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 会津あかべぇ通信 Vol.123  
2013年11月15日発行 

 山の木々もすっかり秋錦に染まり、朝夕がめっきり冷え込む季節になりました。山の恵みも

豊かな会津エリアは、各地に名湯が湧く温泉どころ。紅葉を眺めながらの足湯や露天風呂を楽

しめる晩秋は、身体の芯から温めてくれる湯巡りが楽しい季節です。会津若松から日光への走

る列車の窓から晩秋から初冬へと移り変わる会津の風景をお楽しみください。 
 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 
  ●会津・日光一直線。「ＡＩＺＵマウントエクスプレス」号に乗ろう！ 
  ●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 
  ●松茸二段弁当 南山のたび／緑屋[南会津町］ 
３）イベント情報 
  ●会津各地の１１月後半のイベントをご案内！ 
  ●新年の縁起初めは鶴ヶ城元旦登閣で「めしべら」を 
４）知っ得！話題 
  ●会津 17市町村の名湯巡りはいかがですか？ 
５）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
  ●杓子ヶ入（しゃくしがいり）メグスリノキ［喜多方市］ 
６）会津の郷土料理 
  ●赤飯 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１)会津鉄道からおすすめ情報  

 

●会津・日光一直線。「ＡＩＺＵマウントエクスプレス」号に乗ろう！  
 昨年３月の運行開始以来、多くのお客様 に好評いただいている会津・日光直通列車「ＡＩＺ

Ｕマウントエクスプレス」号は、東武線内では珍しい赤いボディのディーゼルカー（気動車）

で、デラックスな車内設備を持ちながら普通乗車券のみでご利用できる乗り得列車です。今回

はこの「ＡＩＺＵマウントエクスプレス」号をご紹介します。 
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会津高原尾瀬口で発車を待つ（写真上） 
鬼怒川温泉駅では特急スペーシアに接続しています。（写真左） ス
カイツリートレインと並ぶ日もあります。（写真右） 

 
 日光と会津は藩政時代から強い絆で結ばれております。会津若松市と日光市を結ぶ会津西街

道（下野街道）は、初代会津藩主保科正之により 開削され、参勤交代に使われたのをはじめ、

徳川家康の側近の 1人で会津ゆかりの天海大僧正の廟所が日光山輪王寺にあり、又戊辰戦争の

後、会津藩 9代藩主松平容保公は 日光東照宮の宮司となったという歴史的な強い結びつきがあ

ります。日光の社寺（日光東照宮、日光二荒山神社、日光山輪王寺）は世界文化遺産に登録さ

れており、多くの観光客が訪れています。訪れて 会津、日光をダイレクトにつなぐ「ＡＩＺ

Ｕマウントエクスプレス」号は、車内でゆったりと過ごせるように、回転式のリクライニング

シートを装備しています。また、列車アテンダントが乗車しており、沿線の案内や車内販売を

行っています。 
 

  

リクライニングシートが装備された車内（写真左） 
デッキと客室の間仕切りには「会津・日光」のゲートがあります。（写

真右） 
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座席には収納式のテーブル（写真左）のテーブル（写真左） 
グループで利用する場合は回転して使用することも可能（写真右） 

  

ドア上部には沿線案内の地図があります（写真左） 
車内販売では飲食物、お土産品、会津鉄道グッズなどを販売してい

ます（写真右）  

 
 「ＡＩＺＵマウントエクスプレス」号は快速列車として運転されていますので、乗車券のみ

でご乗車いただけます。また、首都圏発や会津発のお得な切符がありますので是非ご利用くだ

さい。 
 
■運行時刻  

  発車時刻 到着時刻         記        事 

東武日光行

き 
会津若松 
 8:00 

東武日光 
 11:01 

鬼怒川温泉駅で 
 特急きぬ１１６号浅草行きに接続 
  鬼怒川温泉発 10:15 
  浅草着     12:15 
 特急きぬがわ４号新宿行きに接続 
  鬼怒川温泉発 10:38 
  新宿着     12:48 

会津若松行

き 
東武日光 
 11:37 

会津若松 
 14:10 

鬼怒川温泉駅で 
 特急きぬ１０９号鬼怒川温泉行きから接続 
  浅草発     10:00 
  鬼怒川温泉着 11:59 

・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
 

 
 
●【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！ 
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 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 
 
 

 
 
●平成２５年１１月～平成２６年１月 お座トロ展望列車運行情報 
 会津鉄道の名物「お座トロ展望列車」運転日のご案内です。１１～１月は毎週金、土、祝日

の運転が中心なっています。また、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。 
 詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
 
 

 
 
●【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%83p%83X&mode=keyw&S
earchFlag=1&GoodsCd=1987 
 ・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.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?GoodsCd=1938 
 
●【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 
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 ・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 
 

 
 
●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 
 
 ・１０月の問題と解答 
  第１問．八重の夫、新島襄が設立した大学は？ 
   a．早稲田大学  
   b．同志社大学  
   c．会津大学 
    正解は b．同志社大学 
 
  第２問．新島邸は当時にしてはめずらしい設備を八重のために備えていました。 
       何でしょう？ 
   a．システムキッチン 
   b．水洗トイレ 
   c．オール電化 
    正解は a．システムキッチン 
   
 ・お問い合わせ 
    会津鉄道株式会社 TEL 0242-28-5886 
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●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 松茸二段弁当 南山のたび／会津田島駅駅弁 
     （製造元 緑屋）[南会津町］ 

 

【会津田島駅の名物駅弁】 
 今回のうまいものリレーでは、キノコの王様松茸をふんだんに使ったお弁当紹介します。 
会津田島駅の松茸二段弁当「南山のたび」は、南会津町田島地区にある、緑屋さんが作ってい

る人気の駅弁です。 
 会津の美味しくお米に、松茸や舞茸などの具だくさんのきのこ御飯に、厚切りの松茸を御飯

が見えないくらいトッピングしてあります。 
   

  

 また、別の容器にはおいしい出汁を染み込ませた煮物や大きな海老天、ワカサギフリッター

などが詰まっています。 
 この駅弁、毎日数個のみの販売になっており、なかなか手に入らない事もあります。会津田

島駅でこの駅弁を見かけたら、是非お買い求めください。 
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・松茸二段弁当 「南山のたび」 
               
１,０００円 
   

・松茸二段弁当 「南山のたび」販売箇所 
 会津鉄道会津田島駅売店「やまびこ」  
 ※会津若松駅と東武日光駅を結ぶ AIZUマウントエクスプレス号車内で事前予約にて販売がで

きます。詳しくは下記のバナーよりお進みください。 

 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=225 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３）イベント情報 
●幻想的なライトアップをお楽しみください 
  ・新宮熊野神社「長床」 大いちょうライトアップ 
   福島県喜多方市 新宮熊野神社「長床」 
   平成２５年１１月１４日(木)～１１月２０日(水) 
     期間中 １７：３０～１９：３０ 
   問い合わせ先 
    新宮地区重要文化財保存会 TEL 0241-23-0775 
   [情報はこちら！] hhttp://www.tif.ne.jp/jp/event/event_disp.php?id=1622 
 
●晩秋のお蕎麦は格別！ 
  ・第 14回塩川新そば祭り  
   喜多方市塩川町 「塩川蔵史館」 
   平成２５年１１月２３日（土） 
   問い合わせ先 
    塩川新そば祭り実行委員会 TEL 0241-27-2111 
   [情報はこちら！] http://kirari.kitakata-kanko.jp/program/detail.php?pid=143 
 
●エイヤー会津磐梯山は・・・の唄にのせて 
  ・第 29回会津磐梯山全国大会 
   福島県猪苗代町体験交流館「学びいな」 
   平成２５年１１月２４日（日） 
   問い合わせ先 
    会津磐梯山全国大会実行委員会 TEL 0242-62-2331 
   [情報はこちら！] http://www.tif.ne.jp/jp/event/event_disp.php?id=2069 
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●新年の縁起初めは鶴ヶ城元旦登閣で「めしべら」を 
 『鶴ヶ城元旦登閣』 
  日時／平成 25年 12月 31日（火）23:30～翌 2:30（入城締切は 2:00） 
       平成 25年  1月  1日（水） 8:30～17:00（入城締切は 16:30） 
  場所／会津若松市鶴ヶ城天守閣 
 
会津若松市のシンボルとして四季折々の美しい姿をみせ

る鶴ヶ城。郭内の一角に祀られた稲荷神社は、新年の幸

を祈る人々で賑わう元旦参りの名所の一つです。ぜひ足

を運びたいのが、城下町の夜景を楽しめる大晦日深夜の

「鶴ヶ城年越し登閣」。登閣した来場者には、先着 5000
名限定で五穀豊穣、商売繁盛、家内安全の願いを込めて

お祓いした縁起物の「めしべら」がプレゼントされます。

“福を召しとる”縁起物を手に、新しい年を殿様気分で

迎えてみませんか？ 
 
・年越し登閣［12月 31日・夜間］大人 400円  
 ※高校生以上 
・新春縁起登閣［1月１日・昼間］大人 500円 
 ※高校生以上 
 
お問い合わせ先／会津若松市観光公社 TEL 0242-27-4005 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
４)知っ得！話題 
●会津 17市町村の名湯巡りはいかがですか？  
 
 『会津温泉図鑑 VIVA SPA AIZU 改』は、会津エリア 17市町

村に湧く温泉を紹介したガイドブック。この秋、最新の情報を

掲載した２０１３年改訂版が発行されました。 
 公共の日帰り温泉施設と地域の共同浴場をまとめた「エリア

で探す日帰り公共湯」と、会津にある７２カ所の温泉地を８種

の泉質別に分類し、源泉名、湧出量・状況、Ph値（水素イオ

ン濃度）のデータと共に案内した「泉質で選ぶ会津の温泉地」

の 2編構成。そのほか、おすすめ温泉土産を紹介したコラムや、

気軽に利用できる足湯処情報も掲載されています。冊子は会津

地域の観光案内窓口や温泉施設などで無料配布中。今度の休日

にはゆったりと会津の名湯巡りを楽しんでみませんか？ 
 
 お問い合わせ先／ 
  あいづふるさと市町村圏協議会（事務局） 
  TEL 0242-24-6312 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
４）会津の巨樹・銘木を訪ねて 
◎杓子ヶ入（しゃくしがいり）メグスリノキ［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】 
 
 雄国山の中腹を流れる渓流を包む森の中に、ひっそりと根を下ろ

す「杓子ヶ入（しゃくしがいり）メグスリノキ」。推定樹齢は約４

００年。幹周り４．１ｍ、高さ２０ｍの堂々とした風格の古木は、

平成１２年に林野庁の「森の巨人たち１００選」に選ばれている。 
  かつては渓谷沿いに小径があり、山仕事へ向かう人々が、休憩

場所や道の目印として親しんできた。一時期の漢方薬ブームで、周

辺森林のメグスリノキの樹皮が違法にはぎ取られる被害が相次ぎ、

この古木も被害を受け樹勢が衰えたが、大切な地域の宝を守ろうと

「メグスリノキ・巨樹巨木保全協議会」が発足。地元住民の協力を

得ながら保全活動に取り組んでいる。見頃は新緑が芽吹く初夏から

紅葉の秋にかけて。沢音響く静寂の森に凛と佇む姿が清々しい。  
 
【樹木データ】 
・所在地…喜多方市塩川町中屋沢 ※山奥のため冬期間は鑑賞不可 
・喜多方市指定天然記念物 
・交通…ＪＲ磐越西線・塩川駅から車で約１５分  
お問い合わせ先／喜多方市教育委員会文化課 TEL.0241-24-3821 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
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！】 

 
●赤飯 
 
［材 料］ 
もち米…3合 
あずき…もち米の 1割弱 
ごま塩…適宜 
 
 
 
 

［作り方］ 
1）もち米はよく水洗いし十分に浸水する。 
2）浸水したもち米をざるに上げ、水切りする。 
3）あずきは水洗いし、硬めに茹でて、茹で汁とあずきを分けておく。 
4）もち米とあずきをまぜあわせ、蒸し器に仕込み蒸す。 
5）出来上がり前に、あずきの茹で汁を均等に振り掛け、蒸し上げる。 
 
［ワンポイント］ 
 お祝いの席には欠かせない赤飯。あずき豆はできるだけ新しいものを使用するのがポイント。

色や風味が格段に違ってきます。 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 磐梯山の山頂も今年初めての雪化粧をまとい、会津盆地に冬の訪れを知らせています。それ

でも本格的な積雪はまだまだ先のお話。あったかな温泉や秋の味覚を楽しむにはぴったりの時

期です。会津鉄道に乗ってのんびりくつろぐ癒しの旅にぜひお越し下さい。 
 
 


