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朝夕の涼しい風も心地良く、虫たちが奏でる音色に秋を感じる季節となりました。
田園の広がる郊外では黄金色の稲穂と白色のそばの花がパッチワークのような風景を描いてい
ます。新そばや新米の季節はもうすぐそこ。
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
●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」募集中！
●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！
●秋色に染まる、里山でスポーツを楽しもう！
・第 9 回 錦秋の会津田島～西若松サイクルトレイン
・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[南会津町・三島町]
●会津鉄道からお得な切符のご案内
●「八重たんクイズ」８月の正解発表！
２）会津１７市町村うまいものリレー
●やまがら膳（じゃがいも懐石料理）／じゃがいも亭 和楽[昭和村］
３）イベント情報
●磐梯山のふもとで育った今年の新そば召し上がれ！
●会津各地の１０月のイベントをご案内！
４）知っ得！話題
●西若松駅から秋のフルーツ狩りへ
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて
●鹿島神社のトチノキ［南会津町］
６）会津の郷土料理
●高遠そば
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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。
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
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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。
・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」募集中！
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
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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://www.aizutetsudo.jp/info/?p=921
・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
●【会津地区発着】東京スカイツリーへ行こう！
【日付指定入場券付き】旅行商品を発売しております！
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
●秋色に染まる、里山でスポーツを楽しもう！
・第 9 回 錦秋の会津田島～西若松サイクルトレイン
会津鉄道では、平成 25 年 9 月 28 日（土）「第 9 回 錦秋の
会津田島～西若松サイクルトレイン」を実施いたします。
鉄道と自転車で行くサイクルツアー。
渓谷沿い、線路沿い、錦秋の山々。
里山と会津路を巡る旅に出かけませんか？
◎参加申込
参加費 １，５００円（保険料含む）
会津鉄道

西若松駅
7：40 集合
会津田島駅 9：00 集合

お問い合わせ先／
会津鉄道株式会社 TEL0242‑28‑5886
[こちらの情報もご覧ください！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=922
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・紅葉の観音沼を目指して歩こう！
～郷山ウォーク 会津松川街道を歩く～
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・
南会津町
月)

銘菓

平成 25 年 9 月 20 日(金)～9 月 23 日(祝・
三島町
月)

桐炭まんじゅう

鴫山

※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

●【会津地区発着のお得なフリー切符】
・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
・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
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●【首都圏発着 お得なフリー切符で会津へ行こう】
・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
●【会津鉄道線内のお得な切符】
・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
・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
●旅には駅弁！話題の【松茸二段駅弁】、【ソースかつ丼弁当】が予約で食べられる！
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=902

●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=858
●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。
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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８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
・８月の問題と解答
第１問．会津藩が降伏した年は？
a．明治元年 b．大正元年 c．慶応元年 正解は a．明治元年
第２問．戊辰戦争後、会津藩が再興した藩は？
a．伊達藩 b．斗南藩 c．南部藩 正解は b．斗南藩
・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

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
２)会津１７市町村うまいものリレー
from やまがら膳（じゃがいも懐石料理）／じゃがいも亭 和楽[昭和村］

【一番多くの種類のじゃがいも料理を食べた日】
今回紹介するうまいものは、昭和村にある古民家レストラン「じゃがいも亭 和楽」です。
お店の名前にあるとおり、じゃがいも料理がメインのお店です。
食事メニューは、やまがら膳（１４品 ２,３００円）とひめさゆり膳（１２品 １,８００
円）の２種類のお膳になっています。
料理はお店で自家栽培されたじゃがいもを中心に季節の野菜が使われています。また料理に
よってじゃがいもの品種も使い分けているそうです。

6

（写真左 前菜、煮物、スープ、しそジュースなどの一の膳）
（写真右 お店おすすめのじゃがうどん、豚角煮じゃがいもソースがけ、じゃがお焼きの二の
膳）

（写真左 じゃがご飯、お吸い物、漬物）
（写真右 デザートのじゃがいもアイス）
一の膳の煮物は、２種類のじゃがいも
と夏野菜の代表格のかぼちゃを炊き合わ
せたもので、素材の風味、舌触りの違い
を楽しむことができます。また、やや薄
めの味付けになっているので、素材本来
の旨みを感じることができます。

二の膳の目玉は、じゃがうどんです。麺
は中力粉とじゃがいもを特別な配合で混ぜ
ているそうです。配合が少し違うだけで麺
にならなかったり、いものでんぷんが黒ず
んだりとなかなか商品にならなかったそう
です。麺を頂いた感じは、ツルツルとした
のど越しともっちもちの食感、 そしてじゃ
がいものほのかに甘い風味を感じることが
できます。また、じゃがいもご飯にはサツ
マイモのような風味を持つレッドムーンやインカのめざめという品種が使われているそうです。
最後に、デザートのじゃが芋アイス。甘さが強い品種のじゃがいもを使うことで、砂糖やク
リーム類をあまり加えなくても、しっかりした甘さを持つジェラートのような感じ
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に仕上がっています。
山あいの古民家風のお店で、身近な素材であるじゃがいもを使ったお膳を一度お試しくださ
い。じゃがいもがこんなに多彩な表情持つことに驚かされます。
・やまがら膳（１４品） ２,３００円
・ひめさゆり膳（１２品） １,８００円
・じゃがいも亭 和楽 お店のホームページはこちらから
⇒ http://jagaimotei.blog102.fc2.com/
住

所

福島県大沼郡昭和村下中津川字
阿久戸３７０６

ＴＥＬ

0241‑57‑2235

営業時間

１１：００～１５：００

定休日

木曜日（不定休有）

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
３）イベント情報
●磐梯山のふもとで育った今年の新そば召し上がれ！
『第 17 回 猪苗代新そば祭り』
・開催日／平成 25 年 11 月 9 日（土）・10 日（日）10:00～14:30
・会 場／猪苗代総合体育館 カメリーナ

会津にも新そばシーズンが到来！
磐梯山のお膝元、猪苗代町では県内最大級の 3800 食を提供する『猪苗代新そばまつり』が開催
されます。採れたばかりの猪苗代産 100％のそば粉を、「ひきたて、打ちたて、ゆでたて」の本
格手打ちそばで味わえるほか、そば名人による手打ち実演やそば口上などのアトラクション、
農産物などの特産品販売も実施。ぜひ会津の秋を目と舌で愉しみにおこしください。
◎前売り券販売／1,000 円【そば・天ぷら盛り合わせ・そばがゆ】
※販売受付 10 月 1 日開始（10 月 31 日まで）
当日分はそば券 600 円・天ぷら盛り合わせ券 500 円
お問い合わせ先／
猪苗代新そば祭り実行委員会（猪苗代町農林課）TEL0242‑62‑2116
[情報はこちら！] http://www.town.inawashiro.fukushima.jp/
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●千利休の子少庵と蒲生氏郷ゆかりの茶会
・鶴ヶ城大茶会
福島県会津若松市 鶴ヶ城本丸・茶室麟閣
平成２５年１０月６日（日）
問い合わせ先
会津若松市観光公社 TEL 0242‑27‑4005
[情報はこちら！] http://www.tif.ne.jp/jp/event/event̲disp.php?id=2016
●秋の味覚を味わおう
～会津各地の収穫祭に出かけよう～
・第８回湯川村新米祭＆「人の駅・川の駅・道の駅」ふれあいフェスタ
福島県湯川村 道の駅建設予定地
平成２５年１０月１３日（日） １０：００～
問い合わせ先
湯川村産業文化祭実行委員会 TEL0241‑27‑8840
[情報はこちら！] http://www.tif.ne.jp/jp/event/event̲disp.php?id=2004
・奥会津只見うまいもんまつり
福島県只見町青少年旅行村 いこいの森キャンプ場
平成２５年１０月１２日（土）～１０月１３日（日）
問い合わせ先
只見町商工会 TEL0241‑82‑2380
[情報はこちら！] http://www.tif.ne.jp/jp/event/event̲disp.php?id=2133
・新鶴ワイン祭り
福島県会津美里町ふれあいの森スポーツ公園
平成２５年１０月１３日（日） １０：００～
問い合わせ先
会津美里町観光協会 TEL 0242‑56‑4882
※バーベキューへの参加には事前予約が必要です。
[情報はこちら！] http://misatono.jp/
●会津の郷土玩具「赤べこ」のイベント
・第２回赤べこまつり
福島県柳津町 圓藏寺周辺
平成２５年１０月１２日（土）
問い合わせ先
柳津町役場観光商工班 TEL0241‑42‑2114
[情報はこちら！] http://www.tif.ne.jp/jp/event/event̲disp.php?id=2049
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
４)知っ得！話題
●西若松駅から秋のフルーツ狩りへ
会津若松市北会津地区は、年間を通してフルーツ狩りを楽し
める地域。
会津鉄道の西若松駅前停留所から乗車できる、北会津地域を
巡回しているレトロ調のボンネットバス「ピカリン号」の車内
では、北会津の果樹園でフルーツ狩りの入園料などが割引にな
るお得なクーポン券を配布しています。これからのシーズンは
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ブドウ、梨、リンゴが最盛期！会津の秋味をぜひお楽しみください。
お問い合わせ先／
会津若松市北会津支所まちづくり推進課 TEL0242‑58‑1801
[情報はこちら！] http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2013081500015/
◎フルーツ狩り情報…フルーツランド北会津
⇒ http://www.aizufruit‑l.com/
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
４）会津の巨樹・銘木を訪ねて
◎鹿島神社のトチノキ［南会津町］
【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】
会津高原尾瀬口駅から国道 352 号を檜枝岐村方面へと車を走らせ
ること約 30 分。懐かしい郷愁を感じさせる、のどかな農村地帯が
広がる舘岩地区に鎮座する鹿島神社は、その昔、井桁村と呼ばれた
この地に移住した、阿久津家の屋敷神として祭られたと伝えられて
る。祭神は武甕槌命、大雷神、活津日子命の３柱。社殿の右側には、
300 年以上の樹齢を数えるトチノキが堂々とした枝ぶりを広げてい
る。厳しい南会津の風雪に耐えてきた力強さを漂わせる太い幹の根
元には、小さな祠が寄り添う。自然と共に生きてきた地域の人々か
ら、信仰の対象として親しまれてきた巨木である。
【樹木データ】
・所在地…南会津郡南会津町井桁 390
・町指定天然記念物
・交通…会津鉄道会津高原尾瀬口駅から車で約 30 分
お問い合わせ先／
南会津町伊南総合支所 教育委員会分室 TEL.0241‑76‑7711
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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。
●高遠そば
［材 料］
そば…2 人前
大根…5cm
しょうゆ または そばつゆ…適宜
〈薬味〉長ねぎ、わさび、七味唐辛子など
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［作り方］
1)大根は皮をむき、おろし器ですりおろし、汁を絞る。
2)大根の絞り汁にしょうゆ、またはそばつゆを加え好みで味付ける。
3)そばを茹で、2)のつけだれにつけて食べる。
［ワンポイント］
秋は新そばの季節です。好みの薬味をそえたり、つけだれを工夫すればおいしさもいろいろ
楽しめます。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
［編集後記］
山の木々が紅葉に彩られる頃、そばの名産地・会津では、各地で新そばまつりが開催されま
す。秋香るさわ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？
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