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秋晴れの青空のもと、会津の農村では黄金に色付いた稲穂を揺らしながらの稲刈り風景が、
あちこちで広げられています。里山へ目を移すと、まるで山頂から錦の絨毯を敷いたような美
しい紅葉が広がります。秋の会津へ足をお運びください。
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
●今年の紅葉は期待できます！
●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！
●秋の喜多方と会津ころり三観音めぐり
●お座トロ展望列車で「日本初！トンネルシアター」開催中
●列車に乗って、秋のイベントを満喫しよう
●コーヒーを買っておいしいスイーツをゲットしよう。
【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
●喜多方ラーメンバーガー／ふるさと亭（道の駅 喜多の郷）[喜多方市］
３）イベント情報
●会津各地の１０月のイベントをご案内！
●会津で培われたものづくりの技と味の逸品が集合！
４）知っ得！話題
●秋の大内宿と塔のへつりをお得に散策
５）会津のいいモノ★セレクション
●白アスパラガス酢漬け［喜多方市］
６）会津の郷土料理
●まんじゅうの天ぷら
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
１)会津鉄道からおすすめ情報
●今年の紅葉は期待できます！

例年、会津鉄道沿線の紅葉は１０月中旬から１１月上旬に見ごろを迎えます。今年の紅葉は
このところの昼夜の気温差が大きいようなので期待できそうです。
車窓から大川渓谷をはじめ里山の紅葉を見るのもよし、沿線の観音沼公園や塔のへつり、大
内宿などを訪れるのもよし、お好みの紅葉をお楽しみください。
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また、紅葉の状況は随時、「会津鉄道公式 Facebook」や「会津鉄道ブログ ネコ駅長「ばす」
の日記」でご案内いたします。

●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？
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会津鉄道では、東京スカイツリーR 展望デッキ（３５０
ｍ）と都内観光、那珂湊の鮮魚ショッピングをトリプル
で楽しめる、１泊 2 日の旅行を企画募集してます。
行きは、今話題の「スカイツリートレイン」を利用。
東京スカイツリーをデザインした車内と大きな窓からの
ワイドビューを楽しめます。
東京スカイツリーは、夕暮れと夜景が両方見れるか
も！（天候によります）
一度行った方もまた新たな感動が待っています。
その他、都内の新名所（車窓）や皇居散策、那珂湊で
の鮮魚ショッピングと盛りだくさんの 2 日間です。
限定３回、各回３０名様となっておりますので、お早
めにお申込下さい。

【出発日】
平成２５年１１月 １日（金）
平成２５年１１月 ８日（金）
平成２５年１１月１４日（木）
【募集人員】
３０名様 （※最少催行人員：２５名様）
【旅行代金】
西若松駅発
２９,８００円
湯野上温泉駅発 ２８,８００円
会津津田島駅発 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

食
事

西若松駅（10:42）‑‑湯野上温泉駅（11:27）‑‑会津田島駅
（ 11:56/12:06 ） ‑‑ ス カ イ ツ リ ー ト レ イ ン ‑‑ 北 千 住
（15:31/15:44）‑‑普通列車 ‑‑ とうきょうスカイツリー駅
昼
１ （15:58） ++ 徒歩 ++ 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 ++ 徒歩 ++ ホテル
※東京スカイツリー、東京ソラマチ見学後自由行動

ホテル == 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） == 茨城県那珂湊（昼食・買
２
い物） 会津田島駅 (16:30/16:46) ‑‑湯野上温泉駅（17:14）‑‑
17:44 西若松駅

朝
○
昼
○

詳しくはこちらをご覧ください ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=921
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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
●【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
・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
●秋の喜多方と会津ころり三観音めぐり
会津鉄道では、特別企画「お座トロ展望列車で行く！
秋の喜多方と会津ころり三観音巡り」を企画募集中です。
きたかた喜楽里博に合わせて、臨時運行する「お座トロ
展望列車」に乗って、蔵の街「喜多方」ところり三観音
を巡ります。
立木観音と鳥追観音では住職からの案内もあります。
限定１回の商品ですので、お早めにお申し込み下さい。
【出発日】
平成２５年１１月１０日（日）
【募集人員】
40 名様 （※最少催行人員：25 名様）
【旅行代金】
西若松駅発 5,100 円
芦ノ牧温泉駅発 5,300 円
湯野上温泉駅発 5,500 円
会津津田島駅発 5,800 円
※お一人様からお申込みいただけます。

行程

食事

会津田島駅(8:59)‑‑湯野上温泉駅(9:30)‑‑芦ノ牧温泉駅(9:48)‑‑
西若松駅(10:02)‑‑喜多方駅（10：45‑11：00）==
大和川酒造(見学)==喜多方市内(昼)==立木観音==鳥追観音
==中田観音==西若松駅（17：40‑18：11）‑‑芦ノ牧温泉駅(18:25)‑‑
湯野上温泉駅(18:40)‑‑会津田島駅(19:12)

昼
○

詳しくはこちらをご覧ください
⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=927
・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
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●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。
錦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。途中の３つのトンネルで上映さ
れる「トンネルシアター」は、トンネルがまるで映画館のよう！
是非ご乗車してお楽しみください。
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
紅葉の大川渓谷を行く「お座トロ展望列車」
。
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
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●列車に乗って、秋のイベントを満喫しよう
・第５回南会津新そばまつり
平成２５年１０月１３日（日）・１４日（月・祝）に
開催される「第５回南会津新そばまつり」そば三食付き
往復割引乗車券を発売します。
名称 「第５回南会津新そばまつり そば三食付き往復割
引乗車券」
・発売額 ３,３５０円（小児の設定はありません）
・セット内容
１）西若松駅～会津田島駅往復乗車券
２）そば三食券
・発売箇所 会津鉄道西若松駅
・有効期間 乗車日当日のみ有効
詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=925
・切符についてのお問い合わせ
会津鉄道株式会社 Tel.0242‑28‑5886
・第５回南会津新そばまつりについてのお問い合わせ
南会津町観光物産協会 0241‑62‑3000

●錦秋の舟子街道ウォーク
いにしえの旧街道・舟子街道を歩く
錦秋の舟子街道ウォーク
芦ノ牧温泉駅長「ばす」に会えるかも!?
・日時 平成 25 年 10 月 19 日(土)
・集合場所、時間 西若松駅 2 階改札口
午前 8 時 20 分～8 時 50 分受付
※会津田島方面からのご参加の方は 9:20 まで大川ダ
ム公園駅に集合
・募集人数 50 名
(定員になり次第締切となります)
・参加費 500 円(保険料等)
・別途費用 交通費は各自負担となります。
※コース内に自販機はありません。事前にご準備下さ
い。
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・所要時間／約 3 時間
・歩行距離／約 9km
詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=924
・お申込み、お問い合わせ
会津鉄道株式会社 Tel.0242‑28‑5886

●古代の史跡探訪サイクリング
徳一大師が開いた自然崇拝の寺、左下り観音堂。
国指定史跡・東北最大の山城、向羽黒山城跡。案内人と
一緒にサイクリングを楽しみながら巡ります。
・日時 平成 25 年 10 月 26 日(土)
・集合場所、時間 西若松駅東口
午前 8 時 10 分～8 時 40 分受付
・募集人数 20 名
(定員になり次第締切となります)
・参加費 1,000 円
(鉄道運賃・保険料含む)
・所要時間／約 6 時間 30 分
・走行距離／約 16km
詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=923
・お申込み、お問い合わせ
会津鉄道株式会社 Tel.0242‑28‑5886

●コーヒーを買っておいしいスイーツをゲットしよう。
～会津１７市町村うまいものリレー列車運行～
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。
車内の様子は会津鉄道公式 Facebook にてご覧いただけます。
⇒ https://www.facebook.com/aizutetsudo
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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 10 月 4 日(金)～10 月 10 日(木) 金山町

赤かぼちゃようかん

平成 25 年 10 月 11 日(金)～10 月 17 日
昭和村
(木)

当日のお楽しみ

平成 25 年 10 月 18 日(金)～10 月 24 日
喜多方市
(木)

当日のお楽しみ

平成 25 年 10 月 25 日(金)～10 月 31 日
北塩原村
(木)

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

●【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
●【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！
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［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

●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/
・オンラインショップ「ばすのみせ」で新製品販売開始！！
平成２５年１０月１日（火）より「チョコクランチ マ
ウントエクスプレス」の販売を開始します。
この商品はＪＲ東日本・会津若松駅と東武鉄道・東武
日光駅間を結ぶ快速列車「ＡＩＺＵ マウントエクスプ
レス」に使用している、ＡT７００形車両をデザインした
オリジナルパッケージ商品です。会津銘菓「武者煎餅」
をクランチしたチョコレート菓子６枚入です。
発売額 ：６５０円（税込・送料別）
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●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 喜多方ラーメンバーガー／ふるさと亭（道の駅 喜多の郷）[喜多方市］

【ラーメンにかぶりつけ！】
喜多方市と言えば、蔵とラーメンの街というイメージがありますね。今回はちょっと変わっ
たラーメン（？）を２品紹介します。
さて、この不思議なラーメン（？）が食べられるのは、「道の駅 喜多の郷」内のレストラ
ン「ふるさと亭」です。
ひとつめは、ラーメンバーガーです。中華麺をバンズのように丸く焼き、ラーメンのトッピ
ングに使う具材をサンドしたメニューです。中に、白髪ネギ、チャーシュー、メンマ、ナルト
が入っており、ラーメンスープをベースにしたソースに絡んであります。姿かたちは変われど
正統派の喜多方ラーメン！ラーメンなのに手に持ってかぶりつけるのがとっても不思議な感覚
です。このメニューは店内の他、テイクアウトも可能です。

（写真左 こんな感じで提供されます。まさにハンバーガー）
（写真右 挟んである具は、トロトロのチャーシュー、ネギ、メンマなど）
もう一つがカルボラーメンなるメニューです。お店の方の説明によると、カルボナーラパス
タ（卵のクリームソース）の麺をラーメンにしたとの事です。食べてみると、中華めんに絡ま
る濃厚な半熟卵のソースと黒こしょうが、いいバランスを保っています。また、ベーコンの代
わりに鳥の照り焼きのスライスが入っています。麺の上に乗っているナルトがある意味ラーメ
ンであることを主張しています。
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（写真左 見た目はカルボナーラ）
（写真右 カルボラーメンにはスープが付いてきます）
元祖喜多方ラーメンバーガー
３５０円
喜多方カルボラーメン
４８０円
他にも、喜多方ラーメン丼、ラーメンピザ、ラーメンチなどちょっと変わったメニューがあ
ります。定番の喜多方ラーメンもいいですが、一風変わったこちらのメニューもお試しくださ
い。
この不思議なラーメンが食べられるのは、「道の駅 喜多の郷」内のレストラン「ふるさと
亭」です。
・ふるさと亭（道の駅 喜多の郷）ホームページはこちらから
⇒ http://www.furusatosinkou.co.jp/
住

所

福島県喜多方市松山町鳥見山字
三町歩 5598‑1

ＴＥＬ

0241‑21‑1139

営業時間

１０：００～１８：００

定休日

年末年始（不定休有）

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
３）イベント情報
●会津各地の新そばをお楽しみください。
・第５回南会津新そばまつり
福島県南会津町田島 「御蔵入交流館」
平成２５年１０月１３日（日）～１４日（祝・月）
※同時開催 「元気です！南会津都市交流フェア」
問い合わせ先
南会津町観光物産協会 TEL 0241‑62‑3000
[情報はこちら！] http://www.kanko‑aizu.com/04/detail‑1‑218.html
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・第 10 回雷神新そばまつり
福島県喜多方市高郷町 「ふれあいランド高郷」
平成２５年１０月１９日（土）～２０日（日）
問い合わせ先
喜多方市ふるさと振興(株)高郷事業所 TEL 0241‑44‑2888
[情報はこちら！] http://kirari.kitakata‑kanko.jp/program/detail.php?pid=39
・山都新そばまつり
福島県喜多方市山都町 「みちくさ通り」
平成２５年１０月１９日（土）～２０日（日）
問い合わせ先
山都総合支所産業課 TEL 0241‑38‑3841
[情報はこちら！] http://kirari.kitakata‑kanko.jp/program/detail.php?pid=154
・第５回南会津新そばまつり
福島県金山町 「中川町民体育館」
平成２５年１０月２６日（土）～２７日（日）
問い合わせ先
金山町役場産業課 TEL 0241‑54‑5327
[情報はこちら！] http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/37/gottuo.html
・秋味まつり
福島県昭和村 「からむし織の里」
平成２５年１０月２７日（日）
問い合わせ先
昭和村商工会 TEL0241‑57‑3100
[情報はこちら！] http://www.vill.showa.fukushima.jp/event.stm
・第２３回磐梯新そばまつり
福島県磐梯町 「アルツ磐梯リゾートセンター」
平成２５年１０月２６日（土）～２７日（日）
問い合わせ先
磐梯町観光協会 TEL 0242‑74‑1214
[情報はこちら！] http://www.tif.ne.jp/jp/event/event̲disp.php?id=2160
・南郷新そばまつり
福島県南会津町「南郷スキー場センターハウス」
平成２５年１０月２６日（土）
※１０月１６日(水）までにご予約ください。
問い合わせ先
南会津町観光物産協会南郷観光センター TEL 0241‑72‑2112
[情報はこちら！] http://www.kanko‑aizu.com/04/detail‑2‑221.html
●芸術の秋を楽しもう！
・あいづまちなかアートプロジェクト
福島県会津若松市 七日町通り・野口英世青春通り他
平成２５年１０月５日（土）～１１月４日（祝・月）
問い合わせ先
会津若松市教育委員会文化課 TEL0242‑39‑1305
[情報はこちら！] http://aizu‑artpj.com/
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・ばんだい高原国際音楽祭
福島県猪苗代町 体験交流館「学びいな」他
平成２５年１０月１２日（土）～１０月１４日（祝・月）
問い合わせ先
ばんだい高原国際音楽祭運営会議事務局 TEL024‑924‑1100
[情報はこちら！] http://bandaikohgen.web.fc2.com/
●秋の青空にカラフルなバルーンが舞う！
・会津塩川バルーンフェスティバル２０１３
福島県喜多方市塩川町 日橋川緑地公園自由広場他
平成２５年１０月１９日（土）～２０日（日）
問い合わせ先
塩川総合支所産業課 TEL0241‑27‑2122
[情報はこちら！] http://www.tif.ne.jp/jp/event/event̲disp.php?id=2123
●会津で培われたものづくりの技と味の逸品が集合！
『会津ブランドものづくりフェア 2013』
開催日／平成 25 年 10 月 26 日（土）・27 日（日）
場所／あいづドーム及び周辺
時間／２６日（土） １０：００～１７：００
２７日（日） １０：００～１６：００
会津のものづくりの魅力がいっぱいの伝統工芸品や、味自慢のお
いしいものが一堂に集結！会場では、会津ブランド認定品を中心に、
会津地域の名物・名産品、こだわり加工食品などを展示販売。その
ほか、職人のものづくりの技を間近に見学できる公開工房や、親子
で楽しめる体験コーナーなど、楽しい企画が開催されます。多彩な
会津の良さを、見て・触れて・味わってみませんか？

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
４)知っ得！話題
●秋の大内宿と塔のへつりをお得に散策
東山温泉や芦ノ牧温泉から発着している観光周遊バス「ア
シノマキバオー号」に乗って、秋色に包まれた会津の観光名
所、塔のへつりや大内宿の散策に出かけてみませんか？
盛りだくさんの会津旅の一日は、バスにのってのんびりと。
車窓からののどかな眺めもオススメです。
・運行期間
平成 25 年 4 月 13 日～11 月 25 日【事前予約制】
・お問い合わせ先
芦ノ牧温泉観光協会 TEL0242‑92‑2336
[情報はこちら！] http://www.aizu‑ashinomaki.jp/
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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４）会津のいいモノ★セレクション
◎白アスパラガス酢漬け［喜多方市］
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】

農業が盛んな喜多方市慶徳や雄国地区、会津坂下町で、12 月後半に出荷最
盛期を迎える促成栽培の白いアスパラを、醸造酢や食塩・香辛料などで漬け
込んだ瓶詰ピクルスが登場！爽やかな味わいはサラダや肉料理のつけあわせ
にぴったりです。お土産に手頃なサイズの 150ｇ840 円は、会津ブランド館な
どで販売。そのほか、製造元では業務用の商品展開も企画中とか。
お問い合わせ先／SSK プロダクツ アグリ事業部
TEL0241‑22‑1234
[情報はこちら！] http://www.ssk‑ltd.co.jp/profile/fact̲kitakata.html

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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！】
●まんじゅうの天ぷら
［材 料］
まんじゅう、小麦粉、塩…適宜
［作り方］
1)小麦粉を水で溶き塩を少々加えて揚げ衣を作る。
2)鍋に油を熱し、まんじゅうに 1)を全体に絡めるよ
うにつけて揚げる。
［ワンポイント］
使用するまんじゅうはお好みのもので OK。あつあ
つの揚げたてに、塩や天つゆ、醤油などをつけて食
べます。カリッと揚がった衣が香ばしく、おやつにもぴったりの一品です。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
［編集後記］
赤や黄色、オレンジに染まった紅葉が秋の訪れを感じさせてくれるこの時期。会津では新そ
ばや地物きのこなど、期間限定の美味しさに出会える季節です。豊かな自然の恵みを目と舌で
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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