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 会津あかべぇ通信 Vol.121  
2013年10月15日発行 

 地元の農産物が並ぶ直売所では、新そばや新里芋、地キノコなどが登場しはじめ、会津盆地

にも味覚の秋がやってきました。河川敷などに友人や会社グループであつまって開かれる「イ

モ煮会」は、会津の人々にとって欠かせない秋のお楽しみです。 
 いよいよ紅葉が始まります。お座トロ展望列車に乗って「錦秋の大川渓谷」や「トンネルシ

アター」を是非お楽しみください。 
 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 
  ●第１回トンネルシアターアニメコンテスト、審査結果発表 
  ●紅葉の大川渓谷を行く、列車を撮影しよう！ 
  ●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 
  ●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 
  ●山塩ラーメン／Sio-ya（しおや）[北塩原村］ 
３）イベント情報 
  ●会津各地の１０月のイベントをご案内！ 
  ●「挽き・打ち・茹で」の３たて新そばが食べ放題！   
４）知っ得！話題 
  ●きたかた喜楽里博には、楽しい＆お得が満載 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ●新宮熊野神社の大イチョウ［喜多方市］ 
６）会津の郷土料理 
  ●さめの煮魚 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１)会津鉄道からおすすめ情報 
●第１回トンネルシアターアニメコンテスト、審査結果発表  
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 平成２５年９月２９日（日）第１回トンネルシアターアニメコンテストに応募いただいた作

品を、トロッコ列車にご乗車のお客様に審査していただく「公開審査会」を実施しました。好

天に恵まれ、花号、風号、星号の３本ともほぼ満員のお客様の中から、各列車１０人を無差別

にお願いし、見たままの感想で投票していただきました。  
審査の結果は次の通りです。   
 ☆ 優秀作品 会津若松市 株式会社会津ラボ様 
 ☆優秀作品 会津若松市 水崎ゆかり様 
  会津美里町 遠藤亜季穂様 
 ☆入選作品 該当なし 
こちらのページより 優秀、優秀作品をご覧いただけます。 
    ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=928 
 
コンテストの作品は、お座トロ展望列車「トンネルシアター」でご覧いただけます。秋の紅葉

を楽しみながら、ぜひご乗車になり楽しいアニメーションをお楽しみください。 
 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 
３か所のトンネル内で楽しめます。  

紅葉の大川渓谷を行く「お座トロ展望列車」。 

・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
 
●紅葉の大川渓谷を行く、列車を撮影しよう！ 

 

 会津鉄道には路線に並行して流れる大川（阿賀川）をはじめ、大小沢山の橋りょうがありま

す。これから紅葉の季節を迎え一段と美しさを増します。是非、この機会に列車と紅葉の写真

撮影をお楽しみください。なお現地で撮影を行う場合には、線路内に立ち入ったり沿線にお住

まいの方に迷惑のかからないようにマナーを守っていただくようご協力をお願いします。 
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  １．深沢橋りょう（芦ノ牧温泉南～湯野上温泉間） 
 大川ダムの建設で水没する旧線路の移設に伴い架け替えられた橋りょうです。ポイントＡは

会津鉄道を代表する撮影ポイントで眼下に若郷湖を見下ろすことが出来ます。 お座トロ展望列

車をはじめ、一部列車ではこの橋りょうの上で一旦停車または徐行運転を行います。 また、ポ

イント Bからは、大川湖面橋、深沢橋、林道橋の３つのコンクリート橋が折り重なるように一

枚のフレームに収めることができます。 
 寄りの芦ノ牧温泉南駅前には、国鉄時代の駅名「桑原」の駅名板が今でも保存されていま

す。 

  

林道の橋より若郷湖をバックに撮影（左） ポイント A 
大川ダム工事用道路より３つの橋を撮影（右） ポイント B 

２．第三大川橋りょう（芦ノ牧温泉南～湯野上温泉間）  
 第三大川橋りょうは会津鉄道の前身の旧国鉄会津線開業当時からある橋りょうですが、 大川

ダム建設時に大川の増水を考慮して橋げたの高さ及び橋脚の高さを変更し架け替えられていま

す。 第三大川橋りょうは会津鉄道を代表する撮影スポットで、年間を通して多くのカメラマン

が訪れます。  

  

 林道の橋より。眼下には大川が渓谷を刻んで流れる ポイント C 
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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 （※ 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 

１ 

 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

（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 
  

昼 
○ 

２ 

 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

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 （※ 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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●列車に乗って、秋のイベントを満喫しよう 
 ・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。  
・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 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 
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・絶景の大川ラインを巡るしもごうウォーク 
 会津下郷駅から大川にかかる橋を巡り 
塔のへつりを目指します。 
 
・日時 平成 25年 11月 2日(土)  
 
・集合場所、時間 西若松駅 2階改札口 
  午前 7時 30分集合 
  ※会津田島方面からのご参加の方は 8:45までに会津

下郷駅に集合  
 
・募集人数 50名 
   (定員になり次第締切となります)  
 
・参加費 300円(保険料等)  
 
・別途費用 交通費は各自負担となります。 
 
・所要時間／約 2時間 
 
・歩行距離／約 8km 
 
詳しくはこちらをご覧ください。  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=930 
 
・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 

 

 

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 18 日(金)～10 月 24 日
(木) 

喜多方市 当日のお楽しみ 

 
平成 25 年 10 月 25 日(金)～10 月 31 日
(木) 

北塩原村 チョコブラウニー 

 平成 25年 11月 1日(金)～11月 7日(木) 柳津町 当日のお楽しみ 

 平成25年11月8日(金)～11月14日(木) 只見町 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 
 
 

 
 
●【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/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 
 



10 

●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。 
 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 
 
 ・９月の問題と解答 
  第１問．八重が再婚した相手の名前は？ 
   a．オダギリ ジョー  
   b．ニイジマ ジョー  
   c．ヤブキ ジョー 
    正解は b．ニイジマ ジョー 
  第２問．八重が「美徳を以て飾となす」という言葉を書にしたため寄贈した 
       学校は？ 
   a．青森県立青森高等学校 
   b．京都府立山城高等学校 
   c．福島県立葵高等学校 
    正解は c．福島県立葵高等学校 
   
 ・お問い合わせ 
    会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5885 
 

 
 
●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 山塩ラーメン／Sio-ya（しおや）[北塩原村］ 

 

【海のない会津の塩を使ったラーメン】 
 今回ご紹介するうまいものは裏磐梯桧原湖湖畔にあるＳｉｏ-ｙａの会津山塩ラーメンです。 
 お店のある北塩原村の大塩裏磐梯温泉のお湯には多くの塩分が含まれており、古くから温泉

の湯を利用した塩づくりが行われています。温泉水を数時間かけて煮詰めることによって塩を

作り上げています。海水を使った塩よりもややマイルドな口当たりの塩になります。 

 
（写真左 お店は桧原湖畔の高台にあります。） 
（写真右 桧原湖と磐梯山が目の前に広がる。） 
 
 さて、山塩ラーメンですがサッパリ味のスープに山塩の持つ塩気の中にあるマイルドさを効

かせた味に仕上がっています。 
まさに日本語で言うところの塩梅という言葉がぴったりのラーメンです。またお店は、裏磐梯

の景勝地桧原湖畔にあり、湖とともに磐梯山を眺めることができます。 

 
（写真左 透き通ったスープが特徴） 
（写真右 この味、まさにいい塩梅） 
 

・会津山塩ラーメン ６５０円 
・会津山塩チャーシューメン ９０

０円 
 他にも醤油、味噌ラーメンもあり

ます。   
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・Sio-ya（しおや） 

  住 所 
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原

字う畑沢 1034-19 

 

  ＴＥＬ 0241-34-2200 

  営業時間 １０：００～１５：００ 

  定休日 火曜日 

 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３）イベント情報 
●収穫の秋、会津のごっぞぉで満腹になってください。 
  ・奥会津ごっぞおまつり 
   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/event_disp.php?id=2160 
 
  ・会津若松市 地産地消まつり  
   福島県会津若松市 「鶴ヶ城体育館」 
   平成２５年１１月２日（土）～３日（日） 
   問い合わせ先 
    会津若松市農政課 TEL 0242-39-1253 
   [情報はこちら！] http://www.aizukanko.com/event/530/ 
 
●会津のものづくりのすべてが集結！ 
  ・会津ブランドものづくりフェア２０１３ 
   福島県会津若松市 あいづドーム 
   平成２５年１０月２６日（土）～２７日（日） 
   問い合わせ先 
    会津ブランドものづくりフェア実行委員会事務局 TEL0242-39-1252 
   [情報はこちら！] http://www.aizukanko.com/event/131/ 
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●秋の青空にカラフルなバルーンが舞う！ 
  ・西会津ふるさとまつり  
   福島県西会津町 さゆり公園 
   平成２５年１０月２６日（土）～２７日（日） 
   問い合わせ先 
    西会津町ふるさと振興推進委員会 TEL0241-45-2213 
   [情報はこちら！] http://www.tif.ne.jp/jp/event/event_disp.php?id=2155 
 
●「挽き・打ち・茹で」の３たて新そばが食べ放題！ 
『ばんげ いにしえ街道 新そば祭り』 
  
開催日／平成 25年 11月 9日（土）・10日（日）  
場所／会津坂下町農村環境改善センター（会津坂下町） 
時間／午前の部 １０：００～１２：００ 
    午後の部 １３：００～１５：００ 
 そばの栽培が盛んな会津坂下町で、今年の収穫を祝う

新そばまつりが開催されます。会津坂下産 100%のそば粉

を使って、地元のそば打ち名人達が腕を振るった「挽き

たて・打ちたて・茹でたて」のそばは、色白でさらっと

した喉越し。満足のいくまで堪能できる、新そば食べ放

題です！さらに、そば祭りチケットの半券を提示すれば、

隣接する温泉施設「糸桜里の湯ばんげ」の入浴料金が 100
円引きになる特典付きです。参加は数量限定のチケット

制。お求めはぜひお早めにどうぞ。 
 
◎前売り券／一般 2000円、小学生 1000円 
※当日券は一般 2500円（数に限りがあります） 
お問い合わせ先／会津坂下町観光物産協会  
TEL0242-83-2111 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
４)知っ得！話題 
●きたかた喜楽里博には、楽しい＆お得が満載 
 きたかた喜楽里博には楽しい＆お得が満載 
  
 喜多方エリアをまるごと会場にした、見て・食べて・遊んで・

泊まる体験型博覧会「きたかた喜楽里博」。イベント案内ガイド

ブックには、期間限定のお得な情報が紹介されているほか、喜多

方の街歩きをちょっとお得に楽しめるクーポン「つかってみんべ

ぇ券」も付いてきます。手作り体験や、蔵見学など楽しさいろい

ろ盛りだくさん。この期間にぜひ足を運んでみませんか。  
[情報はこちら！] http://www.kitakata-kanko.jp/ 
 
開催期間／平成 25年 8月 24日～11月 16日まで 
お問い合わせ先／喜多方観光協会  
TEL0241-24-5200 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
４）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
◎新宮熊野神社の大イチョウ［喜多方市 
【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】 

 
 平安時代後期の天喜３年（1055）、前九年の役の際に源頼義が

陸奥征討の戦勝祈願のために紀州熊野から熊野堂村（現在の会津

若松市河東町）勧請したのが始まりという熊野神社。その後、寛

治 3年（1089）「後三年の役」で再び当地を訪れた義家が現在の

地に熊野新宮社を遷座・造営したと伝えられている。 
 平安時代末期から鎌倉時代初期に拝殿として建立された、茅葺

屋根を冠した寄棟造りの「長床」は、直径 1尺 5寸（45.4cm）の

円柱 44本が等間隔に並ぶ姿が美しい和様建築。建物手前には樹齢

800年といわれる大イチョウが悠然と枝を伸ばし、古くから地域

の人々に心の拠りどころとして愛されてきた。黄金色に染まった

葉を秋風に散らす晩秋の風景は特に美しく、11月中旬頃の数日間

は、夜間ライトアップも行われる。 
 

【樹木データ】 
・所在地…喜多方市慶徳町新宮字熊野 2258 
・喜多方市指定天然記念物 
・交通…JR磐越西線・喜多方駅から車で約 10分 
お問い合わせ先／喜多方観光協会 
  TEL0241-24-5200 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
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！】 
●さめの煮魚 
 
［材 料］ 2人分 
 さめ（切り身）…2切れ 
 しょうゆ…36cc 
 ざら砂糖…48g 
 酒…20cc 
 みりん…20cc 
 
 
 
［作り方］ 
1）鍋に調味料を合わせて水（150c程度）を加えて煮立たせ、煮汁を作る。 
2）さめの切り身を入れ、落とし蓋をして火加減を見ながらゆっくりと煮る。 
 
［ワンポイント］ 
 さめの煮魚は冷めた煮汁が煮こごりのように固まるのも特徴です。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 会津盆地を囲む山々も少しずつ紅葉の鮮やかな色彩をみせはじめました。目と舌で楽しむ秋

の休日旅にぜひお越し下さい。 


