてでシールを２枚以上集めた先着 30名には制覇賞として三島桐製の結び

箸セットをプレゼント！奥会津の滋味豊かな一杯を楽しみながら、

味比べをぜひ楽しんでみませんか？  
 
『奥会津アドベンチャー・奥会津旨麺王 2013』 
◎期間：平成 25年 6月 1日～平成 26年 2月 28日 
 
 お問い合わせ先／ 
  只見川電源流域振興協議会 TEL0241-48-5525  
 
 [情報はこちら！] http://www.okuaizu.net/ 
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●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 
 
●大内宿へ行くなら断然オトク！「大内宿共通割引きっぷ」大人気発売中。 
 [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95 
 
●【首都圏発着 お得なフリー切符で会津へ行こう】 
 ・夏の会津へおいでください！ 
  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://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=keyw&SearchFla
g=1&GoodsCd=1913 
  東北の鉄道を満喫しよう！「東北ローカル線パス」 
    会津鉄道全線がフリー乗降区間になっています。 
    [情報はこちら！]  
http://www.jr-sendai.com/wp-content/uploads/2013/05/touhokuro-karusenpass-.pdf 
 
●【会津地区発着 東京スカイツリーへ行こう！】 
 開業１周年を迎えて人気急上昇中の東京スカイツリーへ行きませんか。 会津鉄道では展望デ

ッキへ登れる「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」の旅行商

品を取り扱っております。この機会に東京スカイツリーへ行ってみませんか。 
  東京スカイツリー旅行商品もございます。 
  東京往復は「浅草往復列車たびきっぷ」がお得です。 
 ⇒ 東京スカイツリー旅行商品 http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=133 
 ⇒ 浅草往復列車たびきっぷ  http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=88 
 
●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 
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●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 
 
●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 
 

 
 
●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 
 

 
 
●芦ノ牧温泉駅のねこ駅長ばすのオリジナルグッズをはじめ会津鉄道グッズは 
 会津鉄道オリジナルグッズショップ「ばすのみせ」でお求めいただけます。 

   http://buschanshop.com/ 
 
●会津鉄道ブログ ネコ駅長「ばす」の日記 

   http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30 
 
●ばす駅長のかわいい動画集をご覧くださいませ。 

   http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津のいいモノ★セレクション 
●金山どら焼き（赤かぼちゃ）［金山町］ 
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】  
 

 奥会津の自然豊かな金山町で古くから栽培されてきた「赤

かぼちゃ」は、濃いオレンジ色の鮮やかな外皮と甘みが強く

ポクポクとした食感が特徴の伝統野菜。 洋菓子よりも和菓

子が好きという方なら、金山町特産のこの希少な野菜を使っ

たどら焼きはいかがですか？ 
  
金山町の銘水とハチミツを加えて仕込んだしっとり手焼き

の皮に、赤かぼちゃの餡をはさんだ手づくりの一品。奥会津

旅行のお土産としてもぴったりです。  
 

◎主な販売所 
   ・道の駅「奥会津かねやま」 
   ・ＪＲ只見線会津川口駅売店 
   お問い合わせ先／会津金山どら焼き工房 TEL0241-54-5024 
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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。 
 
●しそ巻き揚げ 

   

［材 料］（約 10コ分） 
  青しそ…30枚 
 
  小麦粉…350g 
 
  味噌…70g 
 
  砂糖…50g 
 
  水…１カップ 
 
  油（揚げ用）…適宜 

 

 
［作り方］ 
1)青しそは、水洗いし水気をふき取っておく。 
2)小麦粉、味噌、砂糖、水を混ぜて生地をつくる。耳たぶくらいの固さを目安に。 
3)青しそ 2～3枚を広げ、生地をのせて巻く。 
4)油を熱し、3)をゆっくり揚げる。 
5)竹串を刺して生地がついてこなければ出来上がり。 
 
［ワンポイント］ 
 青しその爽やかな香りと甘味噌の味わいが絶妙な、初夏のおやつです。青しそで巻く生地を

ハンバーグのタネにかえれば、ビールと相性ばつぐんのおつまみに。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 晴れやかな夏空の下、瑞々しい緑が広がる会津の山里に祭り囃子の音色が響く 
季節がやってきました。奉納祭りやお日市、夏祭りなど、大小さまざまなイベントが 
開催予定です。地域自慢の味や芸能などたのしさ満載の会津をぜひお楽しみください。 
 


