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 会津あかべぇ通信 Vol.118  
2013年8月31日発行 

 夏の日差しを受け、会津各地の果樹畑では日毎に甘さと香りを増しながら、ブドウやナシと

いった秋味がすくすくと実っています。秋の行楽に、おいしさいっぱいのフルーツ狩りはいか

がですか？ 
 会津鉄道では「第 1回 トンネルシアター・アニメーション募集」を行っています。みなさ

んが作ったアニメーションで楽しい旅を演出してみませんか。 
 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。 

   
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●あなたが作るアニメーションで楽しい旅を演出してみませんか！！ 
     「第 1回 トンネルシアター・アニメーション募集」 
  ●お座トロ展望列車で「日本初！トンネルシアター」開催中 
  ●スカイツリートレインで行く「夕暮れと夜景の東京スカイツリーの旅」募集開始！ 
  ●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！ 
  ●新企画！まくら木交換作業を体験しよう。 
  ●秋の尾瀬を散策しよう！ 
  ●会津鉄道に乗って秋の下郷町のウォークに出かけよう！ 
   ～会津鉄道割引きっぷで「100万年ウォーク」に参加しよう！～ 
   ～紅葉の観音沼を目指して歩こう！～ 
  ●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 
２）会津１７市町村うまいものリレー 
  ●酒かすの生キャラメル／月見屋菓子店[南会津町］ 
３）イベント情報 
  ●フォルクスワーゲンの名車が西会津町に大集合！ 
  ●会津各地の９月のイベントをご案内！ 
４）知っ得！話題 
  ●和＆洋菓子ショッピングでお菓子詰合せをプレゼント！ 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ●みそがらめ うまピー［喜多方市］ 
６）会津の郷土料理 
  ●きんぴら 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１)会津鉄道からおすすめ情報 
●あなたが作るアニメーションで楽しい旅を演出してみませんか！！ 
   「第 1回 トンネルシアター・アニメーション募集」 
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 トロッコ列車のトンネル走行中、トンネル壁面をスクリーンとする、映像投影システム(仮称、

トンネルシアター)を開発しました。 
 トロッコ列車は、主に会津若松駅～会津田島駅間を運転していますが、芦ノ牧温泉駅～湯野

上温泉駅間には、１Ｋｍを超すトンネルが３本あり、子供たちにとって楽しいはずのトロッコ

車内が、轟音と強風で楽しみが吹き飛んでしまいます。 
 何とかこの数分間を楽しいものに変えられないかと考案したのがトンネルシアターです。 
 つきましては、このシアターで上演する楽しいアニメーションを募集します。 
 
 アニメーションの規格、応募等に関してはこちらをご覧ください。 
   ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=918 
 
 ●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。 
 初秋の南会津をお座トロ展望列車に乗って楽しみませんか。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 
 

 

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。  
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・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
 
●スカイツリートレインで行く「夕暮れと夜景の東京ス

カイツリーの旅」募集開始！ 
 
 人気のスカイツリートレインで東京スカイツリー、東

京ソラマチ、都内観光と那珂湊お寿司ランチを楽しみま

せんか？ 
 
 
 
・旅行日時  
 平成２５年１１月１日（金）、８日（金） 
         、１４日（木） 
・旅行代金（２昼食、１朝食付き） 
 西若松駅発    ２９,８００円 

 湯野上温泉駅発 ２８,８００円 
 会津田島駅発   ２７,８００円 
※２名１室利用の場合 
 シングル利用はプラス３,０００円 
 
・行程 
 1日目  
 西若松駅 10:42 == 列車 == 会津田島駅 == スカイツリートレイン == 北千住 
 == 普通列車 == 15:58 とうきょうスカイツリー駅 ++ 東京スカイツリー見学、東京ソラマチ 
++ とうきょうスカイツリー駅 == 浅草駅 ++ホテル 
※東京スカイツリー、東京ソラマチ見学後自由行動 
 
 ２日目 
 ホテル -- バス -- 東京都内車窓より見学（レインボーブリッジ、歌舞伎座、東京駅） -- 皇
居（散策） -- バス -- 茨城県那珂湊（昼食・買い物） -- バス -- 
会津田島駅 16:45 == 17:44 西若松駅 
 
・募集人数 ３０名（最少催行人員 ２５名） 
 
詳しくはこちらをご覧ください 
  ⇒ http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/130831/image008.jpg 
 
・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 
 
●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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●新企画！線路の保守作業を体験しよう。  
 
 会津鉄道では、線路の保全体験を開催します！ 
実際に、枕木を交換して、犬釘を打ち、タイタンパーを使用して

線路の保守をします。 
ぜひ皆さま、ふるってご参加ください！ 
 
・実施日 一回目 平成 25年 9月 28日（土） 
      二回目 平成 25年 10月 26日（土） 
      三回目 平成 25年 11月 9日（土）  
・集合・受付場所  
 会津鉄道 会津田島駅待合室  
   9時 45分～10時 00分受付 
 
・体験内容 枕木交換の実際の作業 
  「枕木交換・犬釘打ち・タイタンパー」  
 
・参加費 ５，０００円 
  特製弁当(お茶付) 保険料込  
・応募資格 
  高校生以上で健康な方 
  安全靴を個人で準備下さい。 
  ヘルメット、安全帯は会津鉄道で準備いたします。  
 
詳しくはこちらをご覧ください。 
  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=919 
 
また、鉄道車両の運転体験ができる「列車で GO！ ハッピートレイン」も開催しています。運転

体験についてはこちらをご覧ください。 
  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=840 
 
お問い合わせ 
 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
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●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 
 
・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。 
 
●会津鉄道に乗って秋の下郷町のウォークに出かけよう！  
  ～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 9月 8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、100万年ウォーク参

加者のみ有効の割引きっぷを発売します。 
 
・割引発売日 平成 25年 9月 8日（日） 
 
・割引区間 会津鉄道線内  
 （西若松～会津高原尾瀬口間）  
・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）  
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 ※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。  
 ・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  
 
・切符に関するお問い合わせ 
 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
 詳しくはこちらをご覧ください。 
  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=846 
 
・100万年ウォークに関するお問い合わせ 
 下郷町商工会・100万年ウォーク事務局 TEL0241-67-3135 
 詳しくはこちらをご覧ください。 
  ⇒ http://shimogo-sk.or.jp/ 
 
 ～紅葉の観音沼を目指して歩こう！～ 

 
 秋の下郷町を舞台に「郷山ウォーク」が開催されます。 
 今回は紅葉の名所「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。 
 
 ・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 9月 13日(金)～9月 16日(祝・
月) 

南会津町 当日のお楽しみ 

 
平成 25年 9月 20日(金)～9月 23日(祝・
月) 

三島町 当日のお楽しみ 
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※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 
 

 
 
●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/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 
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●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 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
２)会津１７市町村うまいものリレー  
 from 酒かすの生キャラメル／月見屋菓子店[南会津町］ 

 

【酒粕とミルクの奇跡のコラボ】 
 今回紹介するうまいものは、南会津町の酒粕生キャラメルです。 

 
（写真左 酒のお猪口が目印） 
（写真右 濃厚かつクリーミーな生キャラメル） 
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 南会津の自然と風土が生んだおいしい生キャラメルを紹介しま

す。 
 この生キャラメルには南会津町南郷地区にある酒蔵花泉酒造の

酒粕がたっぷり使われています 。 
  ⇒ http://www.hanaizumi.ne.jp/top.html 
 生キャラメル独特の深い甘みと芳醇な日本酒の風味がする逸品

です。 
深い甘さの秘密は南郷地区で採取された、栃の木のハチミツをふん

だんに使っていること、豊かな自然環境でのびのびと育った牛の新

鮮なミルクをたっぷり使っていることです。そのまま食べても美味

しいのですが、トーストやパンケーキに塗って食べるとリッチな気分になれます。是非、一度

お試しください。 
 

 
（写真左 このまま食べても濃厚な生キャラメル） 
（写真右 焼きたてのトーストに塗ると溶けてクリーミーさが倍増） 
 
・酒かす生キャラメル １本 ７００円 
他にも、きんつば、あんドーナツやマドレーヌなどが人気です。 
  
・月見屋菓子店 

  住 所 
福島県南会津郡南会津町大新

田字松原上 1041-2   

 

  ＴＥＬ 0241-72-2056 

  営業時間 ８：００～１８：３０ 

  定休日 お正月のみ 

 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３）イベント情報 
●フォルクスワーゲンの名車が西会津町に大集合！ 
  『第８回 西会津フォルクスワーゲン大集合』 
  開催日／平成 25年 9月 29日（日）10時 30分～15時 ※雨天決行 
  会場／西会津町さゆり公園 
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 ニュービートルやポルシェ 356など、フォルクスワーゲンの名車が大集合！会場ではフリー

マーケットや地元グルメ、トライアルバイクショー、ミニコンサートなど楽しいイベントも盛

りだくさん。ご家族や友人と初秋の西会津町へ遊びにでかけましょう。   

 

 

お問い合わせ先／ 
  西会津町振興公社 TEL0241-45-2025 
  [情報はこちら！] http://www.lotosinn.com/event/event.html 
 
●初秋の檜枝岐村で夜の歌舞伎を鑑賞しよう！ 
  ・歌舞伎の夕べ 
   福島県檜枝岐村 村内歌舞伎舞台 １８：００会場 
   平成２５年９月７日（土）  
   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/ 
 
●戊辰戦争の女傑「中野竹子」を偲ぶ 
  ・中野竹子女史墓前祭 
   福島県会津坂下町 法界寺 
   平成２５年９月１０日（火） 
   問い合わせ先 
    道の駅あいづ 湯川・会津坂下協議会 TEL0241-27-8853  
   [情報はこちら！] http://heso-aizu.jp/cal_event/event9/276 
 
●勇壮な歴史絵巻をご覧ください！ 
  ・会津まつり 
   福島県会津若松市 
   平成２５年９月２１日（土）～２３（祝・月） 
   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/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
４)知っ得！話題 
 
●和＆洋菓子ショッピングでお菓子詰合せをプレゼント！ 
 
 猪苗代町に店舗を構える５つの和＆洋菓子店で、期間中

1000円以上のお買い物をすると、専用台紙にスタンプがもら

えます。５店舗すべてのスタンプをあつめた方には、各店お

すすめスイーツ詰合せをプレゼント！おいしくてお得なス

タンプラリーにぜひ参加してみませんか？ 
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◇スタンプラリー参加店舗…Fuchs Berg、手作り和菓子豊玉、デセール・カワウチ、宝来堂製

菓、おいしさづくり日乃出屋 
 
『おいし～い猪苗代スタンプラリー』 
◎スタンプラリー期間：平成 25年 12月 31日（火）まで 
 
お問い合わせ先／猪苗代菓子組合事局  
           TEL0242-64-3448（日乃出屋） 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津のいいモノ★セレクション 
●みそがらめ うまピー［喜多方市］ 
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】  
 
 秋は様々な種類の豆が実りをむかえる季節です。  豆菓子専門店「お

くや」のおすすめは、地元の契約農家が栽培した大粒ピーナッツ〈なか

てゆたか〉を栄養満点の渋皮ごと味わえるコク深い一品。中でも、地元

の味噌店が造るブレンド味噌をからめたほんのり甘い「みそがらめ」は、

香ばしくてサクサクした食感が老若男女問わずに好評です！ 
 
お問い合わせ先／ 
株式会社おくや TEL0120-066-098 
 
[情報はこちら！] http://shop.oku-ya.com/ 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●きんぴら 
 
［材 料］（小バット 1枚分程度） 
ごぼう…本 
唐辛子…2１本 
しょうゆ…大さじ 1 
砂糖…大さじ 1 
酒…少々 
サラダ油、白ごま…適宜 
 
［作り方］ 
1)ごぼうは千切りにし、水に浸けてあくを抜き、ざるにあげて水切りしておく。 
2)鍋にサラダ油を熱し、ごぼうを炒める。 
3)しょうゆ、砂糖、酒で味付けし煮る。 
4)唐辛子のタネをとり、小口切りにしたものを 3)に加える。 
5)白ごまを加え、全体をざっくりと混ぜ合わせる。味を調えて仕上げる。 
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［ワンポイント］ 
 辛いものが苦手な方は唐辛子の量を少なくするか、省いて調理しましょう。繊維質の豊富な

ごぼうは女性の嬉しい味方、甘辛い味付けはお弁当のおかずにもぴったりです。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 朝夕の涼しい風に、会津でもすこしずつ秋の気配を感じるようになってきました。新そばや

ブドウ、梨、リンゴなど食欲の秋にふさわしい、会津産のおいしい味覚も登場します。爽やか

な風と自然の恵みを満喫する会津の旅、ぜひご家族で足を運んでみませんか？ 
 


