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懐かしい顔ぶれが集まる、ふるさとの夏。自然を満喫するレジャーや地元の味わいが並ぶお
祭りなど大人も子供も楽しめるイベントがいっぱいです！
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）会津鉄道からおすすめ情報
●お座トロ展望列車で「日本初！トンネルシアター」開催中
●今年もやります！ ２０１３会津鉄道臨時駅「一ノ堰六地蔵尊」開設！！
●東京スカイツリー【日付指定入場券付き】旅行商品を発売しております！
●湯野上温泉駅 「足湯＆特設ビアガーデン」
●秋の尾瀬を散策しよう！
●下郷町で「郷山ウォーク」を楽しもう！
●会津１７市町村うまいものリレー列車運行
●会津鉄道からお得な切符のご案内
●「八重たんクイズ」７月の正解発表！
２）会津１７市町村うまいものリレー
●会津地鶏の親子丼／尾瀬街道みしま宿[三島町］
３）イベント情報
●会津藩公の歴史絵巻が練り歩く秋の一大イベント！
●会津各地の８月から９月のイベントをご案内！
４）知っ得！話題
●南会津町の謎を解いて集めるスタンプラリー！
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて
●達沢の原生林［猪苗代町］
６）会津の郷土料理
●ぼた餅
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
１)会津鉄道からおすすめ情報
●お座トロ展望列車で「日本初！トンネルシアター」開催中

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。
３本の長いトンネルで「ばす」が皆さんと併走します！是非ご乗車ください。
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
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トンネルシアターは芦ノ牧温泉駅～湯野上
温泉駅間の３か所のトンネル内で楽しめま
す。
・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242‑28‑5886

●今年もやります！ ２０１３会津鉄道臨時駅「一ノ堰六地蔵尊」開設！！
たった２日限りの幻の駅が、今年も会津若松市門田町一ノ堰地
区に開設されます。
この駅は、当地区で開催される六地蔵尊の例祭、「一ノ堰盆踊
り祭り」に、多くのお客様が参加していただけますよう、地域の
皆様及び関係各位のご支援により設置されるものです。
停車する列車はこちらをご覧ください。ぜひ、会津「らしさ」
を発見できる一ノ堰をお訪ねください。
⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=222
また、今年は、硬券入場券も発売します。ぜひこの機会にお求め
ください。
・発売箇所：一ノ堰六地蔵尊臨時駅特設売り場
・発売日時：平成２５年８月２３日（金）・２４日（土）
午前１０時から午後５時まで
※通信販売は行いません。
お問い合わせ
会津鉄道株式会社 Tel.0242‑28‑5886
●東京スカイツリー【日付指定入場券付き】旅行商品を発売しております！
【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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●湯野上温泉駅 「足湯＆特設ビアガーデン」
夏の特別企画、「湯野上温泉駅 足湯＆特設ビアガーデン」を開催いたします。
ゆったりとした足湯と冷たい生ビールで夏のひとときを是非ご堪能ください。
日時 平成２５年８月２３日（金）、３０日（金）
２回実施
参加費 おとな おひとり様 ４，５００円
（小学生 ２，５００円）
生ビール、焼酎飲み放題＆おつまみ
（鮎の塩焼き、鳥の唐揚げｅｔｃ）
[詳しくはこちらご覧ください]
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=917
※事前申し込みが必要です。
お申込み、お問い合わせ
会津鉄道株式会社 Tel.0242‑28‑5886

●会津鉄道に乗って尾瀬に行こう！
～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秋の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 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
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・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。
●下郷町で「郷山ウォーク」を楽しもう！
～9/1（日）、10/13(日)の両日開催～
秋の下郷町を舞台に「郷山ウォーク」が開催されます。
第１回目は大内宿から下野街道を巡り湯野上温泉駅にゴールす
る約１０キロのコースになっています。
また、９月１日は防災の日ということで、大内宿での放水訓練
を見学することもできます。
第２回目は紅葉の名所「観音沼」を目指して松川街道を歩く約
６キロのコースです
・第１回目 平成２５年９月１日（日）
会津下野街道を歩く約１０Ｋｍ
・第２回目 平成２５年１０月１３日（日）
会津松川街道を歩く約６Ｋｍ
※郵送での事前申し込みが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ http://www.tobu.co.jp/pdf/shimogo.pdf
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 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
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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

●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
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●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７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
・７月の問題と解答
第１問．戊辰戦争で八重が戦った当時の鶴ヶ城の屋根瓦は何色だったか？
a．黒色 b．赤色 c．金色 正解は b．赤色
第２問．戊辰戦争で八重と一緒になぎなたを持って戦った女性は？
a．中野竹子 b．日向なつ c．高木時尾 正解は a．中野竹子
・お問い合わせ
会津鉄道株式会社 TEL 0242‑28‑588

●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
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
２)会津１７市町村うまいものリレー
from 会津地鶏の親子丼／尾瀬街道みしま宿[三島町］

【会津のブランド地鶏の親子丼！】
今回紹介するうまいものは、三島町の会津地鶏の親子丼です。

（写真左 親子丼セットの内容 これで７５０円！）
（写真右 半熟の卵と地鶏のハーモニーをお楽しみください）

会津地鶏の純血種は、絶滅したと思われていましたが、昭和６
２年に生息が確認されて以来、福島県養鶏試験場で研究されてき
ました。現在のブランド鶏としての生産は平成４年度から始まり
ました。肉の特徴は、一般的な鶏肉よりも赤みがあり、ジューシ
ーかつ弾力があります。
親子丼ですが、その肉と卵をふんだんに使っています。やや甘
みのある汁で肉の風味を失わないように煮て、やや生に近い状態
の卵でとじてあります。そのせいか、地鶏の肉の弾力と卵のコク
が口に入れたときに幸せな空間を作り上げています。まるで天に
も昇るようなおいしい親子丼に仕上がっています。
しかもこの親子丼、道の駅で提供しているため驚きの金額で食べることができます。是非、
道の駅みしま宿でおいでになってこの親子丼を試してみてください。
親子丼の他にも会津地鶏を使った
会津地鶏から揚げ定食（１,０００円）
会津地鶏カレー（６００円）
があります。
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（写真左 みしま宿からは雄大な只見川が眼下に広がる）
（写真右 家具職人が時間をかけて作り上げた作品の数々）
また三島町は桐の生産が盛んで、道の駅の中に、桐タンスをはじめ桐製品の展示販売スペース
がありますので、そちらも御覧下さい。
・道の駅 尾瀬街道みしま宿
住

所

福島県大沼郡三島町大字川井
字天屋原 610

ＴＥＬ

0241‑48‑5677

営業時間

１０：００～１８：００
（食堂コーナ‑）

定休日

年中無休

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
３）イベント情報
●会津藩公の歴史絵巻が練り歩く秋の一大イベント！
『会津まつり』
日時／平成 25 年 9 月 21 日（土）～23 日（月）
9 月 21 日から 23 日の 3 日間、会津若松市内 及び鶴ヶ城
を舞台に、秋の一大イベント『会津まつり』が開催され
ます。 21・22 日の夜は神明通りを会場に踊りの輪が広が
る「会津磐梯山踊り」を開催。 23 日に催される「会津藩
公行列」は、鶴ヶ城本丸を舞台に出陣式から始まり、市
内の目抜き通りをきらびやかな鎧装束や時代衣装に身を
包んだ隊列が練り歩き、殺陣や演舞も披露される一番の
見どころです。今年の行列には、大河ドラマ「八重の桜」
を記念して、新島八重と襄夫妻などゆかりの登場人物に
扮した隊列も参加。歴史ある城下町の華やかな賑わいを
ぜひお楽しみください。
お問い合わせ先／
会津若松観光物産協会 TEL0242‑24‑3000
[情報はこちら！] http://www.aizukanko.com/
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●里山の自然を歩いて楽しもう！！
・愛と絆「１００万年ウォーク」
平成２５年９月８日（日）
・「楢原（ならはら）ウォーク」
福島県下郷町
平成２５年９月１５日（日）
問い合わせ先
下郷町商工会 0241‑67‑3135
[情報はこちら！] http://shimogo‑sk.or.jp/
●奥会津の麺を味わおう！
・奥会津麺 ｓフェスティバル
福島県柳津町 道の駅 柳津
平成２５年８月２４日（土）～平成２５年８月２５日（日）
問い合わせ先
麺 ｓフェスティバル実行委員会事務局 0241‑42‑2114
[情報はこちら！] http://www.okuaizu.net/
●ROCK フェスで会津が熱くなる！
・奥会津ロックフェスティバル 2013
福島県只見町 季の郷「湯ら里」
平成２５年９月１日（日） ※入場無料
問い合わせ先
只見川電源流域振興協議会 0241‑48‑5525
[情報はこちら！] http://www.okuaizu.net/
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
４)知っ得！話題
●南会津町の謎を解いて集めるスタンプラリー！
古くは御蔵入の里と呼ばれ、豊かな自然と歴史いっぱいの南会
津町で、この夏、田島・舘岩・伊南・南郷の４地区を舞台にした
「謎解きスタンプラリー」を開催中。観光施設や参加店で配布さ
れている「謎解き書」に掲載された４つの謎を解いて、南会津町
に点在するスタンプ設置店でスタンプを５ポイント以上集めて抽
選に応募すれば、人気のゲーム機や地元産銘柄米の「奥会津雪の
舞」１年分（90kg）など、素敵なプレゼントが当たります。スタ
ンプをたくさん集めれば当選率もアップ！ご家族やお友達同士で
南会津町を巡りながら、力を合わせて難問＆奇問に挑戦してみま
せんか。
◇主な配布場所…南会津町内の道の駅・観光施設、ほか
『南会津町☆謎解きスタンプラリー』
◎スタンプラリー期間：平成 25 年 10 月 31 日（木）まで
お問い合わせ先／南会津町商工会 TEL0241‑62‑0329
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
４）会津の巨樹・銘木を訪ねて
●達沢原生林［猪苗代町］
【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】
猪苗代湖の北東にそびえる大滝山の懐に包まれた達沢集落は、か
つて木地師を生業とする人々が多く暮らした山里。地域の鎮守であ
る大山祇神社の奥山一帯には、 コナラやミズナラを中心に、アカ
マツ、トチノキなどの樹高 20m を越す巨樹が枝を伸ばす原生林が広
がっている。地域の住民が代々伐採してはならぬと言い伝え守り続
けてきた「神の森」だ。「達沢原生林」の名称で知られ、木立を包
む静けさに野鳥のさえずりが響く深閑とした巨木の原生林は写真
家や自然研究家たちにも人気が高い。広大な森を潤し流れる「達沢
不動滝」は、四季折々の美しさで訪れる人を魅了している。
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…猪苗代町蚕養字大達沢乙
・ 県指定天然記念物、町指定天然記念物
・ 交通…磐越自動車道・猪苗代磐梯高原 IC から車で約 30 分
お問い合わせ先／猪苗代観光協会 TEL.0242‑62‑2048
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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。
●ぼた餅
［材 料］（5 人前）
もち米 5 合
つぶしあん…250g
きな粉…20g
すりゴマ…20g
砂糖…40g
［作り方］
1)もち米をよく洗い、十分に浸水させる。
2)1)をざるに上げて水切りし、1.1 倍の水加減で炊く。
3)きな粉とすりゴマにそれぞれ好みの分量の砂糖を混ぜあわせる。
4)炊きあがったもち米は温かいうちに卵大の大きさに握り、つぶしあん、きな粉 すりゴマな
どをまぶす。

10

［ワンポイント］
秋の収穫を祝って作られるぼた餅。秋彼岸には仏前のお供え物としても作られます。やわら
かいあんをまぶすときは、ラップを使うと手も汚れにくく簡単に作ることができます。軽食や
おやつにぜひ作ってみませんか？
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
［編集後記］
夏真っ盛りの８月、会津では太陽の恵みをうけた真っ赤なトマトをはじめ夏野菜が最盛期を
迎えます。栄養たっぷりの旬の味わいで夏バテともサヨウナラ！楽しさいっぱいの元気な夏旅
を会津鉄道に乗って満喫しましょう！
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