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 会津あかべぇ通信 Vol.115  
2013年7月15日発行 

 
  真夏の眩しい日射しの下、会津盆地に広がる畑では夏野菜がすくすくと実っています。道

の駅や直売所には新鮮野菜や物産品も勢ぞろい。立ち寄りスポットで、地域ならではの味をぜ

ひ味わってみませんか？ 
 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。 

   
   

c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）会津１７市町村うまいものリレー 
  ●磐梯町産そば粉使用 そばソフト／道の駅 ばんだい[磐梯町］ 
２）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●お得な切符を使って祭りに出かけよう！ 
   ・第８回下郷ふるさと祭り［下郷町］ 
   ・会津田島祇園祭［南会津町］ 
３）イベント情報 
  ●真夏のゲレンデで雪遊び！ひんやり涼しい２日間［檜枝岐村］ 
  ●会津各地の真夏のイベントをご案内！ 
  ●会津鉄道主催イベントのご案内 
４）知っ得！話題 
  ●会津１７市町村うまいものリレー列車運行 
  ●お座トロ展望列車運行情報 
  ●奥会津９地域の謎を探る、探検型謎解きゲーム開催 ! 
  ●会津鉄道からお得な切符のご案内 
  ●「八重たんクイズ」６月の正解発表！ 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ●大久保の念仏杉［西会津町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●えご 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１)会津１７市町村うまいものリレー  
 from 磐梯町産そば粉使用 そばソフト／道の駅 ばんだい[磐梯町］ 

 

 
【そば通も大満足！？香り立つソフトクリーム】 
 
 暑い日は老若男女問わず冷たいものを食べたくなりますね。今回ご紹介するうまいものは、

磐梯町産のそば粉を使った「そばソフト」です。 
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 磐梯町はその名の通り、会津の名峰”磐梯山”の麓に位置

する町です。会津盆地よりも標高が高い場所にあるため、

古くからそばの生産が盛んに行われています。 
 そばソフトには毎日使う分だけを煎って香ばしく仕上げ

たそば粉がたっぷりとブレンドされています。 
 そば通でも納得できる位、香りが良いソフトクリームに

仕上がっていますのでお近くへお越しの際はお試しくださ

い。 
  
 
 他にも「道の駅 ばんだい」では磐梯町の地場産品や会津銘菓を取り扱っていますのでご利

用ください。  
 

 

 

磐梯山を望みながらソフトを食べる！ 黒い粒が一つ一つがそば粉なんです！ 
 
 道の駅ばんだいの近くには「史跡 慧日寺（えにちじ）跡」があります。慧日寺は平安時代

の初めに徳一によって開かれました。奥州の仏教文化の中心としての栄華を極めましたが、幾

多の戦乱や火災に見舞われ当時の姿を残すものがありませんでした。戦後になり一帯の発掘調

査が行われ、平成２０年には中門と金堂が復元されました。併設の磐梯山慧日寺資料館では発

掘調査の様子などが展示されています。  
  

  

復元された金堂。建立当時の建築技法で再

現されています。 

薬師本尊は約６メートルあったと伝えら

れています。明治期の大火で頭部を残し焼

失しました。 
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・道の駅 ばんだい 

  住 所 
耶麻郡磐梯町大字磐梯字 
十王堂 38番地 

 

  ＴＥＬ ０２４２－７４－１０９１ 

  営業時間 
９：３０～１７：００ 
   （軽食コーナ-） 

  定休日 年中無休 

  
交通 ＪＲ磐越西線磐梯町駅下車 

車で５分 

      

  
※会津鉄道をご利用の場合、会津若松駅でＪＲ 磐越西線郡山方面に乗り換えくださ

い。 

 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
２)会津鉄道からおすすめ情報 
●お得な切符を使って祭りに出かけよう！ 
・下郷町が祭りの熱気に包まれる２日間  ～第８回下郷ふるさと祭り～ 

 
   
 
 
 

 
 
 
 

 平成２５年７月２７日（土）、２８日（日）の２日間、下郷町ふるさと公園を舞台に「第８

回下郷ふるさと祭り」が開催されます。郷土芸能や郷土料理の大屋台村などイベント盛りだく

さんの内容になっています。また、「第１２回ＹＯＳＡＫＯＩソーランジュニア東日本大会」

も併せて開催されます。迫力と感動いっぱいのＹＯＳＡＫＯＩをお楽しみください。 
 
  祭りについてのお問い合わせ先 
   下郷町商工会 ＴＥＬ ０２４１－６７－３１３５  
 [情報はこちら！] http://shimogo-sk.or.jp/ 
 
 会津鉄道では、「下郷ふるさと祭り」に合わせて割引切符を販売いたします。 
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・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。 
 
  ・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 
     南会津町観光物産協会 
      TEL 0241-62-3000 
     [会津田島祇園祭はこちら！] http://www.kanko-aizu.com/ 
 
 
 会津鉄道では、「会津田島祇園祭」に合わせて割引切符を販売いたします。 
また、臨時列車の運転もございます。詳しくはこちらをご覧ください。  
 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=912 
 
・「下郷ふるさと祭り」、「会津田島祇園祭」の割引切符について 
 お問い合わせ先 
  会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３）イベント情報 
●真夏のゲレンデで雪遊び！ひんやり涼しい２日間 
  『第 21回真夏の雪まつり』 
  期間／平成 25年 8月 3日（土）～8月 4日（日） 
  場所／尾瀬檜枝岐温泉スキー場（檜枝岐村） 
 
 会津有数の豪雪地帯、檜枝岐村の夏を楽しむアウトドアイベント『真夏の雪まつり』  
では、緑の木々に囲まれた真夏の尾瀬檜枝岐温泉スキー場に、白銀のゲレンデが出現！ 
 冬に降り積もった天然雪を集め、特殊なシートで覆い保存し

た雪を敷き詰めた会場は、青空の下で楽しめるひんやり涼しい

贅沢空間。そり滑りはもちろん、「雪上スイカ割り」や「雪上

宝ひろい」ほか、地元の美味を堪能できるビアガーデンなど、

大人も子供も遊べるイベントが盛りだくさんの２日間です。 
 
お問い合わせ先／尾瀬檜枝岐温泉観光協会  
TEL0241-75-2432 
[情報はこちら！] http://www.oze-info.jp/ 
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●「会津本郷焼」の掘り出し物を見つけよう！！ 
  ・本郷せと市 
   福島県会津美里町 本郷地区 
   平成２５年８月４日（日） 
   問い合わせ先 
    会津美里町観光協会 0242-56-4882 
   [情報はこちら！] http://misatono.jp/ 
 
●奥会津の自然に親しもう！ 
  ・只見町 水の郷まつり 
   福島県只見町 
   平成２５年７月２７日（土）～平成２５年７月２８日（日） 
   ※花火は７月２７日（土）に開催します。 
   問い合わせ先 
    只見町商工会 0241-82-2380 
   [情報はこちら！] http://www.tadami.gr.jp/kankou/kankoutop.html 
 
  ・沼沢湖水まつり 
   福島県金山町 沼沢湖湖畔 
   平成２５年８月３日（土）～８月４日（日） 
   問い合わせ先 
    金山町商工会 0241-54-2311 
   [情報はこちら！] http://www.ht-net21.ne.jp/~kanesho/ 
 
●会津鉄道主催イベントのご案内 
  ・レアな鉄道グッズがあるかも！？ 
   会津鉄道ジャンク市 
   会津田島駅構内 丹道街道踏切脇資材置き場 
   平成２５年８月３日（土） 11時～15時 
   [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=549 
 
  ・会津の歴史スポットを自転車で廻ろう！ 
   幕末・明治期に活躍した会津の女性たちの史跡を訪ねるサイクリング 
   平成２５年８月１０日（土） ※事前にお申し込みください。 
   [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=911 
 
  ・足湯で LIVEを楽しもう！ 
   湯野上温泉足湯夏祭り 
   湯野上温泉駅 足湯「親子地蔵の湯」前 
   平成２５年８月９日（金）～８月１１（日） 10時～15時 30分 
   [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=913 
 
  お問い合わせ、お申込み先 
  会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
４)知っ得！話題 
●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」 

 平成 25年 8月 2日(金)～8月 8日(木) 磐梯町 当日のお楽しみ 

※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 
 
●お座トロ展望列車運行情報 
 会津鉄道の観光列車「お座トロ展望列車」のご案内です。 
 夏の暑い日にトロッコ車両を流れる大川渓谷の風はとても爽快です。また、６月２９日より

「トンネルシアター」の上映を開始しました。 
 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。 
 お座トロ展望列車は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。 
 運行日、時刻はこちらをご覧ください。  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 

  

お座トロ展望列車は３ヶ所の鉄橋上で停車します。 
 1)芦ノ牧温泉南駅～湯野上温泉駅間の深沢橋りょう 
 2)芦ノ牧温泉南駅～湯野上温泉駅間の第３大川橋りょう 
 3)湯野上温泉駅～塔のへつり駅間の第５大川橋りょう 
 （写真は第３大川橋りょう（左）とトンネルシアターの映像（右）） 

・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
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●奥会津９地域の謎を探る、探検型謎解きゲーム開催 ! 
 
 奥会津９地域［柳津町、三島町、金山町、昭和村、只見町、南会津

町南郷、南会津町伊南、南会津町舘岩、檜枝岐村］では、６月１日か

ら１０月３１日までの期間中、地図をヒントに隠された謎を解き明か

す探検型謎解きトラベル『奥会津列伝Ⅱ』を開催！舞台となる地域を

訪ね、歴史や文化の謎を解いてスタンプとアイテムカードを集めると、

抽選で奥会津ペア宿泊券やニンテンドー３ＤＳなどが当ります。謎を

解いた地域の数が多いほど賞品獲得のチャンスも UP! 
 夏休みの思い出づくりに、ご家族や友人と一緒に奥会津を巡る謎解

きトラベルにチャレンジしてみませんか？ 
 
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/ 
 

 
 
●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。 
 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=133 
  東京往復は「浅草往復列車たびきっぷ」がお得です。 
 ⇒ 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 
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●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 
 
●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 
 
●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６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 
 
 ・６月の問題と解答 
  第１問．戊辰戦争を戦った会津藩の少年部隊の名前は？ 
   a．少年隊 b．玄武隊 c．白虎隊 正解は c．白虎隊  
  第２問．八重が使用していたスペンサー銃はどこの国のものか？ 
   a．フランス b．アメリカ c．イギリス 正解は b．アメリカ 
   
 ・お問い合わせ 
    会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 
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●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 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
 ●大久保の念仏杉［西会津町］ 
 【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】 
 
西会津町の市街地をはしる国道 49号から県道 339号へ曲がり約

４km。大山祗神社へと向かう道の路傍に枝を広げる杉の大木。樹

齢は約 450年。「野沢の念仏杉」とも呼ばれ、会津一円を襲った

慶長 16年（1611）の大地震で崩壊した八勝山光照寺の参道に植

えられていた杉並木の一本と伝えられている。古くは大久保街道

と呼ばれ、この念仏杉付近からは、荷物を運ぶ人馬が行き来する

には急峻な坂道が続く難所であったとか。  
 堂々とした大杉の側には、馬頭観音の石碑が建てられており、

通る人々が木陰でひと休みしながら念仏を唱えたところから、

「念仏杉」の名が付けられたと言われている。 
 
【樹木データ】 
・所在地…西会津町野沢字地蔵ヘツリ甲 78-4 
・町指定天然記念物、福島県緑の文化財指定 
・交通…JR磐越西線・野沢駅から車で 10分 
 
お問い合わせ先／西会津町公民館 TEL0241-45-3244 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５)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。 
 
●えご 
 
［材 料］（小バット 1枚分程度） 
えご…100g 
水…適宜 
 
［作り方］ 
1)えごはゴミをよく取り、水洗いして 1～2時間水に

浸けておく。 
12）鍋に水気を切ったえごと、ひたひたになるくらいの水を入れ、弱火でゆっくりと煮詰める。 
3）バットに流し込みあら熱をとってから冷蔵庫で冷やす。 
4）固まったらバットからとり出し、一口大に切り盛りつける。 
 
［ワンポイント］ 
 「えご」は「えご草」「いご」とも呼ばれ、新潟県などで食されている食物繊維が豊富な海

藻です。山国の会津には、阿賀川や街道を通って運ばれた貴重な海産物の一つ。タレは酢醤油

や三杯酢、からしやわさび醤油などお好みで。ドレッシング・生野菜とあわせてサラダ風にし

ても、夏の食卓にぴったりです。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 ７月に入ると、会津の各地でもアウトドアレジャーが本番を向かえます。山や川・湖・湿原

など魅力一杯のステージで、豊かな自然の不思議や地元ならではの味を満喫してみませんか？

楽しい＆美味しい夏の会津にぜひお越し下さい。 
 


