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 会津あかべぇ通信 Vol.124  
2013年11月30日発行 

 会津盆地を見下ろす名峰・磐梯山が今年初の雪化粧を纏い、冬の到来を告げています。ウイ

ンタースポーツの舞台となるスキー場もつぎつぎとオープンを迎えています。美しい銀世界に

包まれた冬の会津をぜひお楽しみください。冬の人気企画列車「ほろ酔い列車」、「サンタ列

車」や冬休みに使えるお得な切符のなどをご紹介します。 
 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 
  ●今シーズンも運行「ほろ酔い列車」でお酒を楽しもう 
  ●トロッコ列車でひと足はやいクリスマス！「サンタ列車」運行決定！ 
  ●冬休みはお得な切符で会津鉄道に乗ってみよう！ 
  ●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 
  ●甚パ羊羹／からむし織の里[昭和村］ 
３）イベント情報 
  ●会津各地の１２月のイベントをご案内！ 
  ●会津最大級の雪まつりに出かけよう！ 
  ●新春恒例「十日市」で一年の幸福招く縁起物を！ 
４）知っ得！話題 
  ●まち歩きで楽しむあったかカフェとスイーツ巡り 
５）会津のいいモノ★セレクション 
  ●おからかりんとう［磐梯町］ 
６）会津の郷土料理 
  ●豆数の子 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１)会津鉄道からおすすめ情報  
●今シーズンも運行「ほろ酔い列車」でお酒を楽しもう。  

 

 

  
 会津鉄道では、平成２５年１２月７

日（土）より、毎年大好評！の「ほろ

酔い列車」を運行いたします。 
沿線の地酒と「魚の北辰」の新鮮な刺

身を肴に、心も体も温まる列車の旅を

楽しみませんか？ 
皆様のご参加をお待ちしております 
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   ■運行日 
    【平成 25年】12月：7日（土）、14日（土） 
    【平成 26年】 1月：18日（土）、25日（土） 
            2月：8日（土）、15日（土）、22日（土） 
            3月：8日（土） 
  ■参加費 
    大人お 1人様 4,000円（日本酒＋北辰刺身セット） 
     ※日本酒飲み放題  
  ■募集人員  
    各回 30名様（最少催行人員 20名様） 
     ※係員が同行します。  
  ■お申込み  
    各出発日の 3日前・17：00まで  
  ■コース  
    集合場所：西若松駅改札口前 16：50 
     西若松駅 17：11発   ⇒ 会津田島駅 18：13着 
     会津田島駅 18：39発  ⇒ 西若松駅 19：44着  
  ■お問い合わせ・お申し込み 
    会津鉄道株式会社 
    Tel.0242-36-6162 Fax.0242-26-9730 
   ［こちらの情報もご覧ください！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=113 
 
●トロッコ列車でひと足はやいクリスマス！「サンタ列車」運行決定！ 
 子供たちに大人気の「サンタ列車」を平成２５年１２月２３日（月）に運行します。 
 
 列車内では、楽しいゲームやサンタさんから「ちょっぴり

プレゼント」もあります。トロッコ列車で、ひと足はやいク

リスマスを楽しみませんか？か？ 
 
   ■出発日 
    平成 25年 12月 23日（月） 
  ■旅行代金 
    大 人（お１人様）  2,900円 
    小学生（お１人様）  2,000円 
    幼 児（お 1人様）    900円 
    ※最少催行人員 大人 30名様 
    ※添乗員が同行いたします 
   ■コース  
    集合場所：西若松駅改札口前 9：30 
     西若松駅 9:50発  ⇒ 会津田島駅  
      ⇒ 西若松駅 12：41着  
   ■お問い合わせ・お申し込み 
    会津鉄道株式会社 
    Tel.0242-36-6162 Fax.0242-26-9730 
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   ［こちらの情報もご覧ください！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=821 
 
●冬休みはお得な切符で会津鉄道に乗ってみよう！  
 もうすぐ冬休みになりますね。もう、お出かけの予定はお決まりでしょうか。 
今回はゲーム感覚で会津鉄道に乗車いただける「コロプラ☆乗り放題きっぷ」と 
沿線の提携施設で特典が付く「新・東北パスポート割引切符」をご紹介します。   

 ・コロプラ☆乗り放題きっぷは、スマートフォン、携帯電話でおなじみ

の位置ゲーム「コロニーな生活」と連動した切符です。  

 携帯端末の位置情報を取得して移

動した距離でゲーム内のポイントが

増える仕組みになってます。また、切

符を購入時にゲーム内で限定アイテ

ムがもらえるコロカカードが付いて

きます。 会津鉄道全線（西若松～会

津高原尾瀬口間）２日間乗り放題で

３,０００円で有人駅（西若松駅、芦

ノ牧温泉駅、湯野上温泉駅、会津下郷

駅、会津田島駅、会津高原尾瀬口駅）

で販売しています。ちなみに西若松駅

～会津高原尾瀬口駅間を往復すると

３,６４０円なのでかなりお得です。 

 

 

 

・新・東北パスポート割引きっぷは、「新・東北パスポート」を提示する

ことで会津鉄道の列車に正規運賃の 2 割引で乗車できる切符です。例え

ば、沿線屈指の観光地である湯野上温泉へ行く場合、西若松駅から片道８

２０円かかります。この「新・東北パスポート」を提示することで６６０

円でお求めいただけます。 

  

 お得な切符を使って是非、会津鉄道の旅をお楽しみください。 
 
 ※コロプラ☆乗り放題きっぷについてはこちらもご覧ください。 
    ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=865 
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 ※新・東北パスポートについてはこちらもご覧ください。 
    ⇒ http://tohokukanko.jp/tohoku-passport/ 
 ※どちらの切符もお座トロ展望列車にご乗車の場合、別途乗車整理券が必要となります。 
 
・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
 

 
  
●【会津地区発着】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！ 
 東京の人気の観光スポット「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。 
  
 会津鉄道を利用すると、最少で 1回の乗り換えで最寄りの「とうきょうスカイツリー駅」行

くことが出来ます。乗り換えが不安なお子様連れやご年配の方でも気軽に東京スカイツリーを

お楽しみ頂けます。是非この機会にお出かけください。 
  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 
 

 
 
●冬の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。冬期（１２月～３月） は毎週金、土、日、祝日の運転

が中心なっており、 お座敷車両には掘りごたつが設置され

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 
 
※写真は平成２５年３月のほろ酔い列車運行時のものです。 
 

 
 
●【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/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】 
 ・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 
 

 
 
●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/ 
●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 甚パ羊羹／からむし織の里[昭和村］  
   

 

【不思議な名前の羊羹】 
 以前、昭和村のじゃがいも亭さんを取材したときに立ち寄った「からむし織の里」で不思議

な名前につられて購入したのが、この「甚パ（じんぱ）羊羹」です。むかし、この羊羹を作っ

ていた人が星甚八さんということで「甚パ羊羹」と名付けられたそうです。 
   

  

 さて、練りようかんというと大変甘く、どっしりとした部類のお菓子だと思います。この「甚

パ羊羹」は口に入れると練り羊羹ならではの滑らかな舌触りとあっさりした甘さが広がります。

小豆の香りがとてもよく、一棹（さお）丸ごと食べきれそうです。 
食感はちょうど水ようかんと練りようかんのいいとこ取りといった商品になっています。山里

で古くから親しまれてきた羊羹を一度お試しください。   

  

 
 

・甚パ羊羹 
 ２本入り  ７３５円 
 ３本入り １,０５０円 
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   ・からむし織の里「織姫交流館」 

  住 所 
福島県大沼郡昭和村大字佐倉上

ノ原 

 

  ＴＥＬ 0241-58-1655 

  営業時間 ９：００～１７：００ 

  定休日 月・火曜日（１２月～３月） 

 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３）イベント情報 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
●年末と言えば忠臣蔵。堀部安兵衛を偲ぶ墓前祭。 
  ・堀部安兵衛墓前祭 
   福島県会津坂下町 
   平成２５年１２月１４日(日) 
   問い合わせ先 
    会津坂下町役場 
    TEL 0242-84-1503 
   [情報はこちら！] 
http://www.city.kitakata.fukushima.jp/shimin/gyosei/14902/14992/15003/022229.html 
 
●鉄橋をロマンチックにライトアップ！ 
  ・一の戸橋りょう クリスマスライトアップ 
   福島県喜多方市山都町 
   平成２５年１２月２２日(日)～１２月２３日(祝・月) 
     期間中 １８：００～２０：３０ 
   問い合わせ先 
    喜多方市山都総合支所産業課内（一の戸橋梁ライトアップ実行委員会） 
    TEL 0241-38-3841 
   [情報はこちら！] 
http://www.city.kitakata.fukushima.jp/shimin/gyosei/14902/14992/15003/022229.html 
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●会津最大級の雪まつりに出かけよう！  
・第４２回只見ふるさとの雪まつり 
  福島県只見町 
  平成 26年 2月 8日(土)～2月 9日(日)
  問い合わせ先 
   只見ふるさとの雪まつり実行委員

会 
    TEL 0241-82-5240 
   [情報はこちら！] 
http://tadamisnowfes.com/ 

 

・只見駅行き予約制バスのご案内 
 会津鉄道会津田島駅からＪＲ只見線只

見駅までの予約制バスが週末を中心に運

行されています。 
 列車とバスを乗り継げば、雪の奥会津に

楽々アクセス。  
   [情報はこちら！] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=932

  
●新春恒例「十日市」で一年の幸福招く縁起物を！ 
 
開催日／平成 26年 1月 10日（金）午前９時～午後９時頃 
会場／会津若松市・神明通り、大町通り ほか 
 

 毎年約 10万人が足を運び、縁起物を売買いする声など

で賑わう「十日市」。400年以上つづく歴史を持った伝統

行事で、会津地方最大の初市です。 
 露店には、風車や起き上がり小法師、漆器・陶器・日

用品の掘り出し物が並び、日没後も大勢の買い物客が通

りを行き交います。 
 風車は、「仕事や金運が良くまわりますように」「ま

めで元気に頑張れるように」との願いを込めて。 
 起き上がり小法師は厄除や子孫繁栄の願いを込めて家

族の人数より一つ多く買い求めます。 
一年の幸せを願う会津の縁起物、皆さんもぜひ手にしてみませんか？ 
 
お問い合わせ先／十日市実行委員会 TEL0242-37-2789 
            会津若松市商工課 TEL0242-39-1252 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
４)知っ得！話題 
●まち歩きで楽しむあったかカフェとスイーツ巡り 
   ◎キャンペーン開催期間／平成 25年 10月１日～平成 26年 3月 31日 
 
 大町四ツ角や七日町通りなど懐かしい街並み散策の休憩に、

あたたかな雰囲気に包まれたカフェでくつろぎながら、美味

しいスイーツはいかがですか？大町札の辻界隈と鶴ヶ城周辺

にある 16の「まち歩きスイーツ&カフェ」参加店では、期間

中、ワンコイン（500円）で楽しめる季節のオリジナルスイー

ツをご用意。味わった後に捺印されるスタンプを 2個集める

と、参加宿泊施設で日帰り温泉入浴を 500円で利用できるほ

か、お楽しみ抽選会に応募すれば、ペア宿泊券（１名様）な

ど豪華景品が当たるチャンスです。 
 会津の甘いスイーツを気軽に味わって、ちょっとお得な

“まち歩き”をお楽しみください。 
 
お問い合わせ先／ 
会津若松市観光物産協会インフォメーションサポートセンター 
TEL0242-36-5043 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
４）会津のいいモノ★セレクション 
●おからかりんとう［磐梯町］ 
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 
 食物繊維が豊富なおからと、磐梯町産のほうれんそう、ブ

ルーベリー、えごまなど季節の野菜や果物を使ったやさしい

甘さのかりんとうは、四季折々の磐梯山の姿を楽しめるビュ

ースポット「道の駅ばんだい」の、人気お土産の一つです。 
 噛む程に広がる素朴なおいしさは年齢問わずに好評。家族

団らんのおやつに、旅のお供や会津みやげとしてもおすすめ

です。  
 
お問い合わせ先／道の駅ばんだい TEL0242-74-1091 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
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。 
 
●豆数の子 
 
［材 料］ 5人分 
 青大豆…130g 
 塩数の子…50g 
 酒…1/2カップ 
 塩…少々 
 砂糖…25g 
 
 
 
［作り方］ 
1)青大豆はよく洗い、半日ほど水につけて戻す。 
2)充分に戻った青大豆(1)を、たっぷりの湯に塩少々（分量外）を入れて茹でる。柔らかく な

ったらザルに上げ、あら熱をとる。 
3)酒、塩、砂糖を合わせ、茹でた豆を入れて味がなじむようによく混ぜる。 
4)塩数の子は水につけて塩抜きをし、適当な大きさに切り、青大豆(3)とあわせて盛りつける。 
 
［ワンポイント］ 
 正月や祝言など、お祝い事の膳に欠かせない料理の一つです。砂糖の量はお好みで減らして

も OK。豆はあまり日持ちしない食材なので、出来上がったら冷蔵庫に保存し早めに食べ切るの

が、おいしくいただくポイントです。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 積雪から庭木を守る雪つりや、軒下に色を添えている干し柿や大根の風景があちこちでみら

れるようになりました。12月は長い冬を迎える準備も整い、あったかな温泉やこたつが恋しく

なる季節です。輝く雪景色を楽しめるのもきっともうすぐ。会津鉄道でのんびりと、心ぬくも

る会津の旅へでかけませんか？ 
 
 


