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真夏の陽光に山の緑も深まる頃、会津地域では盆踊りのお囃子に心躍らせる夜祭りや、地域
の味覚満載の夏イベントが目白押し！
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
●米粉のシフォンケーキ /会津ゆがわの里[湯川村］
２）会津鉄道からおすすめ情報
●足湯に入ってＬＩＶＥを楽しもう！ ～湯野上温泉足湯夏祭り～
３）イベント情報
●会津の夜空を彩る花火大会や会津鉄道主催イベントのご案内！
●夏の夜に響く平安仏教へのいざない
４）知っ得！話題
●会津１７市町村うまいものリレー列車運行
●スタンプラリーに参加してお得な会津旅を！
●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
●えごまおからかりんとう［金山町］
６）会津の郷土料理
●ぬた餅
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
１)会津１７市町村うまいものリレー
From 米粉のシフォンケーキ /会津ゆがわの里[湯川村］

【販売開始から４年、口コミで人気のシフォンケーキ】
巷で流行しているスイーツに「シフォンケーキ」があります。今回ご紹介するのは湯川村の
「米粉のシフォンケーキ」です。
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材料には会津有数の米どころ湯川村産の「こしひかり」１００％の米粉、奥会津金山町産の
大粒のえごまを使っています。
このケーキを焼いているのは、湯川村の農産物生産者７名で活動している「あじさいの手」
の皆さんです。お母さんたちが時間をかけて丁寧に卵白を泡立ててメレンゲを作り、卵黄と米
粉、砂糖などを混ぜ型に流し込みオーブンで焼き上げます。添加物など一切使っていないので
日持ちが短く、数量も作れないためほとんどが予約販売になっています。

「あじさいの手」では、他にもさまざまな地元の農産物加工品も手作りで作っています。湯
川村の「会津ゆがわの里」を中心に販売されています。会津へおいでの際には是非訪れてくだ
さい。
・会津ゆがわの里 ホームページはこちらからどうぞ http://www.yugawanosato.com/
住 所：福島県河沼郡湯川村大字勝常字堂後 830
TEL：0242‑74‑1091
営業時間
月曜日～金曜日 8:30～17:00
※土曜日・日曜日・祝祭日は 9:00～16:00 まで。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
２)会津鉄道からおすすめ情報
●足湯に入ってＬＩＶＥを楽しもう！
～湯野上温泉足湯夏祭り～
昨年１０月のオープン以来、多くのお客様に好評をいただいて
いる湯野上温泉駅の足湯「親子地蔵の湯」で平成２５年８月９日
（金）～１１日（日）まで「湯野上温泉足湯夏祭り」を開催しま
す。
期間中はミニコンサートや焼き鳥、生ビールの販売などを行い
ます。
ぜひ、湯野上温泉駅の足湯「親子地蔵の湯」へおいでください。
・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=913
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
３）イベント情報
●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
問い合わせ先
会津鉄道株式会社 Tel.0242‑28‑5886
●会津の夜空を彩る花火大会
・只見川の川面に映る大輪の花火
霊（みたま）まつり流灯花火大会
福島県柳津町
平成２５年８月１０日（土）
[情報はこちら！] http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/t̲sosiki̲kanko.php
問い合わせ先
柳津町観光協会 TEL0241‑42‑2346
・磐梯山をバックに花火を見よう！
いなわしろ花火大会
福島県猪苗代町
平成２５年８月１３日（火）
[情報はこちら！] http://www.bandaisan.or.jp/
問い合わせ先
猪苗代観光協会 TEL0242‑62‑2048
●会津若松市の２大温泉地の夏祭り
東山温泉お湯かけまつり
福島県会津若松市東山温泉
平成２５年８月１０日（土） １８：３０～
[情報はこちら！] http://aizu‑higashiyama.com/
問い合わせ先
東山温泉観光協会 TEL0242‑27‑7051
芦ノ牧温泉盆踊り
福島県会津若松市芦ノ牧温泉
平成２５年８月１３日（火）～８月１５（木）
[情報はこちら！] http://www.aizukanko.com/event/602/
問い合わせ先
芦ノ牧温泉観光協会 TEL0242‑92‑2336
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●蔵の街の博覧会
きたかた喜楽里博
平成２５年８月２４日（土）～１１月１６日（土）
福島県喜多方市
[情報はこちら！] http://www.oze‑info.jp/eventguide/
問い合わせ先
きたかた喜楽里博実行委員会事務局
TEL0241‑24‑5200
●２７０年の歴史を持つ檜枝岐歌舞伎
鎮守神祭礼奉納歌舞伎
平成２５年８月１８日（日）
福島県檜枝岐村
[情報はこちら！] http://www.kitakata‑kanko.jp/event/detail.php?id=176
問い合わせ先
尾瀬檜枝岐温泉観光協会
TEL0241‑75‑2432

●夏の夜に響く平安仏教へのいざない
『ともし火と仏教声楽の夕べ』
開催日／平成 25 年 8 月 25 日（日）午後６時～
【雨天決行】
会場／史跡慧日寺跡 金堂前石敷き広場［磐梯町］
会津に仏教文化を広めた平安時代の高僧・徳一ゆかりの慧日寺
跡で、「新義真言聲明・三宝会」の上演による仏教声楽のイベン
トが開催されます。燈明の灯りに浮かぶ幽玄な空間に祈りの響き
が広がる、夏の一夜をお楽しみください。
◎観覧料／一般・大学生 500 円 高校生 400 円
小・中学生 300 円
お問い合わせ先／
磐梯山慧日寺資料館 TEL0242‑73‑3000
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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を行っております。
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 8 月 2 日(金)～8 月 8 日(木) 磐梯町

オレンジパウンドケーキ

平成 25 年 8 月 9 日(金)～8 月 15 日(木) 猪苗代町

火の山饅頭

平成 25 年 8 月 16 日(金)～8 月 22 日(木) 西会津町

当日のお楽しみ

平成 25 年 8 月 23 日(金)～8 月 29 日(木) 会津美里町

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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●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
●会津鉄道を使ってお得に東京へ行こう。「浅草往復列車たびきっぷ」好評発売中！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=88
●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/c01̲d.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?txt̲keyword=%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

●【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。
大好評！！東京スカイツリー旅行商品ラインナップ。
⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=133
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●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

●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
●スタンプラリーに参加してお得な会津旅を！
自然の遊びを満喫できる奥会津エリアや、味＆歴史探訪を楽
しめる北部・中央エリアなど、様々な特色をもつ会津地域。
今年、旅のお供におすすめなのが、割引特典やプレゼント満載
の「会津ワクワクめぐり旅」ガイドブックです。期間中、楽し
くて便利な会津各地の「道の駅・まちの駅・旅の駅」を巡って
スタンプを集めると、先着 600 名に八重たんストラップをプレ
ゼント！
さらに抽選で 42 名に会津の特産品が当ります。観光やお買い
物、お食事タイムをちょっぴりお得にしてくれる小冊子を手に、
魅力一杯の会津をぐるっと巡るスタンプラリーにチャレンジし
てみませんか？

◇主な配布場所…会津地域内の道の駅・まちの駅・旅の駅ほか
『会津ワクワクめぐり旅スタンプラリー』
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◎スタンプラリー期間：平成 26 年 2 月 28 日（金）まで
お問い合わせ先／
極上の会津プロジェクト協議会 TEL0242‑39‑1251
[情報はこちら！] http://www.aizu‑furusato.com/gokujo/
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
５）会津のいいモノ★セレクション
●えごまおからかりんとう［金山町］
金山町の豊かな自然の中で、 奥会津エゴマの会 に所属する農家
の皆さんが丹誠込めて栽培収穫したエゴマから厳選された良質な黒
エゴマと、女性に嬉しい大豆の食物繊維たっぷりのおからを使った
「えごまおからかりんとう」。あっさり控えめな甘さにエゴマの風味
が香ばしい人気の一品です。
お問い合わせ先／
奥会津金山エゴマの会 TEL0241‑54‑2698
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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！】
●ぬた餅
［材 料］（10 個分）
餅…1kg
枝豆…500g
砂糖…130g
塩…少々

［作り方］
1)枝豆を茹で、さやから豆をはじき甘皮をとる。
2)豆をすり鉢に入れよくつぶす。
3)砂糖、塩を加えて調味し、ちぎった餅にからめる。
［ワンポイント］
餅は搗きたてが一番ですが、用意が難しい場合は、市販の切り餅を熱湯に入れて柔らかくし
たものでも OK です。砂糖の量や豆のつぶし加減などもお好みで。豆は日持ちしないので、一度
で食べきれる量をつくるのがコツです。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
［編集後記］
会津鉄道の車窓から眺める山や渓谷も、鮮やかな緑で彩られるこの時期。湖水浴やキャンプ、
トレッキングなど会津には自然を満喫できるアウトドアスポットがたくさんあります。夏休み
の思い出づくりにぜひご家族で足を運んでみませんか？
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